
本支社名 件名 契約計 契約相手方 合計

南部 水処理機械設備修繕 ¥212,402,300 水ingエンジニアリング㈱ 83

南部 幹線２，３汚水ポンプ電気設備改築工事 ¥78,100,000 富士古川E&C（株） 83

南部 3-1,3-2,3-3号送風機制御装置修繕 ¥34,650,000 川崎重工業（株） 82

南部 第2再処理設備修繕 ¥78,650,000 （株）日立プラントサービス 80

南部 三崎・鴨川・荒川ポンプ場沈砂池設備修繕 ¥144,870,000 （株）日立プラントサービス 82

南部 電気設備修繕 ¥52,800,000 メタウォーター（株） 83

南部 鴨川中継ポンプ場自家発電設備修繕 ¥117,700,000 三菱プラントエンジニアリング（株） 85

南部 水処理汚泥ポンプ等修繕 ¥231,000,000 ＪＦＥエンジニアリング（株） 78

南部 準幹線4号ポンプ等修繕 ¥208,194,800 （株）荏原製作所 79

南部 沈砂池機械設備修繕 ¥128,290,800 日立プラントサービス（株） 81

南部 計装電気設備改築工事 ¥110,761,200 メタウォーター（株） 80

南部 中継ポンプ場無停電電源装置改築工事 ¥88,539,000 三位電気（株） 81

南部 6号遠心濃縮機等修繕 ¥93,060,000 日立造船（株） 78

南部 汚泥焼却炉修繕 ¥505,428,000 メタウォーター（株） 80

南部 日進・南部・芝中継ポンプ場沈砂池設備修繕 ¥90,200,000 (株)前澤エンジにリングサービス 81

南部 自家発電設備修繕 ¥76,305,900 東芝インフラシステムズ（株） 77

南部 三崎中継ポンプ場高段3号汚水ポンプ修繕 ¥19,140,000 （株）鶴見製作所 81

南部 2号遠心脱水機修繕 ¥218,950,600 （株）三機環境サービス 82

南部 南部中継ポンプ場シーケンサ改築工事 ¥46,750,000 （株）エス・アイ・シー 82

南部 鴨川幹線ほか流量計等改築工事 ¥50,105,000 横河ソリューションサービス(株) 80

南部 スクリュープレス脱水機補機等修繕 ¥15,187,700 月島機械（株） 81

南部 さいたま新都心浄化プラント機械設備修繕 ¥6,297,500 水ingエンジニアリング（株） 80

北部 管理本館電気室ほか直流電源装置修繕 ¥16,940,000 昱株式会社 82

北部 脱水設備等修繕 ¥175,452,200 月島テクノメンテサービス（株） 82

北部 水処理機械設備修繕 ¥42,586,500 （株）日立プラントサービス 80

北部 焼却炉修繕 ¥214,749,700 メタウォーター（株） 80

北部 鴻巣中継ポンプ場3号汚水ポンプ修繕 ¥42,807,600 昱株式会社 81

北部 4号マイクロストレーナ―修繕 ¥29,150,000 (株)神鋼環境ソリューション 81

北部 1系水処理終沈汚泥海面計改築工事 ¥11,770,000 昱(株) 82

北部 汚泥処理電気設備改築工事 ¥53,900,000 昱(株) 82

北部 汚泥処理棟消防設備ほか改築工事 ¥31,680,000 藤岡防災設備(株) 80

右岸 15号遠心脱水設備等修繕 ¥345,447,300 月島テクノメンテサービス（株） 74

右岸 3号焼却炉伝送装置修繕 ¥121,000,000 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 81

右岸 No.6細目自動除塵機修繕 ¥20,570,000 (株)前澤エンジニアリング 80

右岸 直流電源装置改築工事 ¥15,526,500 （株）電成社 82

右岸 焼却炉設備修繕 ¥422,878,500 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ 83

右岸 4系1・2号池汚泥掻寄機等修繕 ¥363,000,000 (株)前澤エンジニアリング 78

右岸 水処理ポンプ設備等修繕 ¥105,805,700 ＪＦＥエンジニアリング（株） 81

右岸 沈砂池機械設備修繕 ¥97,665,700 (株)前澤エンジニアリング 82

右岸 自家発電設備等修繕 ¥104,500,000 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 82

右岸 2-2回転加圧脱水機機械設備等修繕 ¥93,500,000 三機環境サービス(株) 81

右岸 水処理計装設備改築工事 ¥170,500,000 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 81

右岸 しさ破砕機修繕(川島南中継） ¥21,560,000 (株)日立プラントサービス 79

右岸 汚泥貯留棟建築電気設備等修繕 ¥28,405,300 (株)電成社 80

右岸 井水給水設備改築工事（富士見中継） ¥24,200,000 （株）細田管工 83

右岸 水処理監視カメラ修繕 ¥18,920,000 (株)電成社 81

右岸 降雨情報システム改築工事 ¥31,900,000 東芝システムズ(株) 80

右岸 ５系水処理電気室空調機改築工事 ¥23,540,000 イチコー工業(株) 79

中川 焼却炉設備修繕 ¥464,336,400 月島ﾃｸﾉメンテサービス（株） 82

中川 脱水機設備修繕 ¥407,000,000 月島ﾃｸﾉメンテサービス（株） 79

中川 遠心濃縮設備修繕 ¥210,100,000 月島ﾃｸﾉメンテサービス（株） 81

中川 1号砂ろ過揚水ポンプ修繕 ¥11,725,560 昱（株） 79

中川 2号汚泥濃縮機インバータ盤修繕 ¥11,101,200 （株）日立プラントサービス 82

中川 水処理機械設備修繕 ¥290,250,400 （株）日立プラントサービス 79

中川 水処理ポンプ修繕 ¥297,358,600 （株）日立プラントサービス 82

中川 沈砂池機械設備修繕 ¥127,506,500 (株)前澤エンジニアリングサービス 82

中川 5号汚水ポンプ修繕 ¥238,307,300 昱（株） 79

中川 汚泥調整槽設備修繕 ¥78,100,000 メタウォーターサービス(株) 81

中川 汚泥処理電気設備修繕 ¥70,400,000 東芝インフラシステムズ(株) 80

中川 水処理電気設備改築工事 ¥270,356,900 東芝インフラシステムズ(株) 82

中川 管渠流量計改築工事 ¥59,400,000 横河ソリューションサービス(株) 81

古利根川 焼却炉設備修繕 ¥114,409,900 月島テクノメンテサービス（株） 81

古利根川 清久中継ポンプ場１号除塵機修繕 ¥16,280,000 水ingエンジニアリング（株） 81

古利根川 計装設備改築工事 ¥54,450,000 メタウォーター（株） 81

古利根川 古久喜中継ポンプ場流入渠水位計他改築工事 ¥11,550,000 横河ソリューションサービス(株) 80

古利根川 脱水設備等修繕 ¥60,500,000 住重エンバイロメント(株) 82

古利根川 水処理ポンプ設備修繕 ¥35,200,000 住重エンバイロメント(株) 81

令和２年度実施　修繕・工事成績評定一覧　　　件数　67件


