
※単価契約については消費税抜き価格で掲載しています。

入 札 日 落 札 業 者

4/2 ¥77,700 月 額 ㈱アーバンコーポレーション

4/2 ¥81,900 月 額 ㈱アーバンコーポレーション

4/2 ¥105,000 月 額 ㈱アーバンコーポレーション

4/2 ¥840,000 年 額 和合エンジニアリング㈱

4/2 ¥861,000 年 額 ㈶千葉県薬剤師会検査センター

4/3 ¥25.50(税抜) 1kg 当 り 綜合商事㈱

4/3 ¥28.00(税抜) 1kg 当 り 金剛薬品㈱

4/3 ¥61.00(税抜) 1kg 当 り 大和化成㈱

4/3 ¥435.00(税抜) 1kg 当 り 綜合商事㈱

4/27 ¥1,890,000 年 額 ㈱技研基礎

5/29 ¥3,465,000 ㈱三枝組

5/29 ¥1,470,000 ㈱ダイカワ

5/29 ¥3,412,500 ㈱ダイカワ

5/29 ¥2,205,000 ㈱ダイカワ

5/29 ¥5,800(税抜)
１検体あた

り
㈶千葉県薬剤師会検査センター

5/29 ¥2,992,500 ㈱日水コン

6/15 ¥1,134,000 トヨタカローラ千葉㈱

6/22 ¥18,795,000 昱㈱

6/22 ¥3,570,000 ㈱東芝

6/22 ¥19,950,000 冨田電機工業㈱

7/5 ¥3,045,000 シンフォニアエンジニアリング㈱

7/12 ¥7,140,000 ㈱東京設計事務所

7/12 ¥12,600,000 日本水工設計㈱

工 事 名 称 等

平成２４年度　入札結果（公表用）

東金取水・送水ポンプ及び場内給水設備修理工事

長柄浄水場自家発電設備点検修理工事

光浄水場浄水池耐震補強実施設計業務委託

東金浄水場系御堂法水管橋更新に伴う実施設計業務委託

産業廃棄物最終処分場草刈り業務委託

放射性物質測定業務委託

九十九里地域水道企業団水安全計画策定業務委託

公用車の購入

東金取水場電気設備点検修理工事

水道用ポリ塩化アルミニウム購入

水道用硫酸(75％)購入

光浄水場管理本館清掃業務委託

東金浄水場管理本館清掃業務委託

長柄浄水場管理棟及び取水場清掃業務委託

水質検査実施に伴う採水補助業務委託

産業廃棄物最終処分場維持管理検査業務委託

東金浄水場1号送水ポンプ用電動機点検修理工事

水道用次亜塩素酸ナトリウム購入

水道用粉末活性炭(ドライタイプ)購入

新庁舎建設に伴う地質調査業務委託

長柄浄水場及び天日乾燥場法面草刈り業務委託

光浄水場法面及び松尾加圧ポンプ場草刈業務委託

東金取水場及び天日乾燥場草刈り業務委託

平成２５年　５月２１日

落札額（税込み）



※単価契約については消費税抜き価格で掲載しています。

入 札 日 落 札 業 者工 事 名 称 等 落札額（税込み）

7/12 ¥7,875,000 ㈱前澤エンジニアリングサービス

7/12 ¥6,510,000 昱㈱

7/12 ¥6,825,000 昱㈱

7/13 ¥9,500(税抜) １トン当り ㈱畔蒜工務店

7/13 ¥7,700(税抜) １トン当り ㈱鈴木組

7/18 ¥4,042,500 ㈱日水コン

7/20 ¥4,137,000 西川計測㈱

7/20 ¥22,575,000 昱㈱

7/20 ¥18,900,000 ㈱前澤エンジニアリングサービス

7/30 ¥9,135,000 小見川建設㈱

7/30 ¥8,610,000 ㈱前澤エンジニアリングサービス

8/9 ¥9,450,000 荏原実業㈱

8/9 ¥12,075,000 ㈱中央設備

8/9 ¥5,460,000 ㈱サンエイロテック

8/20 ¥18,375,000 昱㈱

8/20 ¥8,820,000 ㈱東洋設計

8/20 ¥32,025,000 磯村豊水機工㈱

8/31 ¥8,820,000 ㈱畔蒜工務店

8/31 ¥33,600,000 石井建設㈱

8/31 ¥57,225,000 昱㈱

8/31 不調 ―

9/10 ¥14,700,000 荏原実業㈱

9/10 ¥22,050,000 オルガノプラントサービス㈱

9/14 ¥77,175,000 磯村豊水機工㈱

9/14 ¥126,000,000 昱㈱

東金浄水場２系薬品沈澱池フロキュレーター修理工事

長柄浄水場(Ⅰ)(Ⅱ)汚泥中間濃縮装置修理工事

光浄水場薬品注入設備更新工事

