
平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0001
品川清掃工場還元水管移設
工事

0600 一般土木工事 品川区八潮1-4番地先 還元水管移設φ250　L=50m 2009年度第1四半期
契約確定日から平成21年11
月30日まで

随意契約 施設建設部建設課土木係

0002
清掃技術訓練センター第１技
能訓練室等整備工事

0700 建築工事 江東区夢の島３番地
新江東清掃工場内廃材置場を改修して技
能訓練室設置に伴う建築等工事

2009年度第1四半期
契約確定日から２００９年９月１０
日まで

指名競争入札 施設建設部建設課建築係

0003
千歳清掃工場
アプローチデッキ補修工事

0700 建築工事
世田谷区八幡山２－７－
１

タイル張替。エキスパンション交換等 2009年度第2四半期 契約確定の翌日から60日間 指名競争入札 千歳清掃工場
変更
平成21年6月1日

0004
光が丘清掃工場
高圧ケーブル引き換え工事

0800 電気工事 練馬区光が丘５－３－１ 高圧ケーブルの更新 2009年度第1四半期 契約確定の日から60日 指名競争入札 光が丘清掃工場

0005
港清掃工場
プロジェクター更新工事

0800 電気工事 港区港南五丁目7番1号
中央制御室モニター監視用プロジェクター
装置の交換

2009年度第3四半期 契約確定の翌日から90日間 指名競争入札 港清掃工場

変更
平成21年5月14日
変更
平成21年9月18日

0006
有明清掃工場
雨水排水設備改修工事

0900 給排水衛生工事
江東区有明二丁目3番10
号

雨水排水ラインの改修 2009年度第1四半期
契約確定日から2009年7月31
日

指名競争入札 有明清掃工場

0007
有明清掃工場
冷却水ポンプ更新その他工
事

0900 給排水衛生工事
江東区有明二丁目3番10
号

冷却水ポンプの更新
加圧給水ポンプの整備工事

2009年度第1四半期 契約確定の翌日から６０日間 指名競争入札 有明清掃工場

0008
墨田清掃工場空調機改修工
事

1000 空調工事 墨田区東墨田1-10-23 空調機の改修 2009年度第1四半期 契約確定の翌日から６０日間 指名競争入札 墨田清掃工場

0009
江戸川清掃工場
電話設備更新工事

3300 電話・通信 江戸川区江戸川２－１０ 電話交換機・電話機の更新 2009年度第1四半期 契約確定の翌日から60日間 指名競争入札 江戸川清掃工場
変更
平成21年6月1日

0010
有明清掃工場
蒸気復水器スペース塗装補
修工事

3700 一般塗装
江東区有明二丁目3番10
号

蒸気復水器スペース上部鉄骨の塗装補修 2009年度第1四半期
契約確定日から2009年6月20
日

指名競争入札 有明清掃工場

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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0011
目黒清掃工場ボイラーブロー
弁補修工事

4600 焼却設備 目黒区三田2-19-43 ボイラーブロー弁の取替及び整備 2009年度第1四半期 契約確定日から40日間 随意契約 目黒清掃工場

0012
練馬清掃工場プラント設備石
綿含有製品その他調査委託

4600 焼却設備 練馬区谷原６－１０－１１

プラント設備に使用されている石綿含有製
品等の調査
・石綿含有製品調査
・プラント設備仕様確認調査

2009年度第1四半期
契約確定日から２００９年６月
３０日まで

随意契約 施設建設部建設課

0013
江戸川清掃工場
シーケンサモジュール及びそ
の他補修工事

5200 計装装置 江戸川区江戸川２－１０
ｼｰｹﾝｻ21台、光ｺﾝﾊﾞｰﾀ4台、ｱﾅﾛｸﾞ入力ｶ
ﾌﾟｾﾙ2台の補修

2009年度第1四半期 契約確定の翌日から40日間 随意契約 江戸川清掃工場

0014
多摩川清掃工場
水銀濃度計更新工事

5200 計装装置 大田区下丸子２－３３－１ 水銀濃度計の更新工事 2009年度第1四半期
契約確定日の翌日から2009
年8月31日まで

指名競争入札 多摩川清掃工場

0015
光が丘清掃工場
ばいじん濃度計設置工事

5200 計装装置 練馬区光が丘５－３－１ ばいじん濃度計の設置 2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年9
月25日まで

指名競争入札 光が丘清掃工場

0016
新江東清掃工場プロセスコン
トロールステーション等電源
部補修その他工事

5200 計装装置 江東区夢の島３番地
プロセスコントロールステーション等の電源
部分の交換及びオーバーホール

2009年度第3四半期 契約確定の翌日から90日間 随意契約 新江東清掃工場
変更
平成21年6月16日
平成21年10月26日

0017
江戸川清掃工場
空気圧縮機補修工事

6300 機械器具設置 江戸川区江戸川２－１０ 空気圧縮機２台の補修 2009年度第1四半期 契約確定の翌日から40日間 随意契約 江戸川清掃工場
変更
平成21年4月8日

0018
渋谷清掃工場雑用水揚水ポ
ンプ他補修工事

6300 機械器具設置 渋谷区東１－３５－１
雑用水・不燃物冷却水ポンプ他の分解整
備

2009年度第1四半期 契約確定の翌日から９０日間 指名競争入札 渋谷清掃工場
取消
平成21年6月3日

0019
破砕ごみ処理施設中間点検
補修工事

6300 機械器具設置
江東区青海二丁目地先
中央防波堤内側埋立地

破砕ごみ処理施設において中間点検を行
う際に、補修工事までに故障する可能性の
高い装置を補修する。

2009年度第1四半期
契約確定の日から平成２１年
８月１４日まで

随意契約 中防処理施設管理事務所

0020
江戸川清掃工場
クレーン油圧バケット補修工
事

7000 起重機 江戸川区江戸川２－１０
ごみｸﾚｰﾝﾊﾞｹｯﾄ2台及び灰ｸﾚｰﾝﾊﾞｹｯﾄ1台
の補修

2009年度第1四半期 契約確定の翌日から50日間 随意契約 江戸川清掃工場

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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0021
有明清掃工場
ごみ及び灰クレーンバケット
補修工事

7000 起重機
江東区有明二丁目3番10
号

ごみクレーンバケット2台及び灰クレーンバ
ケット1台の補修

2009年度第1四半期 契約確定の翌日から９０日間 随意契約 有明清掃工場

0022
光が丘清掃工場
直流電源装置整備工事

9907 電源設備 練馬区光が丘５－３－１ 直流電源装置の更新 2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年8
月31日まで

