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１　団体に対する支出金額の状況

 　 調査及び委託費

順位 団体名 件数（件） 支出済額（円）

1 （一財）かながわ水・エネルギーサービス      29 1,097,941,697

2 箱根水道パートナーズ（株）                              7 932,118,479

3 寒川ウォーターサービス（株）                           2 384,801,867

4 神奈川県管工事業協同組合                                  15 293,154,698

5 （株）日立製作所横浜支社                              7 248,382,789

6 （株）宅配                                              1 190,584,000

7 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）        2 122,472,000

8 （株）ＫＤＤＩエボルバコールアドバンス                  1 87,611,820

9 （株）日立システムズ東日本地域グループ神奈川支社    1 66,458,374

10 前澤工業（株）横浜支店                            3 64,380,187

11 神奈川調査設計（株）                     7 63,811,368

12 （株）太陽システム                                      8 62,503,920

13 中日本建設コンサルタント（株）神奈川事務所        8 57,584,259

14 （株）アジア共同設計コンサルタント                      6 56,982,420

15 月島テクノメンテサービス（株）横浜支店          2 55,383,808

16 （株）極東技工コンサルタント神奈川事務所                4 52,369,961

17 （株）エイト日本技術開発横浜支店                      6 48,471,480

18 協同電気（株）                                          10 48,166,164

19 メタウォーター（株）                                    5 43,588,044

20 東京警備保障（株）神奈川支社                      1 43,510,894

21 （株）セブン－イレブン・ジャパン                        2 40,838,121

22 八千代エンジニヤリング（株）横浜センター          4 40,468,680

23 日本工営（株）神奈川事務所                        4 37,404,720

24 （株）リクチ漏水調査                                    1 37,152,000

25 東芝電機サービス（株）                                  8 37,085,040

26 ヤフー（株）                                            1 36,854,169

27 小林クリエイト（株）横浜支店                    2 35,670,885

28 （株）デイ・シイ環境事業部                            1 35,219,070

29 （株）コーセツコンサルタント                            3 33,556,809

30 （株）東京リークエンジニアリング                        2 33,480,000

31 （株）建設技術研究所横浜事務所                        2 27,416,880

32 東旺工業（株）                                        3 27,386,964

33 富士通（株）                                         2 26,585,064

34 （株）水機テクノス                                      6 26,265,600

35 西建設工業（株）                                        6 25,894,287

36 三菱電機プラントエンジニアリング（株）神奈川支社  5 24,591,600

37 （株）東洋設計横浜営業所                              2 22,698,360

38 （株）勝栄工業                                          3 21,270,654

39 （株）ファミリーマート                                  2 20,543,140

40 （株）横浜電算                                          3 19,834,365

41 （一財）神奈川県津久井湖協会 1 19,025,000

42 相和設備工業（株）                                      8 19,014,642

43 （株）丸三工営                                          4 18,506,610

44 （株）ローソン                                          2 18,470,209

45 （有）林工務店                                          8 18,282,162

46 （有）協栄産業                                          4 16,861,908

47 （株）朝日広告社横浜営業部                            1 16,460,834

48 （株）西海管工設備                                      4 16,066,668

49 協進設備（株）                                          3 16,020,448

50 （有）武藤工務店 6 15,868,005
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２　団体別の支出金額内訳

　   調査及び委託費

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 その他点検委託費 水道部経営課 281,589,480

水道事業会計 その他点検委託費 水道部経営課 270,567,360

水道事業会計 その他点検委託費 水道部経営課 194,940,000

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 122,352,905

水道事業会計 委託費 水道部経営課 47,001,600

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 42,829,294

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 35,276,607

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 23,712,700

電気事業会計 その他点検委託費
相模川水系ダム管理事務
所

15,324,886

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 13,998,419

電気事業会計 その他点検委託費 相模川発電管理事務所 13,393,200

相模川総合開発共
同事業会計

その他点検委託費
相模川水系ダム管理事務
所

8,910,000

電気事業会計 その他点検委託費
酒匂川水系ダム管理事務
所

7,927,200

電気事業会計 その他点検委託費
相模川水系ダム管理事務
所

7,333,514

電気事業会計 委託費 相模川発電管理事務所 2,991,600

電気事業会計 その他点検委託費
酒匂川水系ダム管理事務
所

2,805,840

電気事業会計 委託費 利水電気部発電課 2,118,960

電気事業会計 委託費 相模川発電管理事務所 1,426,680

電気事業会計 委託費 相模川発電管理事務所 1,350,000

電気事業会計 その他点検委託費 相模川発電管理事務所 992,400

水道事業会計 委託費 水道部経営課 540,000

電気事業会計 その他点検委託費
酒匂川水系ダム管理事務
所

268,920

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 139,395

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 63,905

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 49,920

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 16,050

水道事業会計 委託費 水道部経営課 10,800

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 5,365

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 4,697

合計 29件 1,097,941,697

1 （一財）かながわ水・
エネルギーサービス
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 平塚水道営業所 496,969,456

