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4月1日 硫酸（７５％）の購入 ¥37.00(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 ¥22.00(税抜)
１ kg

当 た り
広栄化学工業㈱

4月1日 次亜塩素酸ナトリウムの購入 ¥59.50(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 ¥183.90(税抜)
１ kg

当 た り
㈲松一商事

4月1日 長柄浄水場構内電話設備保守点検業務委託 ¥65,440(税抜) 月 額 神田通信機㈱

4月1日 水質検査業務委託 ¥17,127,000
一般財団法人

千葉県薬剤師会検査センター

4月1日 栗山川臭気物質検査業務委託 ¥858,000
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

¥715,000
一般財団法人

千葉県薬剤師会検査センター

4月16日 光天日乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 ¥20,500(税抜)
１ ト ン

当 た り
丸源起業㈱

4月16日 東金天日乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 ¥21,000(税抜)
１ ト ン

当 た り
丸源起業㈱

4月16日 長柄天日乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 ¥20,500(税抜)
１ ト ン

当 た り
丸源起業㈱

5月10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㈱

5月10日 東金天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥8,200(税抜)
１ ㎥

当 た り
東松建設㈱

5月10日 長柄天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥8,100(税抜)
１ ㎥

当 た り
㈱鈴木組

5月17日
光浄水場法面及び松尾加圧ポンプ場草刈業務
委託

¥2,530,000 ㈱翔和緑花建設

5月17日
東金取水場及び東金天日乾燥場草刈業務委
託

¥4,268,000 ㈱ダイカワ

5月17日
長柄浄水場及び天日乾燥場法面他草刈業務
委託

¥8,206,000 ㈲神代造園

5月17日 産業廃棄物最終処分場草刈業務委託 ¥3,718,000 ㈱ダイカワ

5月21日 光浄水場系自家用発電設備設置工事 ¥396,000,000 明電プラントシステムズ㈱

5月21日 東金浄水場系自家用発電設備設置工事 ¥800,800,000 昱㈱

6月7日
栗山川水管橋撤去に伴うφ４５０粍送水管推進
工事

¥344,993,000 片岡工業㈱

6月7日 長柄浄水場（Ⅰ）一般計装設備点検修理工事 ¥2,838,000 昱㈱

6月7日 長柄浄水場受変電設備点検修理工事 ¥12,100,000 ㈱明電エンジニアリング

6月7日
東金取水場活性炭注入棟耐震補強実施設計
業務委託

¥8,085,000 ㈱ＮＪＳ

6月14日 光浄水場一般計装設備点検修理工事 ¥3,828,000 昱㈱

6月14日 光浄水場急速ろ過池平底弁更新工事 ¥68,200,000 荏原実業㈱

6月14日 東金浄水場排水池汚泥引抜業務委託 ¥1,210,000 ㈱京葉興業

6月18日
長柄浄水場系（Ⅰ）（Ⅱ）導水管路耐震化基本
設計業務委託

¥17,270,000
中日本建設コンサルタン

ト㈱

6月18日
長柄浄水場～大沢配水場間送水管路耐震化
基本設計業務委託

¥22,220,000 ㈱ＮＪＳ
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6月29日 長柄（Ⅱ）天日乾燥場側溝グレーチングの購入 ¥1,045,000 ㈱根本

6月29日 光浄水場薬品沈澱池設備修理工事 ¥89,100,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

