
令和元年度発注予定工事概要

No. 工事名 工事場所 工期 工種 工事概要 契約方法 発注予定時期

1
相模原浄水場排泥池・排水
池耐震補強工事（その１）

相模原市南区 10ヶ月 土木一式
相模原排泥池・排水池№１の耐
震補強

一般競争 第1四半期

2
西谷給水地点等無停電電
源装置更新工事

横浜市保土ヶ谷
区他

11ヶ月 電気
西谷・川井・太田和給水地点の
無停電電源装置の更新

一般競争 第1四半期

3
矢指調整池入口残留塩素
計等更新工事

横浜市旭区 8ヶ月 電気
矢指調整池・金沢・久木給水地
点の無試薬式残留塩素計の更
新他

一般競争 第1四半期

4
小雀ポンプ場自家用発電
機設備修繕工事

横浜市戸塚区 7ヶ月 機械器具
小雀ポンプ場の自家発用発電機
設備の部品交換

一般競争 第1四半期

5
本庁舎管理棟無停電電源
装置修繕工事

横浜市旭区 5ヶ月 電気
本庁舎管理棟の無停電電源装
置の蓄電池、電磁接触器及び冷
却ファンの交換

一般競争 第1四半期

6
矢指小水力発電設備修繕
工事

横浜市旭区 7ヶ月 電気
矢指小水力発電機の分解点検
及び部品交換

一般競争 第1四半期

7
西長沢浄水場３ブロックろ
過池１号池他流入及び排
水サイフォン更新工事

川崎市宮前区 20ヶ月 機械器具
老朽化したろ過池流入及び排水
サイフォン等の更新
ろ過池１２池分

一般競争 第1四半期

8
西長沢浄水場PAC貯蔵槽
液位計改良工事

川崎市宮前区 5ヶ月 機械器具 老朽化した液位計３台の更新 一般競争 第1四半期

9
西長沢浄水場ろ過池副管
廊１照明設備改良工事

川崎市宮前区 6ヶ月 電気
ろ過池副管廊内の老朽化した照
明器具等の更新

一般競争 第1四半期

10
西長沢浄水場追加次亜設
備無停電電源装置改良工
事

川崎市宮前区 8ヶ月 電気
追加次亜注入設備に無停電電
源装置の設置を行う

一般競争 第1四半期

11
西長沢浄水場沈でん池排
泥渠上部転落防止柵設置
工事

川崎市宮前区 6ヶ月 鋼構造
安全対策として排泥渠通路に転
落防止用柵の設置

一般競争 第1四半期

12
西長沢浄水場排水処理本
館等空調設備更新工事

川崎市宮前区 7ヶ月 管 老朽化した空調設備の更新等 一般競争 第1四半期

13
牛久保給水地点等電磁流
量計変換器修繕工事

横浜市都筑区他 7ヶ月 電気
老朽化した電磁流量計変換器の
修繕等

一般競争 第1四半期

14
西長沢浄水場排水処理二
次濃縮装置修繕工事

川崎市宮前区 8ヶ月 機械器具
ろ過濃縮設備整備工　ろ布交換
60枚、スラッジ貯留槽攪拌機整
備工、空気圧縮機整備工　他

随意契約 第1四半期

15
西長沢浄水場非常用発電
設備修繕工事

川崎市宮前区 5ヶ月 電気
ガスタービンエンジンの劣化部品
の交換及び精密点検

随意契約 第1四半期

16
西長沢浄水場沈でん池クラ
リファイヤーストライカー修
繕工事

川崎市宮前区 7ヶ月 機械器具
クラリファイヤーストライカーの基
礎部修繕及び部品交換を行う

一般競争 第1四半期

17
西長沢浄水場酸注入電気
設備修繕工事

川崎市宮前区 7ヶ月 電気
無停電電源装置、直流入力変換
器、電源モジュール他の劣化部
品の交換及び機器の点検

随意契約 第1四半期

18
保木調整池流出バタフライ
弁電動駆動装置修繕工事

横浜市青葉区 6ヶ月 機械器具
老朽化した電動駆動装置の交換
修繕　他

一般競争 第1四半期

19
相模原ポンプ場等直流電
源装置修繕工事

相模原市南区 5ヶ月 電気
相模原ポンプ場及び排水処理施
設における直流電源装置劣化部
品の交換、畜電池の測定試験

一般競争 第1四半期

20
相模原浄水場第1ブロック
沈でん池フロキュレーター
等減速機修繕工事

相模原市南区 8ヶ月 機械器具 減速機及び電動機の分解修繕 一般競争 第1四半期

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時
　 見直しを行います。
　 随時の見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。 1
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21
相模原浄水場排水処理排
泥池2号駆動装置修繕工事