水道事業会計 委託費 平塚水道営業所 274,129,280

水道事業会計 委託費 平塚水道営業所 79,960,000

水道事業会計 委託費 平塚水道営業所 48,826,483

水道事業会計 委託費 平塚水道営業所 21,930,342

水道事業会計 委託費 平塚水道営業所 6,396,800

水道事業会計 委託費 平塚水道営業所 3,906,118

合計 7件 932,118,479

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 排水処理施設運転管理委託費 寒川浄水場 348,607,509

水道事業会計 排水処理施設運転管理委託費 寒川浄水場 36,194,358

合計 2件 384,801,867

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部計画課 46,256,400

水道事業会計 調査費 水道部水道施設課 40,500,000

水道事業会計 量水器取替委託費 大和水道営業所 29,523,047

水道事業会計 量水器取替委託費 厚木水道営業所 28,871,599

水道事業会計 量水器取替委託費 厚木水道営業所 25,355,441

水道事業会計 量水器取替委託費 鎌倉水道営業所 19,773,774

水道事業会計 量水器取替委託費 平塚水道営業所 18,604,917

水道事業会計 量水器取替委託費 大和水道営業所 16,578,617

水道事業会計 量水器取替委託費 鎌倉水道営業所 16,289,424

水道事業会計 量水器取替委託費 茅ケ崎水道営業所 13,961,341

水道事業会計 量水器取替委託費 海老名水道営業所 12,428,476

水道事業会計 量水器取替委託費 海老名水道営業所 12,163,249

水道事業会計 量水器取替委託費 茅ケ崎水道営業所 7,767,734

水道事業会計 委託費 水道部計画課 4,136,400

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 944,279

合計 15件 293,154,698

2 箱根水道パートナー
ズ（株）

3 寒川ウォーターサー
ビス（株）

4 神奈川県管工事業協
同組合
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

5 （株）日立製作所横浜
支社 水道事業会計 財務会計システム運用委託費 財務部情報管理課 146,937,888

共通管理勘定 財務会計システム運用委託費 財務部情報管理課 62,174,304

水道事業会計 財務会計システム運用委託費 財務部情報管理課 20,364,549

水道事業会計 委託費 財務部情報管理課 10,710,816

水道事業会計 財務会計システム運用委託費 財務部情報管理課 6,023,808

共通管理勘定 委託費 財務部情報管理課 1,425,600

共通管理勘定 委託費 財務部情報管理課 745,824

合計 7件 248,382,789

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 その他点検委託費 水道部経営課 190,584,000

合計 1件 190,584,000

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 財務部情報管理課 91,260,000

水道事業会計 電算関係処理委託費 財務部情報管理課 31,212,000

合計 2件 122,472,000

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部経営課 87,611,820

合計 1件 87,611,820

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 財務部情報管理課 66,458,374

合計 1件 66,458,374

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 谷ケ原浄水場 54,908,587

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 8,802,000

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 669,600

合計 3件 64,380,187

9 （株）日立システムズ
東日本地域グループ
神奈川支社

6 （株）宅配

7 東京ガスエンジニアリ
ングソリューションズ
（株）

8 （株）ＫＤＤＩエボルバ
コールアドバンス

10 前澤工業（株）横浜支
店
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

11 神奈川調査設計（株）
電気事業会計 調査費

相模川水系ダム管理事務
所

16,580,505

酒匂川総合開発事
業会計

調査費
酒匂川水系ダム管理事務
所

15,547,680

酒匂川総合開発事
業会計

調査費
酒匂川水系ダム管理事務
所

12,940,560

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

9,282,162

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

8,887,326

電気事業会計 委託費
相模川水系ダム管理事務
所

356,400

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

216,735

合計 7件 63,811,368

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 31,536,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 15,746,400