指名競争入札 光が丘清掃工場
変更
平成21年4月7日

0023
有明清掃工場
非常用発電機補修工事

9908 発電設備
江東区有明二丁目3番10
号

非常用発電機の原動機の分解点検整備
及び発電機の点検

2009年度第1四半期 契約確定の翌日から９０日間 指名競争入札 有明清掃工場

0024
光が丘清掃工場
非常用発電機機関整備工事

9908 発電設備 練馬区光が丘５－３－１ 非常用発電機の精密点検補修 2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年7
月15日まで

随意契約 光が丘清掃工場
変更
平成21年4月7日

0025
大田清掃工場第二工場解体
工事

0700
4600

建築工事
焼却設備

大田区京浜島３－６－１

第二工場棟、付属棟（計量棟、洗車場、添
乗者待機所、洗車場他）の解体
・建築
・建築設備
・プラント設備

2009年度第1四半期
契約確定日から２０１１年２月
１５日まで

一般競争入札 施設建設部建設課

0026
中防不燃ごみ処理センター構
内道路舗装工事

0100 道路舗装工事 江東区青海二丁目地先 不燃センター構内道路の舗装 2009年度第4四半期 契約確定の翌日から40日間 指名競争入札 中防処理施設管理事務所
変更
平成21年12月16日

0027
光が丘清掃工場構内道路補
修工事

0100 道路舗装工事 練馬区光が丘5-3-1 アスコン舗装切削カバー約2600㎡ 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から120日間 指名競争入札 施設建設部建設課土木係
変更
平成21年7月30日

0028
新江東清掃工場発電機室大
扉補修工事

0700 建築工事 江東区夢の島３番地 発電機室1階の外大扉の補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から30日間 指名競争入札 新江東清掃工場
変更
平成21年9月10日

0029
港清掃工場
触媒栓交換工事

0800 電気工事 港区港南五丁目7番1号
無停電電源装置のバッテリー触媒栓の交
換

2009年度第2四半期 契約確定の翌日から60日間 指名競争入札 港清掃工場
中止
平成21年5月14日

0030
港清掃工場
接地極補修工事

0800 電気工事 港区港南五丁目7番1号 特高受電設備の接地極の補修 2009年度第4四半期 契約確定の翌日から60日間 随意契約 港清掃工場

変更
平成21年9月9日
変更
平成21年12月25日
中止
平成22年2月22日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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0031
目黒清掃工場炉室地下階照
明更新工事

0800 電気工事 目黒区三田2-19-43 工場炉室地下階の照明の更新工事 2009年度第2四半期 契約確定日から60日間 指名競争入札 目黒清掃工場
変更
平成21年6月30日

0032  防煙防火ダンパー補修工事 1000 空調工事
世田谷区八幡山２－７－
１

ダンパー交換 2009年度第3四半期
契約確定の翌日から平成22
年3月15日

指名競争入札 千歳清掃工場
変更
平成21年11月19日

0033
目黒清掃工場建築設備給排
気ファン更新工事

1000 空調工事 目黒区三田2-19-43 給排気ファン5台の更新工事 2009年度第2四半期 契約確定日から60日間 指名競争入札 目黒清掃工場
中止
平成21年5月14日

0034
北清掃工場
混練機その他整備工事

4600 焼却設備 北区志茂１－２－３６
飛灰混練機のパドル・スクリュー交換及び
その他付帯設備の整備工事

2009年度第2四半期 契約確定の翌日から６０日間 随意契約 北清掃工場
件名変更
平成21年9月18日

0035
江戸川清掃工場
ばいじん濃度計更新工事

5200 計装装置 江戸川区江戸川２－１０ ばいじん濃度計の更新工事 2009年度第2四半期 契約確定の翌日から120日間 指名競争入札 江戸川清掃工場

0036
新江東清掃工場建築中央監
視装置リモートユニット等補
修工事

5200 計装装置 江東区夢の島３番地
建築中央監視装置リモートユニットのオー
バーホールその他補修工事

2009年度第2四半期 契約確定の翌日から40日間 随意契約 新江東清掃工場
中止
平成21年6月16日

0037
中防不燃ごみ処理センター
第二プラント補修工事

6300 機械器具設置 江東区青海２丁目地先
中防不燃ごみ処理センター第二プラントの
安定的な維持運営のための定期点検補修
工事

2009年度第2四半期 契約確定日から60日間 随意契約 施設管理部

0038
有明清掃工場管路収集シス
テム定期点検補修工事

6300 機械器具設置
江東区有明二丁目3番10
号

管路システムの定期点検補修 2009年度第2四半期 契約確定の翌日から６０日間 随意契約 有明清掃工場

0039
京浜島不燃ごみ処理センター
破砕選別棟天井ホイストク
レーン補修工事

6300 機械器具設置
東京都大田区京浜島三丁
目７番１号

経年劣化したホイストクレーンの補修工事 2009年度第2四半期
契約確定日から平成21年12
月10日

指名競争入札 大田清掃工場
変更
平成21年8月21日

0040
杉並清掃工場
クレーンバケット補修その他
工事

7000 起重機 杉並区高井戸東3-7-6 ごみ及び灰クレーンバケット等の補修 2009年度第2四半期 契約確定の翌日から６０日間 随意契約 杉並清掃工場
変更
平成21年6月23日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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0041
中央清掃工場
クレーンバケット補修工事

7000 起重機 中央区晴海５－２－１ ごみクレーンバケットの補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から６０日間 随意契約 中央清掃工場
変更
平成21年9月24日

0042
港清掃工場
クレーンバケット補修工事

7000 起重機 港区港南五丁目7番1号 ごみ及び灰クレーンバケットの補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から60日間 随意契約 港清掃工場
変更
平成21年9月19日

0043
目黒清掃工場ごみクレーンバ
ケット補修工事

7000 起重機 目黒区三田2-19-43 バケット及び油圧装置の補修 2009年度第2四半期 契約確定日から40日間 随意契約 目黒清掃工場

0044
港清掃工場
無停電電源装置補修工事

9907 電源設備 港区港南五丁目7番1号
無停電電源装置の経年劣化部品等の交
換

2009年度第2四半期 契約確定の翌日から60日間 随意契約 港清掃工場

中止
平成21年5月14日
※No.45の工事と合
わせて行うことにし
た

0045
港清掃工場
直流電源装置他補修工事

9907 電源設備 港区港南五丁目7番1号
直流電源装置他の経年劣化部品等の交
換

2009年度第2四半期 契約確定の翌日から60日間 随意契約 港清掃工場
変更
平成21年5月25日

0046
港清掃工場
道路舗装補修工事

0100 道路舗装工事 港区港南五丁目7番1号 搬入路舗装の補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から60日間 指名競争入札 港清掃工場

