
一般競争入札結果 令和４年度

入札結果 予定価格 落札金額

決定日時 始　期 終　期 名　　　　称 住　所 (単位：円/税抜) (単位：円/税抜)

第040307号 令和4年7月14日
峡東浄化センター
No.1-4終沈汚泥掻寄機外修繕

峡東浄化センター 令和4年7月25日 令和5年3月24日
水ingエンジニアリング㈱
横浜営業所

神奈川県
横浜市 70,903,000\ 69,500,000\ 機械 修繕

第040308号 令和4年7月14日
釜無川浄化センター外
情報処理計装設備修繕

釜無川浄化センター、
韮崎第３ポンプ場

令和4年7月25日 令和5年3月24日
㈱明電エンジニアリング
山梨営業所

甲府市 21,101,000\ 20,500,000\ 電気 修繕

第040309号 令和4年7月20日 双葉ポンプ場汚水ポンプ修繕 双葉ポンプ場 令和4年7月25日 令和5年3月24日 ㈱荏原製作所 東京支社
東京都
大田区 7,946,000\   7,900,000\   機械 修繕

第040310号 令和4年7月14日
足和田中継ポンプ場
No.2汚水ポンプ分解点検

足和田中継ポンプ場 令和4年7月25日 令和5年3月24日 ㈱鶴見製作所 東京本社
東京都
台東区 4,147,000\   3,250,000\   機械 分解点検

第040311号 令和4年7月14日
釜無川浄化センター
No.2遠心濃縮機分解点検

釜無川浄化センター 令和4年7月25日 令和5年3月24日
水ingエンジニアリング㈱
横浜営業所

神奈川県
横浜市 30,248,000\ 28,000,000\ 機械 分解点検

第040312号 令和4年7月14日
釜無川浄化センター
水中機械曝気機分解点検

釜無川浄化センター 令和4年7月25日 令和5年3月24日
新明和アクアテクサービス㈱
関東センター

神奈川県
横浜市 19,883,000\ 19,500,000\ 機械 分解点検

第040313号 令和4年7月20日
敷島ポンプ場
No.2-1汚水ポンプ分解点検

敷島ポンプ場 令和4年7月25日 令和5年3月24日 ㈱荏原製作所 東京支社
東京都
台東区 7,727,000\   7,700,000\   機械 分解点検

第040314号 （不調）
川合中継ポンプ場
汚水ポンプ分解点検

川合中継ポンプ場 令和4年7月25日 令和5年3月24日 － － － － 機械 分解点検

第040315号 令和4年7月27日
川合中継ポンプ場
汚水ポンプ分解点検

川合中継ポンプ場 令和4年8月4日 令和5年3月24日 ㈱荏原製作所 東京支社
東京都
台東区 23,944,000\ 18,100,000\ 機械 分解点検

第040316号 令和4年8月9日
富士北麓浄化センター
No.1自家発電機分解点検

富士北麓浄化センター 令和4年8月18日 令和5年3月24日
㈱明電エンジニアリング
山梨営業所

甲府市 16,049,000\ 14,500,000\ 電気 分解点検

第040317号 令和4年8月9日
西広門田マンホールポンプ
分解点検

西広門田
マンホールポンプ

令和4年8月18日 令和5年3月24日 電業社工事㈱
静岡県
三島市 8,598,000\   8,500,000\   機械 分解点検

第040318号 令和4年8月9日
韮崎第１ポンプ場
情報処理計装設備修繕

韮崎第１ポンプ場 令和4年8月18日 令和5年3月24日
横河ソリューションサービ
ス㈱ 環境システム本部

東京都
武蔵野市 8,023,000\   6,000,000\   電気 修繕

第040319号 （不調）
釜無川浄化センター
No.3終沈汚泥掻寄機修繕

釜無川浄化センター 令和4年8月18日 令和5年2月24日 － － － － 機械 修繕

概　要契約番号 修繕名 種別修繕場所
落札者工　　　　　　期
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第040320号 令和4年8月9日
桂川清流センター
No.3脱水ケーキ搬出機分解点検

桂川清流センター 令和4年8月18日 令和5年3月24日
月島テクノメンテサービス
㈱ 東京支社東日本営業部

東京都
江東区 23,315,000\ 20,000,000\ 機械 分解点検

第040321号 令和4年8月9日
富士北麓浄化センター
No.1-2反応タンク機械式散気装置
分解点検

富士北麓浄化センター 令和4年8月18日 令和5年3月24日
住友重機械エンバイロメン
ト㈱

東京都
品川区 13,145,000\ 12,800,000\ 機械 分解点検

第040322号 令和4年8月9日
峡東浄化センター
No.3脱水機分解点検

峡東浄化センター 令和4年8月18日 令和5年2月28日
月島テクノメンテサービス
㈱ 東京支社東日本営業部

東京都
江東区

5,171,000\   4,950,000\   機械 分解点検

第040323号 令和4年8月9日
釜無川浄化センター
No.2-1送風機分解点検

釜無川浄化センター 令和4年8月18日 令和5年3月24日 ㈱荏原製作所 東京支社
東京都
大田区 15,046,000\ 12,000,000\ 機械 分解点検

第040326号 令和4年9月8日
韮崎第2及び韮崎第3ポンプ場
自家発電機分解点検

韮崎第2ポンプ場、
韮崎第3ポンプ場

令和4年9月16日 令和5年3月24日
㈱明電エンジニアリング
山梨営業所

甲府市 19,372,000\ 18,500,000\ 電気 分解点検

第040329号 令和4年9月8日
釜無川浄化センター
No.3終沈汚泥掻寄機修繕

釜無川浄化センター 令和4年9月16日 令和5年3月24日
㈱ウォーターエージェン
シー

東京都
新宿区 21,232,000\ 17,800,000\ 機械 修繕
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