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 7,467,471

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 6,302,529

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 496,800

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 496,800

水道事業会計 その他点検委託費 水道部浄水課 349,920

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 108,000

合計 8件 62,503,920

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 19,626,160

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 13,765,520

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 10,255,240

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 9,671,840

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 1,570,092

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 1,101,241

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 820,419

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 773,747

合計 8件 57,584,259

12 （株）太陽システム

13 中日本建設コンサル
タント（株）神奈川事
務所
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

相模川総合開発共
同事業会計

調査費
相模川水系ダム管理事務
所

37,608,451

電気事業会計 調査費 利水電気部発電課 11,429,650

相模川総合開発共
同事業会計

調査費
相模川水系ダム管理事務
所

3,893,789

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

1,735,020

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

1,490,400

電気事業会計 調査費 利水電気部発電課 825,110

合計 6件 56,982,420

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 排水処理施設運転管理委託費 谷ケ原浄水場 53,331,808

水道事業会計 その他保守委託費 寒川浄水場 2,052,000

合計 2件 55,383,808

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 30,246,320

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 18,244,385

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 2,419,705

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 1,459,551

合計 4件 52,369,961

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

電気事業会計 委託費
相模川水系ダム管理事務
所

16,995,863

相模川総合開発共
同事業会計

委託費
相模川水系ダム管理事務
所

11,252,304

相模川総合開発共
同事業会計

委託費
相模川水系ダム管理事務
所

10,163,372

電気事業会計 委託費
相模川水系ダム管理事務
所

5,495,946

相模川総合開発共
同事業会計

委託費
相模川水系ダム管理事務
所

2,875,176

相模川総合開発共
同事業会計

委託費
相模川水系ダム管理事務
所

1,688,819

合計 6件 48,471,480

14 （株）アジア共同設計
コンサルタント

15 月島テクノメンテサー
ビス（株）横浜支店

16 （株）極東技工コンサ
ルタント神奈川事務
所

17 （株）エイト日本技術
開発横浜支店
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 12,960,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 11,556,000

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 7,181,039

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 5,454,961

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 3,617,838

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 2,808,162

酒匂川総合開発事
業会計

その他点検委託費
酒匂川水系ダム管理事務
所

2,509,164

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 1,674,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 248,400

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 156,600

合計 10件 48,166,164

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

19 メタウォーター（株）
水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 17,280,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 12,852,000

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 6,665,987

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 6,402,013

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 388,044

合計 5件 43,588,044

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部経営課 43,510,894

合計 1件 43,510,894

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 30,959,260

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 9,878,861

合計 2件 40,838,121

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

電気事業会計 委託費
相模川水系ダム管理事務
所

20,399,040

電気事業会計 委託費
相模川水系ダム管理事務
所

19,173,240

電気事業会計 委託費
相模川水系ダム管理事務
所

496,800

電気事業会計 委託費
相模川水系ダム管理事務
所

399,600

合計 4件 40,468,680

18 協同電気（株）

20 東京警備保障（株）神
奈川支社

21 （株）セブン－イレブ
ン・ジャパン

22 八千代エンジニヤリン
グ（株）横浜センター
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

電気事業会計 調査費 利水電気部利水課 19,051,632

酒匂川総合開発事
業会計

委託費
酒匂川水系ダム管理事務
所

11,693,808

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

5,400,000

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

1,259,280

合計 4件 37,404,720

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 調査費 水道部水道施設課 37,152,000

合計 1件 37,152,000

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

25 東芝電機サービス
（株） 水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 17,064,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 15,120,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 2,268,000

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 923,378

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 588,622

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 550,800

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 399,600

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 170,640

合計 8件 37,085,040

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 36,854,169

合計 1件 36,854,169

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 34,729,268

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 941,617

合計 2件 35,670,885

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 谷ケ原浄水場 35,219,070

合計 1件 35,219,070

26 ヤフー（株）

23 日本工営（株）神奈川
事務所

24 （株）リクチ漏水調査

27 小林クリエイト（株）横
浜支店

28 （株）デイ・シイ環境事
業部
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 26,737,280

相模川総合開発共
同事業会計

委託費
相模川水系ダム管理事務
所

4,680,547

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 2,138,982

合計 3件 33,556,809

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 調査費 水道部水道施設課 17,280,000

水道事業会計 調査費 水道部水道施設課 16,200,000

合計 2件 33,480,000

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

電気事業会計 調査費
相模川水系ダム管理事務
所

26,920,080

電気事業会計 調査費 利水電気部発電課 496,800

合計 2件 27,416,880

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 平塚水道営業所 20,490,732

水道事業会計 量水器取替委託費 平塚水道営業所 3,753,702

水道事業会計 量水器取替委託費 平塚水道営業所 3,142,530

合計 3件 27,386,964

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

相模川総合開発共
同事業会計

その他点検委託費
相模川水系ダム管理事務
所

19,224,000

水道事業会計 委託費 財務部情報管理課 7,361,064

合計 2件 26,585,064

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 その他保守委託費 寒川浄水場 10,260,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 7,032,960