0047
粗大ごみ破砕処理施設一時
保管所路盤補修工事

0100 道路舗装工事
江東区青海二丁目地先
中央防波堤外側埋立地

粗大ごみ破砕処理施設補修工事（後期）に
伴い、粗大ごみ等を一時保管する必要が
あるため、一時保管場所の路盤を補修す
る。

2009年度第3四半期
契約確定の日から平成２０年
１１月３０日まで

随意契約 中防処理施設管理事務所

0048
新江東清掃工場構内道路補
修工事

0100 道路舗装工事
江東区夢の島三丁目1番1
号

構内道路の側溝設置及びインターロッキン
グブロックの補修

2009年度第3四半期 契約確定の翌日から60日間 指名競争入札 新江東清掃工場
変更
平成21年11月14日

0049
多摩川清掃工場
車両管制室避難口設置工事

0700 建築工事 大田区下丸子２－３３－１
車両管制室の避難口及び屋外階段を設置
する。

2009年度第3四半期 契約確定の翌日から３０日間 指名競争入札 多摩川清掃工場
取消
平成21年10月8日

0050
目黒清掃工場緩衝緑地外灯
補修工事

0800 電気工事 目黒区三田2-19-43 緩衝緑地の外灯7本の補修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月15日まで

指名競争入札 目黒清掃工場
変更
平成21年12月7日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表
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                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
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0051
新江東清掃工場電気設備制
御盤補修工事

0800 電気工事 江東区夢の島３番地
受変電設備各所プリント基板交換その他
補修

2009年度第3四半期 契約確定の翌日から90日間 随意契約 新江東清掃工場
変更
平成21年10月26日

0052
新江東清掃工場バンカ内自
動火災検知装置補修工事

0800 電気工事 江東区夢の島３番地 バンカ内自動火災検知装置の補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から100日間 随意契約 新江東清掃工場
変更
平成21年10月13日

0053
新江東清掃工場建築用給排
水ポンプの補修工事

0900 給排水衛生工事 江東区夢の島３番地
雑排水ポンプ、汚水排水ポンプ、湧水ポン
プ等の補修工事

2009年度第3四半期 契約確定の翌日から40日間 指名競争入札 新江東清掃工場
中止
平成21年10月19日

0054
有明清掃工場
冷凍機補修工事

1000 空調工事
江東区有明二丁目3番10
号

吸収式冷凍機の整備 2009年度第2四半期
契約確定日から2009年12月
11日まで

随意契約 有明清掃工場
変更
平成21年7月6日

0055
新江東清掃工場空調機用圧
縮機交換工事

1000 空調工事
江東区夢の島三丁目1番1
号

受変電室水冷パッケージエアコンの圧縮
機交換工事

2009年度第4四半期
契約確定の翌日から平成22
年3月25日まで

指名競争入札 新江東清掃工場

変更
平成21年12月16日
平成22年1月12日
変更（工期）
平成22年1月20日

0056
世田谷清掃工場
植栽工事

2700 造園 世田谷区大蔵１－１－１ 既存高木樹木の植替え等工事 2009年度第3四半期
契約確定日から2010年3月25
日まで

指名競争入札 世田谷清掃工場
変更
平成21年11月10日

0057
光が丘清掃工場
植栽植替え工事

2700 造園 練馬区光が丘５－３－１ 構内南側植栽の立ち枯れ部分の更新 2009年度第3四半期 契約確定の日から50日 指名競争入札 光が丘清掃工場

0058
光が丘清掃工場
工場棟外壁塗装工事

3700 一般塗装 練馬区光が丘５－３－１ 壁面緑化撤去（蔦が枯れた）部分の塗装 2009年度第4四半期 契約確定の日から30日 指名競争入札 光が丘清掃工場
変更
平成21年12月9日

0059
光が丘清掃工場屋上防水工
事

3900 防水 練馬区光が丘５－３－１ 屋上防水に対し、補修工事を行う。 2009年度第3四半期
契約確定日から２００９年１２月１
５日まで

指名競争入札 施設建設部建設課建築係

0060
中防灰溶融施設空気圧縮機
及び除湿機補修工事

6300 機械器具設置 江東区青海二丁目地先
共用・雑用空気圧縮機及び除湿機補修工
事

2009年度第4四半期
契約確定日から２０１０年３月15
日まで

指名競争入札 中防処理施設管理事務所
変更
平成21年12月8日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
6/24
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0061
有明清掃工場
ポンプ補修工事

6300 機械器具設置
江東区有明二丁目3番10
号

冷却水ポンプ、塩化水素除去設備用ポン
プ、汚水処理用ポンプの補修

2009年度第2四半期
契約確定日から平成22年1月
30日まで

指名競争入札 有明清掃工場
変更
平成21年7月27日

0062
墨田清掃工場空気圧縮機補
修工事

6300 機械器具設置 墨田区東墨田1-10-23 スクリュー式空気圧縮機補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から６０日間 随意契約 墨田清掃工場

0063
葛飾清掃工場クレーン設備
補修工事

7000 機械器具設置 葛飾区水元１－２０－１
ごみｸﾚｰﾝ 2台、受入灰ｸﾚｰﾝ 1台、鉄・不適
物ｸﾚｰﾝ 1台、ｽﾗｸﾞｸﾚｰﾝ 1台の点検補修工
事

2009年度第4四半期
契約確定の翌日から平成22
年3月15日まで

随意契約 葛飾清掃工場
変更
平成21年12月9日

0064 再生水配管引込み工事 0900 給排水衛生工事 品川区八潮１－４－１
下水道局再生水配管と工場既設配管との
接続を行う。

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月25日まで

指名競争入札 品川清掃工場
変更
平成21年12月25日

0065
大田清掃工場外壁他補修工
事

0700 建築工事 大田区京浜島3丁目6－1 外壁および防水補修工事 2009年度第4四半期 契約確定の翌日から４５日間 指名競争入札 大田清掃工場

0066
北清掃工場
絶縁監視装置設置工事

0800 電気工事 北区志茂１－２－３６
受変電設備漏電電流の常時監視する装置
の設置

2009年度第3四半期
契約確定日から平成22年3月
15日まで

指名競争入札 北清掃工場

変更
平成21年10月20日
変更
平成21年11月13日

0067
京浜島不燃ごみ処理センター
計量器改修工事

0800 電気工事
東京都大田区京浜島三丁
目７番１号

計量器3台のロードセル・指示計の更新工
事

2009年度第4四半期 契約確定の翌日から45日間 指名競争入札 大田清掃工場

0068
大田清掃工場冷温水配管更
新工事

1000 空調工事 大田区京浜島3丁目6－1 工場棟冷温水配管の更新工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月31日まで

