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3月23日 硫酸（７５％）の購入 ¥38.00(税抜)
１ kg

当 た り
丸十薬品㈱

3月23日 ポリ塩化アルミニウムの購入 ¥26.00(税抜)
１ kg

当 た り
広栄化学工業㈱

3月23日 次亜塩素酸ナトリウムの購入 不　　調

3月23日 粉末活性炭（ドライ）の購入 ¥245.00(税抜)
１ kg

当 た り
㈲松一商事

3月23日 水質検査業務委託 ¥17,050,000
（一財）

千葉県薬剤師会検査センター

3月23日 光浄水場警備業務委託 ¥245,000(税抜) 月 額 ㈱アイワ警備保障

3月23日 東金浄水場警備業務委託 ¥245,000(税抜) 月 額 ㈱アイワ警備保障

3月23日 長柄浄水場警備業務委託 ¥245,000(税抜) 月 額 ㈱アイワ警備保障

3月23日 光浄水場構内電話設備保守点検業務委託 不　　調

3月23日 東金浄水場構内電話設備保守点検業務委託 不　　調

3月23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㈱

3月29日 産業廃棄物最終処分場維持管理検査業務委託 ¥715,000
（一財）

千葉県薬剤師会検査センター

3月29日 栗山川臭気物質検査業務委託 ¥915,200
（一財）

千葉県薬剤師会検査センター

3月29日 ガスクロマトグラフ－質量分析計保守業務委託 ¥2,813,800 三洋科学㈱

3月29日 誘導結合プラズマ－質量分析計点検業務委託 ¥2,673,000 ㈱テクノサイエンス

3月29日 光浄水場管理本館清掃業務委託 ¥83,000(税抜) 月 額 ㈱エイド

3月29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

3月29日 長柄浄水場清掃業務委託 ¥100,000(税抜) 月 額 ㈱エイド

3月29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㈱

3月29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㈱

3月29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㈱

4月26日 光浄水場構内電話設備保守点検業務委託 ¥23,600(税抜) 月 額 ㈱ミライト

4月26日 東金浄水場構内電話設備保守点検業務委託 ¥15,000(税抜) 月 額 宮川電気通信工業㈱

4月26日
長柄浄水場自家発電設備ガスタービンエンジン
更新工事

¥99,550,000
シンフォニアエンジニアリン

グ㈱

4月26日 次亜塩素酸ナトリウムの購入 ¥64.50(税抜)
１ kg

当 た り
大和化成㈱

5月30日 光天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥9,000 1㎥あたり 丸源起業㈱

5月30日 東金天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥8,500 1㎥あたり 東松建設㈱
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5月30日 長柄天日乾燥床洗砂搬入敷き均し業務委託 ¥8,400 1㎥あたり ㈱鈴木組

5月30日 産業廃棄物最終処分場草刈業務委託 ¥3,740,000 ㈱ダイカワ

5月30日
光浄水場法面及び松尾加圧ポンプ場草刈業務
委託

¥2,640,000 ㈱翔和緑花建設

5月30日 東金取水場及び東金天日乾燥場草刈業務委託 ¥4,235,000 ㈱ダイカワ

5月30日
長柄浄水場及び天日乾燥場法面他草刈業務委
託

¥6,160,000 ㈱緑川組

6月14日 光浄水場一般計装設備点検修理工事 ¥9,350,000 昱㈱

6月14日
長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）汚泥中間濃縮装置修理工
事

¥48,510,000 オルガノプラントサービス㈱

6月14日 東金浄水場排泥池２・３号耐震補強工事 ¥45,650,000 浅岡建設㈱

6月14日
長柄浄水場～真名配水場間送水管路耐震化基
本設計業務委託

不　　調

6月14日
光浄水場～八日市場配水場間送水管（旧ルー
ト）撤去実施設計業務委託

¥11,715,000 ㈱環境技研コンサルタント

6月28日 光浄水場水質計装設備点検修理工事 ¥2,585,000 西川計測㈱

6月28日 東金浄水場一般計装設備点検修理工事 ¥17,490,000 昱㈱

6月28日 長柄取水場（Ⅰ）電気計装設備点検修理工事 ¥61,600,000 東芝インフラシステムズ㈱

6月28日 長柄取水場（Ⅱ）電気計装設備点検修理工事 ¥26,620,000 昱㈱

6月28日
長柄浄水場（Ⅰ）１系薬品沈澱池及び急速ろ過
池電動弁更新工事

¥46,750,000 荏原実業㈱

6月28日
東金浄水場～大網配水場間送水管耐震化実施
設計業務委託

¥10,010,000 ㈱環境技研コンサルタント

6月28日
長柄浄水場（Ⅰ）浄水施設耐震補強実施設計業
務委託（その１）

¥62,260,000 日本水工設計㈱

7月11日 光取水口浚渫工事 ¥4,785,000 ㈱八角工務店

7月11日 光浄水場排泥池No.１シックナー修理工事 ¥2,090,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

