
令  和３年７月１ 日

東 京 都 水 道 局

下記の工事等は、施行成績が優良であったので公表します。

件名 工 事 場 所 等 工　期　等 受　注　者　名

小平市天神町三丁目地内から同市花小金井
南町三丁目地先間導水管（2600㎜）及び外
１か所送水管（2000㎜）用立坑築造工事

東京都小平市天神町三丁目4番地内
平成28年10月17日から

令和2年9月9日まで
鹿島・須山建設共同企業体

町田市野津田町2075番地先から同市小野路
町1693番地先間配水小管布設替工事

東京都町田市野津田町2075番地先から同市
小野路町1693番地先間

令和元年9月17日から

令和2年6月10日まで
有限会社ジョウソウ

林道日原線補修工事 東京都西多摩郡奥多摩町日原地内
令和2年9月8日から

令和3年2月15日まで
大舘建設工業株式会社

林道泉水横手山線（横手山工区）調査測量
設計委託

山梨県甲州市塩山上萩原字萩原山地内
令和2年3月31日から

令和2年9月1日まで
北光コンサル株式会社

林道塩沢線整備工事
山梨県北都留郡丹波山村字奥後山青岩谷地
内

令和2年3月27日から

令和2年7月20日まで
株式会社島田

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目
地内間配水本管（1000mm）用立坑築造工事

東京都北区王子五丁目２番地
平成29年11月14日から

令和3年2月15日まで
戸田・りんかい日産建設共同企業体

令和３年度優良工事等

記



件名 工 事 場 所 等 工　期　等 受　注　者　名

村山山口貯水池林維持管理作業
埼玉県所沢市大字勝楽寺１３２９番地から
同市大字勝楽寺１４２９番地間　外１か所

令和2年11月26日から

令和3年3月5日まで
株式会社雅敍造園

羽村取水堰周辺護岸補修工事設計委託
東京都羽村市羽地内（羽村取水堰周辺多摩
川内）他

令和2年7月28日から

令和3年3月2日まで
株式会社和建設計事務所

大田区東蒲田一丁目21番地先から同区大森
中一丁目1番地先間配水小管布設替工事

東京都大田区東蒲田一丁目21番地先から同
区大森中一丁目1番地先間

令和元年6月13日から

令和3年1月29日まで
株式会社野口工務店

府中市天神町二丁目１番地先から同市天神
町四丁目３２番地先間外２か所配水小管布
設替工事

東京都府中市天神町二丁目１番地先から同
市天神町四丁目３２番地先間外２か所

平成31年2月12日から

令和2年4月2日まで
株式会社松原企業

単軌道火打石谷線整備工事 山梨県北都留郡丹波山村字大常木谷地内
令和2年3月16日から

令和2年11月16日まで
奥山建設株式会社

高尾山配水所外１か所電気設備補修工事
東京都八王子市高尾町2579番地
東京都水道局高尾山配水所外１か所

令和2年8月13日から

令和2年11月24日まで
明協電機株式会社

有明給水所外8か所排水ポンプ等取替工事
東京都江東区有明三丁目1番8号
東京都水道局有明給水所外8か所

令和2年3月24日から

令和2年10月22日まで
パール工業株式会社

小河内貯水池無停電電源設備改良工事
東京都西多摩郡奥多摩町原５番地
東京都水道局小河内貯水池管理事務所

令和2年8月3日から

令和3年3月8日まで
あきら株式会社

玉川上水路中流部法面保護工事設計委託
（その５）

東京都三鷹市井の頭五丁目２０番地先から
同市井の頭五丁目２１番地先間　玉川上水
路

令和2年10月19日から

令和3年3月4日まで
株式会社和建設計事務所



件名 工 事 場 所 等 工　期　等 受　注　者　名

台東区谷中二丁目８番地先から同区谷中二
丁目１番地先間外３か所配水小管布設替工
事

東京都台東区谷中二丁目８番地先から同区
谷中二丁目1番地先間外３か所

令和元年11月21日から

令和2年10月19日まで
大隅建設株式会社

中野区上鷺宮一丁目25番地先から同区上鷺
宮一丁目9番地先間配水小管布設替工事

東京都中野区上鷺宮一丁目25番地先から同
区上鷺宮一丁目9番地先間

令和2年7月13日から

令和3年3月10日まで
七海建設株式会社

林道小菅線整備工事その２ 山梨県北都留郡小菅村字川入地内
令和2年2月25日から

令和2年6月8日まで
株式会社丸一土建

境浄水場空気調和設備改良工事
東京都武蔵野市関前一丁目８番地３７号
東京都水道局境浄水場

令和2年9月24日から