指名競争入札 大田清掃工場

変更（件名・概要）
平成22年1月5日
変更（工期）
平成22年1月7日

0069
葛飾清掃工場空気圧縮機補
修工事

6300 機械器具設置 葛飾区水元１－２０－１
排ｶﾞｽ処理用 1台、溶融排ｶﾞｽ処理用 1台、
受入灰用 1台、雑用 1台の点検整備工事

2009年度第3四半期
契約確定の日から平成２２年
３月５日まで

随意契約 葛飾清掃工場
変更
平成21年11月13日

0070
有明清掃工場
共同溝遮断弁制御設備補修
工事

6300 機械器具設置
江東区有明二丁目3番10
号

有明南地区遮断弁（７台）制御盤補修 2009年度第2四半期 契約確定の翌日から４５日間 随意契約 有明清掃工場
変更
平成21年5月18日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表
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                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
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0071
有明清掃工場
ブロワ潤滑油装置水室及び
その他補修工事

6300 機械器具設置
江東区有明二丁目3番10
号

ブロワ潤滑油装置水室等の補修 2009年度第4四半期 契約確定の翌日から４５日間 随意契約 有明清掃工場
取消
平成22年2月23日

0072
京浜島不燃ごみ処理センター
空気圧縮機補修工事

6300 機械器具設置
東京都大田区京浜島三丁
目７番１号

雑用2台及び風力選別機用1台の点検補修
工事

2009年度第4四半期 契約確定の翌日から30日間 指名競争入札 大田清掃工場

0073
京浜島不燃ごみ処理センター
ガスエンジン発電装置補修工
事

6300 機械器具設置
東京都大田区京浜島三丁
目７番１号

ガスエンジン発電装置の点検補修工事 2009年度第4四半期 契約確定の翌日から60日間 指名競争入札 大田清掃工場

0074
新江東清掃工場空気圧縮機
整備工事

6300 機械器具設置 江東区夢の島３番地
雑用・エアリフト用空気圧縮機本体の分解・
点検整備

2009年度第4四半期 契約確定の翌日から40日間 随意契約 新江東清掃工場

0075
多摩川清掃工場
ごみクレーンバケット補修工
事

7000 起重機 大田区下丸子２－３３－１ ごみクレーンバケット補修工事 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成２２年
１月２９日まで

随意契約 多摩川清掃工場

変更
平成21年10月28日
平成21年10月30日

0076
新江東清掃工場ごみ・灰バ
ケット補修工事

7000 起重機 江東区夢の島３番地 ごみ及び灰クレーンバケットの補修工事 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から60日間 随意契約 新江東清掃工場
変更
平成21年11月9日

0077
有明清掃工場
ごみバンカ内火災検知設備
整備工事

0800 電気工事 江東区有明２－３－１０ ごみバンカ内火災検知設備の整備工事 2009年度第2四半期
契約確定日から平成21年12
月18日まで

指名競争入札 有明清掃工場
変更
平成21年7月6日

0078
多摩川清掃工場
焼却炉補修工事

4600 焼却設備 大田区下丸子２－３３－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修工事

2009年度第1四半期 契約確定日から80日 随意契約 施設管理部

0079
江戸川清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 江戸川区江戸川２－１０
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から85日 随意契約 施設管理部

0080
中防灰溶融施設
灰溶融炉補修工事（その１）

4600 焼却設備 江東区青海二丁目地先
灰溶融炉の安定的な維持運営のための定
期的な補修工事

2009年度第1四半期 契約確定日から65日 随意契約 中防処理施設管理事務所　

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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0081
新江東清掃工場
焼却炉本体及びその他整備
工事

4600 焼却設備 江東区夢の島３番地
焼却炉の給じんフィーダ、耐火物の補修及
びその他整備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から70日 随意契約 施設管理部

0082
有明清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 江東区有明２－３－１０
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から75日 随意契約 施設管理部

0083
港清掃工場
焼却炉補修工事

4600 焼却設備 港区港南５－７－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修工事

2009年度第2四半期 契約確定日から110日 随意契約 施設管理部
変更
平成21年6月16日

0084
千歳清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 世田谷区八幡山２－７－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から60日 随意契約 施設管理部

0085
板橋清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 板橋区高島平９－４８－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から90日 随意契約 施設管理部

0086
豊島清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 豊島区上池袋２－５－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備

2009年度第1四半期 契約確定日から75日 随意契約 施設管理部

0087
光が丘清掃工場
焼却炉補修工事

4600 焼却設備 練馬区光が丘５－３－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修工事

2009年度第1四半期 契約確定日から80日 随意契約 施設管理部
変更
平成21年4月7日

0088
練馬清掃工場
焼却炉補修工事

4600 焼却設備 練馬区谷原６－１０－１１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修工事

2009年度第1四半期 契約確定日から70日 随意契約 施設管理部

0089
京浜島不燃ごみ処理センター
プラント制御用電算システム
整備工事

5200 計装装置 大田区京浜島３－７－１
京浜島不燃ごみ処理センターのプラント制
御用電算システム（ＤＣＳ）の整備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から240日間 随意契約 施設管理部

0090
千歳清掃工場
プラント制御用電算システム
整備工事

5200 計装装置 世田谷区八幡山２－７－１
プラント制御用電算システム（ＤＣＳ）の整
備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から160日 随意契約 施設管理部

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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0091
大田清掃工場第一工場
排ガス分析計更新工事

5200 計装装置 大田区京浜島３－６－１ 排ガス分析計の更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から85日 指名競争入札 施設管理部

0092
板橋清掃工場
水銀濃度計更新工事

5200 計装装置 板橋区高島平９－４８－１ 水銀濃度計の更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から85日 指名競争入札 板橋清掃工場

0093
豊島清掃工場
水銀濃度計更新工事

5200 計装装置 豊島区上池袋２－５－１ 水銀濃度計の更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から65日 指名競争入札 施設管理部

0094
京浜島不燃ごみ処理センター
補修工事（その１）

6300 機械器具設置 大田区京浜島３－７－１
京浜島不燃ごみ処理センターの安定的な
維持運営のための定期点検補修工事

2009年度第1四半期 契約確定日から45日間 随意契約 大田清掃工場

0095
中防不燃ごみ処理センター
第二プラントD系破砕機整備
工事

6300 機械器具設置 江東区青海２丁目地先
中防不燃ごみ処理センター第二プラントの
D系破砕機の整備工事

2009年度第1四半期 契約確定日から120日間 随意契約 施設管理部
変更
平成21年5月19日

0096
有明清掃工場
ごみ・灰クレーンインバータ整備
工事

7000 起重機 江東区有明２－３－１０ ごみ・灰クレーンインバータの整備工事 2009年度第1四半期 契約確定日から70日 随意契約 施設管理部

0097
大田清掃工場第一工場
ごみクレーン整備工事

7000 起重機 大田区京浜島３－６－１ ごみクレーンの整備工事 2009年度第2四半期 契約確定日から85日 随意契約 大田清掃工場
変更
平成21年6月16日