7月11日 光取水場２号取水ポンプ更新工事 ¥42,900,000 ㈱中央設備

7月11日 長柄浄水場水質計装設備点検修理工事 ¥10,230,000 西川計測㈱

7月26日 光浄水場ポンプ設備修理工事 ¥34,100,000 ㈱中央設備

7月26日 東金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㈱

7月26日 東金浄水場場内整備工事 ¥6,930,000 浅岡建設㈱

7月26日 濁度・色度計の購入 ¥4,950,000 三洋科学㈱

8月9日 光取水場浸水対策工事 不　　調

8月9日 光浄水場水質計装設備更新工事（その１） ¥104,170,000 西川計測㈱
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8月9日 東金取水場電気設備点検修理工事 ¥20,790,000 昱㈱

8月9日 成東配水場設備撤去工事 ¥2,860,000 アクティス㈱

8月9日 東金浄水場管理本館結露対策工事 ¥8,580,000 東日総業㈱

8月9日 東金浄水場２系薬品沈澱池設備更新工事 ¥132,000,000 荏原実業㈱

8月9日 光浄水場薬品沈澱池耐震補強工事（その４） ¥66,506,000 東海建設㈱

8月9日
光浄水場～松尾配水場間φ450粍送水管耐震
化工事（１工区）その２

¥234,300,000 古谷建設㈱

8月25日
光取水場接合井及び沈砂池汚泥収集運搬業務
委託

¥2,585,000 ㈱京葉興業

8月25日 光浄水場電気設備点検修理工事 ¥25,300,000 ㈱明電エンジニアリング

8月25日 長柄浄水場薬品注入設備修理工事 ¥213,950,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

8月25日 東金浄水場２系浄水池耐震補強工事 ¥12,100,000 浅岡建設㈱

8月30日 光取水場浸水対策工事 ¥44,440,000 鈴木土建㈱

9月13日 光浄水場会議室及び急速ろ過池防水塗装工事 ¥9,108,000 ㈱カイホ

9月13日 東金浄水場ポンプ設備修理工事 ¥20,350,000 冨田電機工業㈱

9月13日 東金浄水場電気設備更新工事 ¥1,812,800,000 昱㈱

9月13日
東金浄水場系送水管仕切弁設置実施設計業務
委託

¥20,625,000
㈱環境技研コンサルタン

ト

9月30日 光浄水場薬品注入設備修理工事 ¥31,460,000
ＪＦＥアクアサービス機

器㈱

9月30日 光浄水場薬品沈澱池汚泥掻寄機修理工事 ¥30,800,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

9月30日 長柄浄水場管路点検業務委託 ¥2,090,000
㈱前澤エンジニアリング

サービス

9月30日 長柄浄水場（Ⅱ）送水ポンプ設備点検修理工事 ¥14,080,000
クボタ環境エンジニアリン

グ㈱

9月30日 東金浄水場水質計装設備点検修理工事 ¥4,972,000 西川計測㈱

9月30日
ネットワーク構築事業用機器（サーバ機器等及
びデータバックアップシステム更改）賃貸借

¥423,500(税抜) 月 額 FLCS㈱

10月13日
光浄水場中央監視制御設備更新に伴う実施設
計業務委託

¥13,200,000 ㈱日水コン

10月13日 東金浄水場ポンプ用電動機点検修理工事 ¥9,350,000 東芝インフラシステムズ㈱

10月13日
光浄水場～松尾配水場間φ450粍送水管耐震
化工事（２工区）その２

¥42,130,000 ㈱八角工務店

11月7日 東金取水場沈砂池汚泥収集運搬業務委託 ¥4,455,000 ㈱京葉興業

11月17日 純水・超純水製造装置の購入 ¥4,378,000 ㈱テクノサイエンス

12月2日 長柄浄水場(Ⅰ）擁壁（法面）安定解析業務委託 ¥3,520,000 日本水工設計㈱
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