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3月20日 光浄水場警備業務委託（長期継続契約３年） ¥246,480(税抜) 月 額 ㈱アイワ警備保障

3月20日 東金浄水場警備業務委託（長期継続契約３年） ¥246,480(税抜) 月 額 ㈱アイワ警備保障

3月20日 長柄浄水場警備業務委託（長期継続契約３年） ¥246,480(税抜) 月 額 ㈱アイワ警備保障

4月1日 硫酸（７５％）の購入 ¥36.50(税抜)
１ kg

当 た り
丸十薬品㈱

4月1日 ポリ塩化アルミニウムの購入 ¥19.20(税抜)
１ kg

当 た り
昭栄興産㈱

4月1日 次亜塩素酸ナトリウムの購入 ¥59.00(税抜)
１ kg

当 た り
大和化成㈱

4月1日 粉末活性炭（ドライ）の購入 ¥222(税抜)
１ kg

当 た り
㈲松一商事

4月1日 栗山川臭気物質検査業務委託 ¥729,000
一般財団法人

千葉県薬剤師会検査センター

4月1日 水質検査業務委託 ¥15,012,000
一般財団法人

千葉県薬剤師会検査センター

4月2日 光浄水場管理本館清掃業務委託 ¥83,000(税抜) 月 額 ㈱エイド

4月2日 東金浄水場管理本館清掃業務委託 ¥93,000(税抜) 月 額 ㈱総合環境

4月2日 長柄浄水場及び取水場清掃業務委託 ¥100,000(税抜) 月 額 ㈱エイド

4月8日 産業廃棄物最終処分場維持管理検査業務委託 ¥594,000
一般財団法人

千葉県薬剤師会検査センター

4月24日 光天日乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 ¥18,500(税抜)
１ ト ン

当 た り
丸源起業㈱

4月24日 東金天日乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 ¥19,000(税抜)
１ ト ン

当 た り
丸源起業㈱

4月24日 長柄天日乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 ¥18,500(税抜)
１ ト ン

当 た り
丸源起業㈱

4月24日 カラー複合機の賃貸借（水質検査室） ¥9,350(税抜) 月 額 富士通リース㈱

4月24日 コピー機（図面用複合機）の賃貸借 ¥15,400(税抜) 月 額 富士通リース㈱

5月21日 光浄水場構造物劣化調査業務委託 ¥3,888,000 日本水工設計㈱

5月27日
光浄水場法面及び松尾加圧ポンプ場草刈業務
委託

¥2,268,000 ㈱翔和緑花建設

5月27日 東金取水場及び東金天日乾燥場草刈業務委託 ¥3,780,000 ㈱ダイカワ

5月27日 産業廃棄物最終処分場草刈業務委託 ¥3,186,000 ㈱ダイカワ

5月27日
長柄浄水場及び天日乾燥場法面他草刈業務委
託

¥5,292,000 ㈱三枝組

5月27日 公用車（軽トラック）の購入 ¥1,053,279
千葉三菱コルト自動車

販売㈱

6月7日 光天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥8,500(税抜)
１ ㎥

当 た り
丸源起業㈱

6月7日 東金天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥7,700(税抜)
１ ㎥

当 た り
東松建設㈱

6月7日 長柄天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥7,600(税抜)
１ ㎥

当 た り
㈱鈴木組

落札額（税込）
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6月20日
光浄水場～八日市場配水場間φ 450粍送水管
耐震化工事（1工区）

¥151,200,000 片岡工業㈱

7月5日 光浄水場一般計装設備点検修理工事 ¥1,684,800 昱㈱

7月5日 長柄浄水場（Ⅰ）一般計装設備点検修理工事 ¥5,616,000 昱㈱

7月5日 長柄浄水場水質計装設備更新工事 ¥39,852,000 西川計測㈱

7月5日
栗山川水管橋更新に伴う送水管推進工事実施
設計業務委託

¥22,680,000 日本水工設計㈱

7月24日 光浄水場水質計装設備点検修理工事 ¥3,888,000 西川計測㈱

7月24日 東金浄水場一般計装設備点検修理工事 ¥2,430,000 昱㈱

7月24日
長柄浄水場(Ⅰ)(Ⅱ)汚泥中間濃縮装置修理工
事

¥48,060,000 オルガノプラントサービス㈱

7月24日 光浄水場φ 600粍導水管耐震化工事 ¥297,000,000 ㈱畔蒜工務店

8月2日
作田川改修工事に伴うφ 600粍送水管移設工
事（その１）

¥162,000,000 庄司工業㈱

8月2日
光浄水場導水管及び光浄水場～八日市場配水
場間送水管耐震化工事（１工区）に伴う建物事
前調査業務委託

¥3,682,800 八紘測量開発㈱

8月2日
光浄水場～松尾配水場間送水管耐震化実施設
計業務委託（２工区）

¥10,800,000 日本水工設計㈱

8月2日 長柄浄水場（Ⅰ）着水井設備更新工事 ¥32,400,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