相模原市南区 8ヶ月 機械器具
掻寄機駆動装置の工場修理によ
る分解点検

一般競争 第1四半期

22
相模原浄水場送水ポンプ1
号吐出弁等駆動装置修繕
工事

相模原市南区 7ヶ月 機械器具
電動弁駆動装置の分解点検及
び部品交換、現場塗装

一般競争 第1四半期

23
相模原ポンプ場導水ポンプ
2号用電動機修繕工事

相模原市南区 10ヶ月 電気 電動機の分解点検、試験・測定 随意契約 第1四半期

24
相模原浄水場淵野辺ポン
プ1号用液体抵抗器修繕工
事

相模原市南区 9ヶ月 電気
淵野辺ポンプ1号用液体抵抗器
の分解修繕、劣化部品の交換

随意契約 第1四半期

25
伊勢原浄水場活性炭注入
設備№２定量供給機等修
繕工事

伊勢原市日向 6ヵ月 機械器具
定量供給機及び注入ポンプの分
解整備

随意契約 第1四半期

26
伊勢原浄水場沈でん池２－
１号池等排泥弁修繕工事

伊勢原市日向 8ヵ月 機械器具
老朽化した沈でん池排泥弁の劣
化部品の交換

一般競争 第1四半期

27
伊勢原浄水場沈でん池２－
１号池機器修繕工事

伊勢原市日向 7ヵ月 機械器具
フロキュレーター及びクラリファイ
ヤー等の修繕及び交換

一般競争 第1四半期

28
伊勢原浄水場排泥池機械
設備修繕工事

伊勢原市日向 7ヵ月 機械器具
減速機、引抜ポンプ、バルブコン
トローラの交換及び整備

一般競争 第1四半期

29
伊勢原浄水場ろ過池２－１
号池等表洗管修繕工事

伊勢原市日向 6ヵ月 機械器具 老朽化したろ過池表洗管の取替 一般競争 第1四半期

30
綾瀬浄水場自家用発電機
設備修繕工事

綾瀬市吉岡 9ヶ月 電気
自家用発電機設備の点検・部品
交換、配電盤及び真空遮断器の
試験・点検等

随意契約 第1四半期

31
綾瀬浄水場2ブロック沈でん
池クラリファイヤー減速機等
修繕工事

綾瀬市吉岡 8ヶ月 機械器具
電動機・減速機の点検、消耗部
品の交換

一般競争 第1四半期

32
綾瀬浄水場排泥池1号池掻
寄機駆動装置等修繕工事

綾瀬市吉岡 8ヶ月 機械器具
掻寄機駆動装置及び濃縮槽1号
槽可動トラフの劣化部品の交換・
整備

一般競争 第1四半期

33
綾瀬浄水場横須賀系送水
ポンプ2号セルビウス装置等
修繕工事

綾瀬市吉岡 9ヶ月 電気
セルビウス装置、VVVF装置及び
液体抵抗器の劣化部品交換・精
密点検

随意契約 第1四半期

34
綾瀬浄水場大和系送水ポ
ンプ2号電動機修繕工事

綾瀬市吉岡 8ヶ月 電気
電動機の分解点検、消耗部品の
交換

随意契約 第1四半期

35
曽我接合井水位計更新工
事

小田原市
上曽我

8ヶ月 電気
曽我接合井に設置されている水
位計の更新

一般競争 第1四半期

36
飯泉ポンプ場特高設備等
直流電源装置修繕工事

小田原市飯泉 6ヶ月 電気
直流電源装置整流器等の部品、
蓄電池の交換

一般競争 第1四半期

37
飯泉ポンプ場電気室及び
自家発電機室高圧遮断器
等修繕工事

小田原市飯泉 9ヶ月 電気
高圧真空遮断器等の精密点検
及び部品交換

随意契約 第1四半期

38
社家ポンプ場管理本館空
調設備等更新工事

海老名市社家 10ヶ月 建築一式
管理本館の空調、換気、照明、
放送設備等の更新

一般競争 第1四半期

39
社家ポンプ場活性炭空気
圧縮機更新工事

海老名市社家 10ヶ月 機械器具
活性炭注入設備空気圧縮機の
更新

一般競争 第1四半期

40
相模大堰調節ゲ－ト盤内修
繕工事

海老名市社家 7ヶ月 電気
電気盤内の制御リレー等の劣化
部品交換

一般競争 第1四半期

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時
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41
社家ポンプ場伊勢原系導
水ポンプ１号電動機等修繕
工事