東金浄水場１系ろ過池他電気設備更新工事

東金浄水場場内照明設備改修工事

東金浄水場成東系φ６００粍送水管移設工事に伴う実施設計業務委託

東金浄水場薬品注入設備修理工事

栗山川水管橋落橋防止装置設置工事

東金天日乾燥床修理工事

東金浄水場系遠方監視制御装置及び一般計装設備更新工事

長柄浄水場場内電動弁修理工事

東金浄水場場内整備工事

光浄水場系導送水管路空気弁修理工事

東金浄水場１系急速ろ過池設備修理工事

光取水場及び浄水場ポンプ設備修理工事

光浄水場系導送水管路仕切弁塗装工事

長柄取水場(Ⅱ)及び茂原調整池電気・計装設備修理工事

光取水場場内電動弁修理工事

光浄水場一般計装設備点検修理工事

東金浄水場一般計装設備点検修理工事

光天日乾燥汚泥収集運搬業務委託(1回目)

東金天日乾燥汚泥収集運搬業務委託(2回目)

自家発電設備基本計画策定業務委託

長柄浄水場水質計装設備点検修理工事

光浄水場場内照明設備修理工事



※単価契約については消費税抜き価格で掲載しています。

入 札 日 落 札 業 者工 事 名 称 等 落札額（税込み）

9/14 ¥4,987,500 昱㈱

9/28 ¥1,417,500 ㈱根本

9/28 ¥7,700(税抜) １トン当り ㈱鈴木組

10/16 ¥8,400,000 ㈱千町村建築研究所

10/16 ¥6,825,000 日本上下水道設計㈱

10/16 ¥24,675,000 日本水工設計㈱

10/16 ¥24,255,000 西川計測㈱

10/16 ¥13,860,000 西川計測㈱

11/9 ¥4,800(税抜) １トン当り ㈱鈴木組

11/9 ¥9,500(税抜) １トン当り ㈱畔蒜工務店

11/12 ¥23,079,000 伊藤仁塗装㈱

11/12 ¥10,500,000 ㈱八光電気工業

11/27 ¥2,194,500 西川計測㈱

11/27 ¥18,690,000 ㈱東芝

11/27 ¥11,025,000 磯村豊水機工㈱

11/27 ¥2,940,000 ㈱明電舎

11/27 ¥5,250,000 ㈱八光電気工業

11/27 ¥17,850,000 ㈱明電舎

12/11 ¥35,700,000 ㈱前澤エンジニアリングサービス

12/11 ¥2,572,500 高松工業㈱

12/11 ¥13,125,000 ㈱前澤エンジニアリングサービス

12/21 ¥5,691,000 秋葉建設㈱

12/21 ¥2,887,500 昱㈱

12/21 ¥44,100,000 磯村豊水機工㈱

1/9 ¥13,335,000 ㈱東芝

東金天日乾燥汚泥収集運搬業務委託（３回目）

新庁舎建設に伴う設計業務委託

東金取水場無停電装置蓄電池更新工事

マンホール鉄蓋及び鋳鉄管用フクロジョイント購入

東金浄水場浄水池耐震補強実施設計業務委託

長柄浄水場(Ⅱ)導水及び浄水施設耐震補強実施設計業務委託

東金浄水場水質計装設備点検修理工事

長柄浄水場電気計装設備点検修理工事

光浄水場薬品注入設備修理工事

長柄浄水場受変電設備点検修理工事

光浄水場水質計装設備更新工事

東金浄水場水質計装設備更新工事

長柄天日乾燥汚泥収集運搬業務委託（１回目）

光天日乾燥汚泥収集運搬業務委託（２回目）

長柄取水場（Ⅰ）外壁塗装及び屋上防水工事

光浄水場場内整備工事

光浄水場一般計装設備更新工事

長柄浄水場及び取水場薬品注入設備修理工事

長柄浄水場中央監視設備修理工事

光浄水場場内照明設備修理工事

光浄水場電気設備点検修理工事

光浄水場場内電動弁更新工事

東金浄水場１系薬品沈澱池歩廊設置工事

長柄浄水場（Ⅰ）２系薬品沈澱池フロキュレーター
駆動部改良工事

長柄浄水場場内照明設備修理工事



※単価契約については消費税抜き価格で掲載しています。

入 札 日 落 札 業 者工 事 名 称 等 落札額（税込み）

1/28 ¥2,310,000 ㈲加瀬建設

1/28 ¥1,323,000 ㈱京葉興業

1/28 ¥2,520,000 ㈱安川電機

2/12 ¥8,300(税抜) ㈱鈴木組東金天日乾燥汚泥収集運搬業務委託（４回目）

光取水場接合井及び沈砂池汚泥収集・運搬業務委託

長柄取水場(Ⅱ)自家発電設備点検修理工事

光取水口浚渫業務委託
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