0098
板橋清掃工場
ごみクレーンバケット取替工
事

7000 起重機 板橋区高島平９－４８－１ ごみクレーンバケットの更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から95日 指名競争入札 板橋清掃工場

0099
北清掃工場
ごみクレーンバケット取替工
事

7000 起重機 北区志茂１－２－３６ ごみクレーンバケットの更新工事 2009年度第3四半期 契約確定日から100日 指名競争入札 施設管理部
変更
平成21年6月17日

0100
目黒清掃工場
灰クレーンバケット取替工事

7000 起重機 目黒区三田２－１９－４３ 灰クレーンバケットの更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から110日 指名競争入札 施設管理部

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0101
光が丘清掃工場
ごみクレーンバケット取替工
事

7000 起重機 練馬区光が丘５－３－１ ごみクレーンバケットの更新工事 2009年度第2四半期 契約確定日から120日 指名競争入札 光が丘清掃工場
変更
平成21年6月2日

0102
港清掃工場
ごみバンカ内火災検知設備
整備工事

0800 電気工事 港区港南５－７－１ ごみバンカ内火災検知設備の整備工事 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年3
月26日まで

指名競争入札 施設管理部

変更
平成21年9月9日
平成21年11月25日
平成21年12月1日

0103
品川清掃工場
屋上及び壁面緑化改修工事

2700 造園 品川区八潮１－４－１ 屋上及び壁面緑化の改修工事 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年
12月11日まで

随意契約 品川清掃工場

変更
平成21年6月10日
変更
平成21年9月9日

0104
中防不燃ヤード
上屋西側塗装補修工事

3700 一般塗装 江東区青海２丁目地先 中防不燃ヤード上屋西側塗装の補修工事 2009年度第2四半期 契約確定日から80日間 指名競争入札 中防処理施設管理事務所　

0105
杉並清掃工場
焼却炉補修工事

4600 焼却設備 杉並区高井戸東３－７－６
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修工事

2009年度第2四半期 契約確定日から80日 随意契約 施設管理部

0106
足立清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 足立区西保木間４－７－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第2四半期 契約確定日から75日 随意契約 施設管理部

0107
大田清掃工場第一工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 大田区京浜島３－６－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第2四半期 契約確定日から80日 随意契約 施設管理部

0108
中央清掃工場
焼却炉補修工事

4600 焼却設備 中央区晴海５－２－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修

2009年度第2四半期 契約確定日から80日 随意契約 施設管理部

0109
品川清掃工場
焼却炉補修工事

4600 焼却設備 品川区八潮１－４－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修工事

2009年度第2四半期 契約確定日から80日 随意契約 施設管理部

0110
墨田清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 墨田区東墨田１－１０－２３
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第2四半期 契約確定日から70日 随意契約 施設管理部

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0111
目黒清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 目黒区三田２－１９－４３
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第2四半期 契約確定日から80日 随意契約 施設管理部

0112
港清掃工場
水銀濃度計更新工事

5200 計装装置 港区港南５－７－１ 水銀濃度計の更新工事 2009年度第2四半期 契約確定日から85日 指名競争入札 施設管理部

0113
足立清掃工場
水銀濃度計更新工事

5200 計装装置 足立区西保木間４－７－１ 水銀濃度計の更新工事 2009年度第2四半期 契約確定日から85日 指名競争入札 足立清掃工場

0114
中央清掃工場
水銀濃度計更新工事

5200 計装装置 中央区晴海５－２－１ 水銀濃度計の更新工事 2009年度第2四半期 契約確定日から65日 指名競争入札 施設管理部

0115
粗大ごみ破砕処理施設
補修工事（前期）

6300 機械器具設置 江東区青海二丁目地先
粗大ごみ破砕処理施設の安定的な維持運
営のための補修工事

2009年度第2四半期 契約確定の日から平成21年8月14日まで 随意契約 中防処理施設管理事務所　

0116
有明清掃工場
雑用空気圧縮機更新工事

6300 機械器具設置
江東区有明二丁目3番10
号

雑用空気圧縮機の更新工事 2009年度第2四半期
契約確定日から平成21年12
月18日まで

指名競争入札 有明清掃工場
変更
平成21年7月13日

0117
中防揚陸施設
クレーンインバータ補修工事

7000 起重機 江東区青海２丁目地先
揚陸クレーンの巻上、走行、横行インバー
タ及びコンバータの補修工事

2009年度第3四半期 契約確定日から100日間 随意契約 中防処理施設管理事務所　
変更
平成21年9月10日

0118
新江東清掃工場
ごみクレーンバケット取替工
事

7000 起重機 江東区夢の島３番地 ごみクレーンバケットの更新 2009年度第2四半期 契約確定日から100日 指名競争入札 新江東清掃工場

0119
有明清掃工場クレーン整備
工事

7000 起重機 江東区有明２－３－１０ ごみ・灰クレーンの整備工事 2009年度第2四半期 契約確定日から60日 随意契約 施設管理部

0120
千歳清掃工場
ごみクレーンバケット取替工
事

7000 起重機 世田谷区八幡山２－７－１ ごみクレーンバケットの更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から120日 指名競争入札 施設管理部
変更
平成21年4月22日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0121
中央清掃工場
灰クレーンバケット取替工事

7000 起重機 中央区晴海５－２－１ 灰クレーンバケットの更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から95日 指名競争入札 施設管理部

0122
板橋清掃工場
受入れ灰クレーンバケット取
替工事

7000 起重機 板橋区高島平９－４８－１ 受入れ灰クレーンバケットの更新工事 2009年度第3四半期 契約確定日から120日 指名競争入札 板橋清掃工場
変更
平成21年9月7日

0123
豊島清掃工場
灰クレーンバケット取替工事

7000 起重機 豊島区上池袋２－５－１ 灰クレーンバケットの更新工事 2009年度第2四半期 契約確定日から95日 指名競争入札 施設管理部

0124
墨田清掃工場
ごみクレーンバケット取替工
事

7000 起重機 墨田区東墨田１－１０－２３ ごみクレーンバケットの更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から120日 指名競争入札 施設管理部
変更
平成21年4月8日

0125
新江東清掃工場
プラント冷却塔鉄骨塗装工事

3700 一般塗装
江東区夢の島三丁目１番
１号

プラント冷却塔鉄骨の塗装改修 2009年度第4四半期
契約確定の翌日から平成22
年3月12日まで

指名競争入札 新江東清掃工場
変更
平成21年12月7日

0126
葛飾清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 葛飾区水元１－２０－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第3四半期 契約確定日から70日 随意契約 施設管理部