海老名市社家 10ヶ月 電気
電動機の工場修理による消耗劣
化部品の交換及びVVVF装置他
の精密点検

随意契約 第1四半期

42
社家ポンプ場綾瀬系低圧
気中遮断器修繕工事

海老名市社家 6ヶ月 電気
低圧気中遮断器の劣化部品交
換等

随意契約 第1四半期

43
相模大堰洪水吐ゲ－ト4号
修繕工事

海老名市社家 9ヶ月 鋼構造
洪水吐ゲート4号の水密ゴム等交
換、扉体の塗装、主ローラー部の
給油等

一般競争 第1四半期

44
西長沢浄水場浄水池１号
池耐震補強工事

川崎市宮前区 39ヶ月 土木一式 西長沢浄水池１号池の耐震補強 一般競争 第2四半期

45
相模原浄水場調整池（２）２
号池耐震補強工事

相模原市南区 30ヶ月 土木一式
相模原調整池（２）２号池の耐震
補強

一般競争 第2四半期

46
朝比奈調整池マクロセル腐
食防止装置設置工事

横浜市栄区 6ヶ月 電気
朝比奈調整池へのマクロセル腐
食防止装置設置

一般競争 第2四半期

47
境川仕切弁室等囲障塗装
工事

大和市他 5ヶ月 塗装
境川仕切弁・排水弁室・金沢・木古
庭・武給水地点の外周柵の塗装及び
損傷している支柱等の補修

一般競争 第2四半期

48
西長沢浄水場薬品館水質
試験室等改修工事

川崎市宮前区 18ヶ月 建築一式
老朽化した薬品館の建築付帯設
備等の改修

一般競争 第2四半期

49
相模原浄水場監視カメラ設
備更新工事

相模原市南区 9ヶ月 通信
場内における既設ITV及び
CCTVの更新

一般競争 第2四半期

50
相模原ポンプ場導水ポンプ
用セルビウス装置修繕工事

相模原市南区 6ヶ月 電気
導水ポンプ用セルビウス装置制
御基板の修繕

随意契約 第2四半期

51
伊勢原浄水場排水処理機
器修繕工事

伊勢原市日向 6ヵ月 機械器具
排水処理施設各設備の劣化部
品の交換及び整備

随意契約 第2四半期

52
伊勢原浄水場ろ過池１－５
号池等弁駆動装置修繕工
事

伊勢原市日向 6ヵ月 機械器具
沈でん池及びろ過池電動弁の弁
駆動装置の整備及び部品交換

随意契約 第2四半期

53
綾瀬浄水場火報設備等更
新工事

綾瀬市吉岡 7ヶ月 消防
火報設備及び放送設備の更新、
二酸化炭素設備の撤去

一般競争 第2四半期

54
綾瀬浄水場採水ポンプ更
新工事

綾瀬市吉岡 6ヶ月 機械器具
着水井、ろ過池、調整池等に設
置されている採水ポンプの更新

一般競争 第2四半期

55
綾瀬浄水場変電所屋上防
水工事

綾瀬市吉岡 5ヶ月 防水
既存防水層の上に、改質アス
ファルトシート防水を施工する

一般競争 第2四半期

56
綾瀬浄水場排水処理脱水
機修繕工事

綾瀬市吉岡 7ヶ月 機械器具
脱水機の消耗部品交換及び精
密点検

随意契約 第2四半期

57
綾瀬浄水場排水処理機器