6月29日
光浄水場ＰＡＣ及び苛性ソーダ注入設備更新工
事

¥407,000,000
ＪＦＥエンジニアリング

㈱

6月29日 東金浄水場一般計装設備点検修理工事 ¥3,300,000 昱㈱

6月29日
光浄水場～松尾配水場間φ４５０粍送水管耐
震化工事（１工区）

¥271,700,000 古谷建設㈱

6月29日
光浄水場～松尾配水場間φ４５０粍送水管耐
震化工事（２工区）

¥232,100,000 庄司工業㈱

6月29日 光取水場内施設洪水対策設計業務委託 ¥7,095,000
㈱環境技研コンサルタン

ト

7月9日 光取水口浚渫工事 ¥4,895,000 ㈱八角工務店

7月9日
長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）汚泥中間濃縮装置修理
工事

¥53,350,000
オルガノプラントサービス

㈱

7月9日 薬用冷蔵ショーケースの購入 ¥1,133,000 三洋科学㈱

7月20日
光浄水場～八日市場配水場間（５工区）及び松
尾配水場間（２工区）送水管耐震化工事に伴う
建物事前調査業務委託

¥2,636,700 ㈱ウエスコ

7月20日
光浄水場～八日市場配水場間φ４５０粍送水
管耐震化工事（５工区）

¥149,600,000 古谷建設㈱

7月20日 東金浄水場排水排泥設備更新工事 ¥9,460,000 冨田電機工業㈱

7月20日 長柄浄水場(Ⅰ)１系薬品沈澱池設備修理工事 ¥101,200,000 荏原実業㈱

7月27日 光浄水場水質計装設備点検修理工事 ¥3,894,000 西川計測㈱

7月27日 東金浄水場薬品注入設備修理工事 ¥73,150,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

7月27日 長柄浄水場（Ⅰ）電気計装設備点検修理工事 ¥47,300,000 東芝インフラシステムズ㈱

7月27日 長柄浄水場（Ⅱ）送水ポンプ設備点検修理工事 ¥22,550,000 クボタ機工㈱

8月6日 水質試験室用実験台の購入 ¥2,618,000 三洋科学㈱

8月20日
長柄浄水場（Ⅰ）２系急速ろ過池設備点検修理
工事

¥32,450,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

9月8日
光取水場接合井及び沈砂池汚泥収集運搬業
務委託

¥2,365,000 ㈱京葉興業

9月8日 光浄水場場内電動弁更新工事 ¥22,000,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

9月8日 光浄水場場内整備工事 ¥17,930,000 秋葉建設㈱

9月8日 長柄浄水場薬品注入設備修理工事 ¥117,480,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

9月8日 業務用無線電話装置の購入 ¥6,600,000
㈱大崎コンピュータエンヂ

ニアリング

9月28日 公用車（軽トラック）の購入 ¥1,077,098
千葉三菱コルト自動車

販売㈱

9月28日 東金浄水場２系薬品沈澱池設備更新工事 ¥22,220,000 荏原実業㈱

9月28日 東金浄水場電気設備点検修理工事 ¥57,200,000 昱㈱

9月28日 長柄浄水場（Ⅰ）一般計装設備更新工事 ¥44,880,000 昱㈱

9月28日
長柄取水場（Ⅰ）直流電源及びミニUPS装置修
理工事

¥8,360,000 東芝インフラシステムズ㈱

9月28日 長柄浄水場場内整備工事 ¥11,880,000 ㈱三枝組

10月8日
光浄水場～八日市場配水場間φ４５０粍送水
管耐震化工事（４工区）その２

¥10,362,000 ㈱千代田組

10月8日 長柄(Ⅰ)天日乾燥場返送ポンプ更新工事 ¥10,175,000 昱㈱

10月8日 長柄浄水場管路点検業務委託 ¥1,595,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

10月8日 公営企業会計システムの賃貸借 不　　調 ―
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10月27日 公営企業会計システムの賃貸借 ¥77,500(税抜) 月 額 富士通リース㈱

11月9日 光浄水場薬品注入設備修理工事 ¥61,160,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

11月9日 東金浄水場硫酸注入設備更新工事 ¥330,330,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

11月9日 東金浄水場場内整備工事 ¥12,430,000 浅岡建設㈱

11月24日 東金浄水場水質計装設備点検修理工事 ¥4,840,000 西川計測㈱

12月7日 光浄水場排泥設備修理工事 ¥14,410,000 荏原実業㈱

12月7日 光浄水場電気設備点検修理工事 不　　調 ―
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