0127
破砕ごみ処理施設
補修工事

4600 焼却設備 江東区青海２丁目地先
破砕ごみ処理施設の安定的な維持運営の
ための定期点検補修工事

2009年度第3四半期 契約確定日から50日間 随意契約 施設管理部

0128
中防灰溶融施設
灰溶融炉補修工事（その２）

4600 焼却設備 江東区青海二丁目地先
灰溶融炉の安定的な維持運営のための定
期的な補修工事

2009年度第3四半期 契約確定日から95日 随意契約 施設管理部

0129
新江東清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 江東区夢の島３番地
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第3四半期 契約確定日から65日 随意契約 施設管理部

0130
港清掃工場
蒸気式ガス再加熱器及びその他整
備工事

4600 焼却設備 港区港南５－７－１
蒸気式ガス再加熱器及び蒸気式空気予熱
器等の整備工事

2009年度第3四半期 契約確定日から70日 随意契約 施設管理部

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
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0131
渋谷清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 渋谷区東１－３５－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第3四半期 契約確定日から55日 随意契約 施設管理部

0132
世田谷清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 世田谷区大蔵１－１－１
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修工事及びその他整備工事

2009年度第3四半期 契約確定日から70日 随意契約 施設管理部
変更
平成21年11月12日

0133
北清掃工場
焼却炉補修及びその他整備
工事

4600 焼却設備 北区志茂１－２－３６
焼却炉の安定的な維持運営のための定期
的な補修及びその他整備工事

2009年度第3四半期 契約確定日から65日 随意契約 施設管理部

0134
北清掃工場
排ガス分析計更新工事

5200 計装装置 北区志茂１－２－３６ 排ガス分析計の更新工事 2009年度第3四半期 契約確定日から80日 指名競争入札 施設管理部

0135
粗大ごみ破砕処理施設
補修工事（後期）

6300 機械器具設置 江東区青海二丁目地先
粗大ごみ破砕処理施設の安定的な維持運
営のための補修工事

2009年度第3四半期 契約確定の日から平成22年2月26日まで 随意契約 施設管理部

0136
有明清掃工場
管路収集システム計量設備
補修工事

6300 機械器具設置 江東区有明２－３－１０ 管路収集施設の計量設備の補修工事 2009年度第3四半期 契約確定日から60日 随意契約 施設管理部

0137
中防揚陸施設
クレーン補修工事

7000 起重機 江東区青海２丁目地先 揚陸クレーンバケット他の補修工事 2009年度第3四半期 契約確定日から50日間 随意契約 中防処理施設管理事務所　

0138
足立清掃工場
ごみクレーンバケット取替工
事

7000 起重機 足立区西保木間４－７－１ ごみクレーンバケットの更新工事 2009年度第1四半期 契約確定日から95日 指名競争入札 足立清掃工場
変更
平成21年5月13日

0139
京浜島不燃ごみ処理センター
補修工事（その２）

6300 機械器具設置 大田区京浜島３－７－１
京浜島不燃ごみ処理センターの安定的な
維持運営のための定期点検補修工事

2009年度第4四半期 契約確定日から65日間 随意契約 施設管理部

0140
粗大ごみ破砕処理施設高圧
電源ケーブル更新工事

0800 電気工事 江東区青海二丁目地先
粗大ごみ破砕処理施設の高圧受電ケーブ
ル（T相）の絶縁抵抗が低下しているため、
高圧ケーブルの引替え工事を行う

2009年度第1四半期 契約確定日から90日 指名競争入札 中防処理施設管理事務所　
変更
平成21年6月3日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0141
持込粗大ゲート
台貫計量設備デジタル指示計等取
替工事

5200 計装装置 江東区青海二丁目地先
粗大ゲートに設置されているデジタル指示
計、ロードセル及び載台の取替工事

2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年7
月31日まで

随意契約 施設管理部
変更
平成21年4月16日

0142 持込粗大ゲート
台貫計量設備載台取替工事

6300 機械器具設置 江東区青海二丁目地先
粗大ゲートに設置されている載台の取替工
事

2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年7
月31日まで

随意契約 中防処理施設管理事務所　
取消
平成21年4月16日

0143 水槽その他補修工事 3900 防水 練馬区光が丘５－３－１ 再使用水槽の防水と躯体開口部の補修 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年9
月16日まで

指名競争入札 光が丘清掃工場

変更
平成21年6月2日
変更
平成21年6月23日

0144
足立清掃工場灰溶融炉耐火
物補修工事

4600 焼却設備 足立区西保木間4-7-1 灰溶融炉の耐火物補修 2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年7
月6日まで

随意契約 足立清掃工場
追加
平成21年4月6日

0145
品川清掃工場
大塊物ｺﾝﾍﾞﾔその他補修工
事

6300 機械器具設置
品川区八潮一丁目４番１
号

各機器補修工事
①　大塊物搬送コンベヤ　　　 　１基
②　受入灰鉄分集合コンベヤ 　１基
②　スラグ粒度選別機　　　　　　１基
③　空気予熱器　　　　　　　　　　２基

2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年6
月30日まで

随意契約 品川清掃工場
追加
平成21年4月14日

0146
墨田清掃工場量水器更新工
事

0900 給排水衛生工事
墨田区東墨田一丁目１０
番２３号

量水器６台の更新工事 2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年8
月28日まで

指名競争入札 墨田清掃工場
追加
平成21年4月20日

0147
品川清掃工場
磁選スラグ搬送コンベヤその
他補修工事

6300 機械器具設置
品川区八潮一丁目４番１
号

各機器補修工事
①　磁選スラグ搬送コンベヤ　１基
②　スラグ粒度選別機スクリーン　１基
③　受入灰バンカ等換気用集じん器　１基

2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年7
月15日まで

随意契約 品川清掃工場
追加
平成21年4月24日

0148
葛飾清掃工場灰溶融炉耐火
物補修工事

4600 焼却設備 葛飾区水元１－２０－１ 炉蓋及び側壁耐火物の補修工事 2009年度第1四半期
契約確定の日から平成21年9
月4日まで

随意契約 葛飾清掃工場
追加
平成21年5月14日

0149
目黒清掃工場搬入情報装置
制御機改修工事

0800 電気工事 目黒区三田２－１９－４３ 搬入情報装置制御機の改修 2009年度第3四半期 契約確定の日から90日間 指名競争入札 目黒清掃工場

追加
平成21年5月14日
変更
平成21年9月8日

0150 北側用地緑化工事 2700 造園 渋谷区東１丁目３１番 北側事業用地の緑化 2009年度第3四半期 契約確定の日から60日間 指名競争入札 渋谷清掃工場