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 4,104,000

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 3,348,000

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 1,404,000

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 116,640

合計 6件 26,265,600

30 （株）東京リークエン
ジニアリング

29 （株）コーセツコンサ
ルタント

31 （株）建設技術研究所
横浜事務所

32 東旺工業（株）

33 富士通（株）

34 （株）水機テクノス
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 藤沢水道営業所 11,577,708

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 5,184,000

水道事業会計 漏水対策業務委託費 藤沢水道営業所 4,990,896

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 4,104,000

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 33,643

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 4,040

合計 6件 25,894,287

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 10,368,000

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 7,145,561

水道事業会計 その他点検委託費 谷ケ原浄水場 6,462,439

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 313,200

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 302,400

合計 5件 24,591,600

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 21,017,000

水道事業会計 委託費 水道部水道施設課 1,681,360

合計 2件 22,698,360

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 海老名水道営業所 13,617,180

水道事業会計 漏水対策業務委託費 茅ケ崎水道営業所 4,019,328

水道事業会計 量水器取替委託費 茅ケ崎水道営業所 3,634,146

合計 3件 21,270,654

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 15,040,062

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 5,503,078

合計 2件 20,543,140

35 西建設工業（株）

38 （株）勝栄工業

36 三菱電機プラントエン
ジニアリング（株）神
奈川支社

37 （株）東洋設計横浜営
業所

39 （株）ファミリーマート
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 財務部会計課 17,840,300

共通管理勘定 電算関係処理委託費 財務部会計課 1,568,008

水道事業会計 電算関係処理委託費 財務部会計課 426,057

合計 3件 19,834,365

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

相模川総合開発共
同事業会計

ダム周辺環境整備委託費 利水電気部利水課 19,025,000

合計 1件 19,025,000

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 5,148,684

水道事業会計 漏水対策業務委託費 藤沢水道営業所 5,092,092

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 4,186,890

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,048,572

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,039,608

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,030,644

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,003,752

水道事業会計 その他点検委託費 寒川浄水場 464,400

合計 8件 19,014,642

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 大和水道営業所 8,446,464

水道事業会計 量水器取替委託費 大和水道営業所 5,875,033

水道事業会計 量水器取替委託費 大和水道営業所 4,163,076

水道事業会計 量水器取替委託費 大和水道営業所 22,037

合計 4件 18,506,610

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 13,889,520

水道事業会計 電算関係処理委託費 水道部経営課 4,580,689

合計 2件 18,470,209

42 相和設備工業（株）

43 （株）丸三工営

44 （株）ローソン

40 （株）横浜電算

41 （一財）神奈川県津久
井湖協会
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 藤沢水道営業所 5,163,480

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 5,088,960

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 4,149,412

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,070,820

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,039,284

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,014,444

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 714,960

水道事業会計 量水器取替委託費 藤沢水道営業所 40,802

合計 8件 18,282,162

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 藤沢水道営業所 5,077,080

水道事業会計 漏水対策業務委託費 茅ケ崎水道営業所 4,289,544

水道事業会計 量水器取替委託費 茅ケ崎水道営業所 3,968,892

水道事業会計 量水器取替委託費 茅ケ崎水道営業所 3,526,392

合計 4件 16,861,908

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 委託費 水道部経営課 16,460,834

合計 1件 16,460,834

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 海老名水道営業所 7,781,076

水道事業会計 量水器取替委託費 海老名水道営業所 4,437,916

水道事業会計 量水器取替委託費 海老名水道営業所 3,839,124

水道事業会計 量水器取替委託費 海老名水道営業所 8,552

合計 4件 16,066,668

順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 漏水対策業務委託費 海老名水道営業所 7,681,932

水道事業会計 量水器取替委託費 海老名水道営業所 4,333,608

水道事業会計 量水器取替委託費 海老名水道営業所 4,004,908

合計 3件 16,020,448

46 （有）協栄産業

47 （株）朝日広告社横浜
営業部

45 （有）林工務店

48 （株）西海管工設備

49 協進設備（株）
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順位 団体名 会計 支出区分 執行所属 支出済額（円）

水道事業会計 量水器取替委託費 鎌倉水道営業所 6,190,881

水道事業会計 量水器取替委託費 鎌倉水道営業所 3,884,112

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,699,812

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,400,328

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,353,240

水道事業会計 漏水対策業務委託費 鎌倉水道営業所 1,339,632

合計 6件 15,868,005

50 （有）武藤工務店
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