令和3年3月9日まで
璃湖生株式会社

境浄水場監視制御設備等改造工事（その
２）

東京都武蔵野市関前一丁目８番３７号　東
京都水道局境浄水場

平成31年3月6日から

令和2年6月18日まで
西川計測株式会社

墨田区八広五丁目12番地先から同区東向島
六丁目9番地先間配水小管布設替工事

東京都墨田区八広五丁目12番地先から同区
東向島六丁目9番地先間

令和元年12月20日から

令和3年1月19日まで
新日本工業株式会社

江東区東砂二丁目１３番地先から同区東砂
二丁目１１番地先間外１か所配水小管布設
替工事

東京都江東区東砂二丁目１３番地先から同
区東砂二丁目１１番地先間外１か所

令和2年2月12日から

令和2年12月11日まで
株式会社フクダ

墨田区菊川二丁目１番地先から同区菊川三
丁目１０番地先間配水小管布設替工事

東京都墨田区菊川二丁目１番地先から同区
菊川三丁目１０番地先間

令和2年5月12日から

令和3年1月6日まで
ホリケン工業株式会社

墨田区押上一丁目51番地先から同区文花一
丁目22番地先間外3か所工業用水道配水管撤
去及び配水小管布設替工事

東京都墨田区押上一丁目51番地先から同区
文花一丁目22番地先間外3か所

令和2年10月5日から

令和3年3月18日まで
株式会社大基建設



件名 工 事 場 所 等 工　期　等 受　注　者　名

葛飾区西亀有一丁目６番地先から同区西亀
有一丁目２８番地先間外４か所配水小管布
設替工事

東京都葛飾区西亀有一丁目６番地先から同
区西亀有一丁目２８番地先間外４か所

令和2年6月24日から

令和3年3月12日まで
株式会社コージ建設

東村山浄水場沈殿池（１急系１群）耐震補
強等工事

東京都東村山市美住町二丁目20番地236
東京都水道局東村山浄水場

平成31年2月21日から

令和3年3月12日まで
村本建設株式会社

長沢浄水場場内舗装及び給水管布設替工事
神奈川県川崎市多摩区三田五丁目１番１号
東京都水道局長沢浄水場

令和2年3月10日から

令和2年8月5日まで
南進開発株式会社

杉並区本天沼三丁目地先から同区本天沼二
丁目地先間配水本管（600mm）布設替工事

東京都杉並区本天沼三丁目４２番地先から
同区本天沼二丁目４４番地先間

平成30年11月22日から

令和2年6月23日まで
北野建設株式会社

令和２年度金町浄水場沈砂池しゅんせつ作
業

東京都葛飾区金町浄水場１番１号
東京都水道局金町浄水場

令和2年11月19日から

令和3年2月15日まで
シンコー・テクノ株式会社

渋谷区代々木神園町地先雨水管（400㎜）応
急復旧工事

東京都渋谷区代々木神園町2番地先
令和2年3月9日から

令和2年8月4日まで
株式会社クボタ建設

元本郷監視制御設備等改造工事
東京都八王子市元本郷町四丁目１９番１号
東京都水道局多摩水道元本郷庁舎外６か所

令和2年2月28日から

令和3年3月2日まで
株式会社明電舎

白丸ポンプ所外２５か所計装盤等改良工事
東京都西多摩郡奥多摩町白丸字丸之内290番
2  東京都水道局白丸ポンプ所外２５か所

平成31年3月8日から

令和2年7月13日まで
明協電機株式会社

本郷庁舎給排水設備等補修工事
東京都文京区本郷二丁目7番1号
東京都水道局本郷庁舎

令和2年4月21日から

令和2年10月14日まで
株式会社トーシン



件名 工 事 場 所 等 工　期　等 受　注　者　名

東村山浄水場１急系ろ過池（Ａ、Ｂ列１～
７号）弁類等取替工事

東京都東村山市美住町二丁目20番地236
東京都水道局東村山浄水場

令和元年8月6日から

令和2年8月6日まで
株式会社第一テクノ

上代継浄水所外2か所非常用自家発電設備等
改良工事

東京都あきる野市上代継407番地
東京都水道局上代継浄水所
②東京都あきる野市小川東一丁目16番2号
東京都水道局小川東増圧ポンプ所
③東京都あきる野市秋川三丁目2番10号
東京都水道局秋留台給水所

平成30年12月20日から

令和3年3月16日まで
あきら株式会社

水道水源林管内（多摩川北西部）地形測量
委託

山梨県甲州市塩山上萩原字萩原山外
令和2年12月21日から

令和3年3月29日まで
株式会社エイテック

令和２年度日向沢橋外３橋林道橋梁補修工
事詳細設計委託

山梨県北都留郡小菅村川入地内外
令和3年1月19日から

令和3年3月17日まで
三和建設コンサルタンツ株式会社