修繕工事

綾瀬市吉岡 7ヶ月 機械器具
排水処理施設各設備の劣化部
品の交換及び整備

随意契約 第2四半期

58
綾瀬浄水場排水処理乾燥
ケーキコンベア3号機修繕
工事

綾瀬市吉岡 6ヶ月 機械器具
コンベア設備のベルト交換及び
機器の整備

一般競争 第2四半期

59
飯泉ポンプ場下流水位計
更新工事

小田原市飯泉 6ヶ月 電気
飯泉取水堰下流に設置されてい
る水位計の更新

一般競争 第2四半期

60
飯泉ポンプ場３号導水ポン
プ修繕工事

小田原市飯泉 9ヶ月 機械器具
導水ポンプ及び導水ポンプ用吐
出ロート弁の分解点検、劣化部
品の交換、試験調整等

随意契約 第2四半期

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時
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61
飯泉ポンプ場高圧コンデン
サ修繕工事

小田原市飯泉 6ヶ月 電気
高圧コンデンサの交換、交換後
の性能確認

随意契約 第2四半期

62
社家ポンプ場排砂処理棟
建屋外壁等修繕工事

海老名市社家 5ヶ月 建築一式 浮いた外壁タイルや目地の補修 一般競争 第2四半期

63
相模大堰左岸調節ゲ－ト等
ワイヤーロープ油塗替修繕
工事

海老名市社家 4ヶ月 鋼構造
左岸調節ゲートと土砂吐ゲートの
ワイヤーロープ油塗替、開閉装
置の油交換等

一般競争 第2四半期

64
相模大堰ゲート操作室屋上
防水等修繕工事

海老名市社家 4ヶ月 防水
ゲート操作室屋上のシート防水、
塗膜防水、シーリング

一般競争 第2四半期

65
社家ポンプ場排砂処理機
器修繕工事

海老名市社家 4ヶ月 機械器具
汚泥脱水機、空気圧縮機、揚砂
機に係る消耗部品の交換、点検
整備

一般競争 第2四半期

66
相模原浄水場送水ポンプ
所耐震補強工事

相模原市南区 12ヶ月 建築一式
相模原浄水場送水ポンプ所の耐
震補強

一般競争 第3四半期

67
相模原ポンプ場囲障塗装
工事

相模原市南区 5ヶ月 塗装
外周囲障（鋼製フェンス）塗替塗
装

一般競争 第3四半期

68
相模原ポンプ場受変電棟
他屋根防水工事

相模原市南区 5ヶ月 防水
相模原ポンプ場受変電棟と自家
発電機室の屋根防水工

一般競争 第3四半期

69
相模原浄水場排水処理機
器修繕工事

相模原市南区 6ヶ月 機械器具
脱水機、乾燥機における消耗部
品の交換、点検

随意契約 第3四半期

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時
　 見直しを行います。
　 随時の見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。 4