追加
平成21年5月18日
変更
平成21年9月18日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

015１
江戸川清掃工場
ごみｸﾚｰﾝ補修工事

7000 起重機 江戸川区江戸川２－１０
ごみｸﾚｰﾝ横行ﾚｰﾙ・車輪及び各装置の補
修

2009年度第2四半期 契約確定の日から１００日間 随意契約 江戸川清掃工場
追加
平成21年5月28日

0152
世田谷清掃工場
燃焼溶融炉補修工事

4600 焼却設備 世田谷区大蔵１－１－１ 燃焼溶融炉の耐火物補修 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年9
月１４日まで

随意契約 世田谷清掃工場

追加
平成21年6月9日
変更
平成21年6月18日

0153
板橋清掃工場
雑用空気圧縮機他補修工事

6300 機械器具設置 板橋区高島平９－４８－１ 各空気圧縮機の補修工事 2009年度第2四半期 契約確定日から90日 指名競争入札 板橋清掃工場
追加
平成21年6月17日

0154
板橋清掃工場
渦巻ポンプ補修工事

6300 機械器具設置 板橋区高島平９－４８－１ 各渦巻ポンプ（SUS製）の補修工事 2009年度第3四半期 契約確定日から90日 指名競争入札 板橋清掃工場

追加
平成21年6月17日
変更
平成21年7月1日

0155
杉並清掃工場
薬液注入装置ポンプ他補修
工事

6300 機械器具設置 杉並区高井戸東3-7-6 薬液注入装置ポンプ他の補修 2009年度第2四半期 契約確定の翌日から３０日間 随意契約 杉並清掃工場
追加
平成21年6月23日

0156
杉並清掃工場
１号炉灰コンベア補修工事

4600 焼却設備 杉並区高井戸東3-7-6 灰コンベアのリンク・スクレパー等の更新 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から６０日間 随意契約 杉並清掃工場
追加
平成21年6月23日

0157
光が丘清掃工場
汚泥掻寄機その他補修工事

6300 機械器具設置 練馬区光が丘５－３－１ 汚泥掻寄機等の交換・補修 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年9
月25日まで

随意契約 光が丘清掃工場
追加
平成21年6月23日

0158
中防不燃ごみ処理センター
第二プラント鉄分及びアルミ
貯留搬出クレーン補修工事

7000 起重機 江東区青海二丁目地先
鉄分及びアルミ貯留搬出クレーンの点検・
補修

2009年度第2四半期 契約確定の日から９０日間 随意契約 中防処理施設管理事務所
追加
平成21年6月23日

0159
中防灰溶融施設1号炉出滓
樋補修工事

6300 機械器具設置 江東区青海二丁目地先 灰溶融炉の出滓樋の交換 2009年度第2四半期 契約確定の日から30日 随意契約 中防処理施設管理事務所
追加
平成21年6月25日

0160
板橋清掃工場
ケーブルリールその他補修工
事

7000 起重機 板橋区高島平９－４８－１ ケーブルリール、走行用減速機等補修 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年
10月2日まで

指名競争入札 板橋清掃工場
追加
平成21年7月1日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0161
杉並清掃工場
クレーンワイヤードラム補修
工事

7000 起重機 杉並区高井戸東3-7-6 1号ごみクレーンワイヤードラムの補修 2009年度第2四半期 契約確定の翌日から３０日間 随意契約 杉並清掃工場

追加
平成21年7月2日
件名変更
平成21年8月11日

0162
ごみバンカレベル計その他更
新工事

0800 電気工事 世田谷区八幡山2-7-1
ごみバンカレベル計の更新及び圧力発信
器の更新

2009年度第2四半期
契約確定の翌日から平成22
年2月22日

指名競争入札 千歳清掃工場
変更
平成21年7月18日

0163
港清掃工場
汚水貯留槽ポンプ取替工事

6300 機械器具設置 港区港南五丁目7番1号 汚水貯留槽ポンプ1台の取替工事 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年
11月30日まで

指名競争入札 港清掃工場
追加
平成21年7月30日

0164
光が丘清掃工場
計装補修工事

5200 計装装置 光が丘五丁目３番１号 タービン等圧力伝送器・温度変換器の補修 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年1
０月１５日まで

随意契約 光が丘清掃工場
追加
平成21年7月3１日

0165
中央清掃工場
中央制御室監視モニタ更新
工事

0800 電気工事 中央区晴海５－２－１ 中央制御室の監視モニタ２台の交換 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年
11月20日まで

指名競争入札 中央清掃工場
追加
平成21年８月７日

0166
中央清掃工場
構内道路路面補修工事

0100 道路舗装工事 中央区晴海５－２－１ 構内道路の補修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年３
月30日

指名競争入札 中央清掃工場

追加
平成21年8月７日
変更
平成22年1月7日
平成22年１月14日

0167
光が丘清掃工場
灰ｸﾚｰン制御設備補修工事

5200 計装装置 光が丘五丁目３番１号
灰ｸﾚｰン制御盤内シーケンサ・入力モ
ジュール等の補修

2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年１
０月３0日まで

随意契約 光が丘清掃工場
追加
平成21年8月12日

0168
江戸川清掃工場
耐火物及びその他補修工事

4600 焼却設備 江戸川区江戸川２－１０ 耐火物その他の補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から６０日間 随意契約 江戸川清掃工場
追加
平成21年8月12日

0169
中央清掃工場
汚水貯留槽ポンプ外補修工
事

6300 機械器具設置 中央区晴海５－２－１ ポンプの点検整備及び交換 2009年度第3四半期
契約確定日から
平成22年1月29日まで

指名競争入札 中央清掃工場

追加
平成21年8月28日
変更
平成21年9月8日

0170
墨田清掃工場
計装機器補修工事

5200 計装装置
墨田区東墨田一丁目１０
番２３号

プロセス制御用計装機器の補修 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成21年
12月25日ま

随意契約 墨田清掃工場
追加
平成21年8月31日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0171
中防灰溶融施設
3号炉底耐火物補修工事

4600 焼却設備 江東区青海二丁目地先 灰溶融炉耐火物の補修 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年
12月15日まで

随意契約 施設管理部
追加
平成21年9月2日

0172
江戸川清掃工場
洗煙設備用ﾎﾟﾝﾌﾟ補修工事

6300 機械器具設置 江戸川区江戸川２－１０ ポンプの補修 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成21年
12月４日まで