8月2日
長柄取水場（Ⅱ）取水ポンプ用電動機点検修理
工事

¥12,744,000 ㈱安川電機

8月20日 光取水口浚渫工事 ¥4,698,000 ㈱鈴木組

8月20日 光浄水場ポンプ設備修理工事 ¥17,280,000 ㈱中央設備

8月20日
光取水場接合井及び沈砂池汚泥収集運搬業務
委託

¥1,998,000 ㈱京葉興業

8月20日
光浄水場～松尾配水場間送水管耐震化実施設
計業務委託（１工区）

¥15,876,000 日本水工設計㈱

8月20日 東金浄水場薬品注入設備修理工事 ¥59,400,000 JFEアクアサービス機器㈱

8月20日
長柄浄水場（Ⅱ）次亜塩素酸ナトリウム貯留槽
更新工事

¥88,560,000 JFEアクアサービス機器㈱

8月23日 東金浄水場ポンプ設備修理工事 ¥30,240,000 冨田電機工業㈱

8月23日 東金浄水場ポンプ用電動機点検修理工事 不　　調 ―

8月23日 長柄浄水場（Ⅰ）排水排泥設備更新工事 ¥55,944,000 荏原実業㈱

8月23日 電話交換機の購入 ¥2,754,000 神田通信機㈱

9月6日 光浄水場場内整備工事 ¥19,872,000 秋葉建設㈱

9月6日 光取水場取水ポンプ井耐震補強工事 ¥9,180,000 浅岡建設㈱

9月6日 東金浄水場場内整備工事 ¥17,280,000 浅岡建設㈱
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9月6日
長柄浄水場系（Ⅰ）導水管φ ７００粍仕切弁設
置工事

¥20,790,000 関東天然瓦斯開発㈱

9月6日 光浄水場一般計装設備更新工事 ¥26,028,000 昱㈱

9月6日 光浄水場ＩＴＶ設備更新工事 ¥84,996,000 ㈱明電舎

9月6日 東金浄水場水質計装設備更新工事 ¥27,864,000 西川計測㈱

9月20日
東金浄水場管理本館結露に伴う実施設計業務
委託

¥6,270,000 ㈱ＮＪＳ

9月20日 光浄水場薬品沈澱池設備修理工事 ¥66,000,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

9月20日 東金浄水場排水池返送ポンプ更新工事 ¥73,700,000 荏原実業㈱

9月20日 東金浄水場ポンプ用電動機点検修理工事 ¥7,020,000 東芝インフラシステムズ㈱

9月20日 長柄取水場（Ⅰ）電気計装設備点検修理工事 ¥18,480,000 東芝インフラシステムズ㈱

9月20日 長柄浄水場受変電設備点検修理工事 ¥10,120,000 ㈱明電エンジニアリング

10月4日 光浄水場排水設備更新工事 ¥14,850,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

10月4日 東金浄水場排水池電動弁更新工事 ¥25,850,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

10月4日 東金浄水場２系薬品沈澱池構造物修理工事 ¥36,300,000 庄司工業㈱

10月18日 東金浄水場電気設備点検修理工事 ¥73,480,000 昱㈱

10月18日 光浄水場薬品注入設備修理工事 ¥52,800,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

10月18日 長柄浄水場薬品注入設備修理工事 ¥113,300,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

11月8日 光浄水場電気設備点検修理工事 ¥25,850,000 ㈱明電エンジニアリング

11月8日 東金浄水場水質計装設備点検修理工事 ¥3,630,000 西川計測㈱

11月8日
長柄浄水場（Ⅱ）薬品沈澱池フロキュレーター減
速機修理工事

¥11,000,000 荏原実業㈱

11月8日 長柄浄水場管路点検業務委託 ¥1,320,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

11月22日 長柄浄水場場内整備工事 ¥9,570,000 ㈱三枝組

11月22日 長柄浄水場空調設備更新工事 ¥9,790,000 東日総業㈱

11月22日 分光光度計点検業務委託 ¥594,000 ジーエルサイエンス㈱

12月5日 顕微鏡の購入 ¥2,640,000 三洋科学㈱

12月5日
ネットワーク構築事業用機器（パソコン等入れ替
え）賃貸借

¥470,000(税抜) 月 額 富士通リース㈱

1月7日 東金取水場活性炭注入設備改良工事 ¥207,460,000 ＪＦＥエンジニアリング㈱
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