随意契約 江戸川清掃工場
追加
平成21年9月3日

0173
目黒清掃工場
ごみクレーン補修工事

7000 起重機 目黒区三田２－１９－４３ ごみクレーンの補修 2009年度第2四半期
契約確定の日から平成22年2
月12日まで

随意契約 目黒清掃工場
追加
平成21年9月3日

0174
品川清掃工場
クレーンバケット補修工事

7000 起重機
品川区八潮一丁目４番１
号

クレーンバケットの補修
①　ごみクレーン　２基
②　受入灰クレーン　１基
③　不適物クレーン　１基
④　スラグクレーン　１基

2009年度第2四半期
契約確定の日から平成21年
12月25日まで

随意契約 品川清掃工場
追加
平成21年9月4日

0175
豊島清掃工場
焼却炉耐火物その他補修工
事

4600 焼却設備
豊島区上池袋二丁目５番
1号

焼却炉耐火物その他の補修 2009年度第3四半期 契約確定の翌日から50日間 随意契約 豊島清掃工場
追加
平成21年9月9日

0176
北清掃工場
空気圧縮機補修工事

6300 機械器具装置 北区志茂１－２－３６ 各空気圧縮機の補修 2009年度第4四半期 契約確定の翌日から60日間 随意契約 北清掃工場
追加
平成21年9月18日

0177
北清掃工場
クレーンバケット補修工事

7000 起重機 北区志茂１－２－３６
ごみクレーン及び灰クレーンのバケット等
の補修

2009年度第4四半期 契約確定の翌日から30日間 随意契約 北清掃工場
追加
平成21年9月18日

0178
光が丘清掃工場
１号灰コンベヤチェーン補修
工事

6300 機械器具設置 練馬区光が丘５－３－１
１号灰コンベヤのチェーンおよびスクレー
パの補修

2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年2
月12日まで

随意契約 光が丘清掃工場
追加
平成21年9月24日

0179
練馬清掃工場
焼却炉火格子補修工事

4600 焼却設備 練馬区谷原６－１０－１１ 焼却炉火格子補修 2009年度第3四半期 契約確定の日から60日間 随意契約 練馬清掃工場
追加
平成21年9月29日

0180
杉並清掃工場
ごみクレーン補修工事

7000 起重機
杉並区高井戸東３－７－
６

①１号ごみクレーンのスプライン継手補修
②２号ごみクレーンケーブルリール補修

2009年度第3四半期 契約確定の翌日から30日間 随意契約 杉並清掃工場
追加
平成21年10月6日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0181
豊島清掃工場
電源装置整備工事

9907 電源設備
豊島区上池袋二丁目５番
1号

電源装置用蓄電池の取替 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年3
月15日まで

指名競争入札 施設管理部
変更
平成21年11月24日

0182
No.2スラグ選別物搬送コンベ
ヤその他補修工事

6300 機械器具設置
品川区八潮一丁目４番１
号

No.2スラグ選別物搬送コンベヤ等補修工事 2009年度第3四半期 契約確定日から50日間 随意契約 品川清掃工場
追加
平成21年11月9日

0183 汚泥供給ポンプ他補修工事 4400 ポンプ据付け
渋谷区東一丁目３５番１
号

ポンプの補修 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年3
月5日まで

指名競争入札 渋谷清掃工場
追加
平成21年11月11日

0184
煙突入口ばいじん計更新工
事

5200 計装装置
渋谷区東一丁目３５番１
号

煙突入口ばいじん計の更新 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年3
月12日まで

指名競争入札 渋谷清掃工場
追加
平成21年11月11日

0185
有明清掃工場
無停電電源装置その他整備
工事

9907 電源設備
江東区有明二丁目3番10
号

無停電電源装置他の蓄電池及び電気部品
の交換

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月12日まで

指名競争入札 施設管理部
追加
平成21年11月11日

0186
江戸川清掃工場
ごみバンカ内自動火災検知
装置更新工事

0800 電気工事 江戸川区江戸川２－１０

１　火災監視用カメラ（赤外線カメラ）更新
工事
２　カメラ制御器および監視モニター更新
工事

2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年3
月15日まで

指名競争入札 江戸川清掃工場
追加
平成21年11月12日

0187
ストーカロッドシールその他
補修工事

4600 焼却設備
世田谷区八幡山２－７－
１

ストーカロッドシール等の補修 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年1
月29日まで

随意契約 千歳清掃工場
追加
平成21年11月13日

0188
中央清掃工場
冷温水循環ポンプ外更新工
事

6300 機械器具設置 中央区晴海５－２－１
冷温水循環ポンプの出力変更と冷却水循
環ポンプの交換

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月30日まで

指名競争入札 中央清掃工場

追加
平成21年11月18日
変更
平成21年11月30日

0189
プラント用制御機器冷却装置
補修工事

1000 空調工事
墨田区東墨田一丁目１０
番２３号

中央制御室及び灰クレーン制御機器冷却
装置補修工事

2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年3
月8日まで

指名競争入札 墨田清掃工場

追加
平成21年11月18日
取消
平成21年12月17日

0190
給じんプッシャーその他補修
工事

4600 焼却設備 大田区下丸子２－３３－１ 給じんプッシャー等補修 2009年度第3四半期
契約確定の日から平成22年2
月19日まで

随意契約 多摩川清掃工場
追加
平成21年11月24日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
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契約方法 発注部署名 備考

0191
江戸川清掃工場
洗煙設備用冷水発生器補修
工事

6300 機械器具設置 江戸川区江戸川２－１０ 洗煙設備用冷水発生器補修 2009年度第3四半期 契約確定の日から60日間 随意契約 江戸川清掃工場
追加
平成21年11月24日

0192
光が丘清掃工場
噴霧用及び排ガス処理用空
気圧縮機補修工事

6300 機械器具設置
練馬区光が丘五丁目3番1
号

噴霧用及び排ガス処理用空気圧縮機の補
修

2009年度第3四半期 契約確定の日から40日 随意契約 光が丘清掃工場
追加
平成21年11月24日

0193
京浜島不燃ごみ処理センター
雨水側溝補修工事

0100 道路舗装工事
大田区京浜島三丁目７番
１号

雨水側溝の補修 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成２２年
３月１８日まで

指名競争入札 大田清掃工場
追加
平成21年11月24日

0194
豊島清掃工場
飛灰混練機整備工事

4600 焼却設備
豊島区上池袋二丁目５番
1号

1号系飛灰混練機のスクリュー交換及びそ
の他付帯設備の整備

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月15日まで

随意契約 施設管理部
追加
平成21年12月8日

0195
葛飾清掃工場
ごみバンカーゲート装置補修
工事

6300 機械器具設置 葛飾区水元１－２０－１
ごみバンカーゲート装置、バンカーゲート
及びダンピングボックスの整備

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月12日まで

指名競争入札 葛飾清掃工場
追加
平成21年12月9日

0196
京浜島不燃ごみ処理センター
鉄・アルミ貯留搬出クレーン
補修工事

7000 起重機
大田区京浜島三丁目７番
１号

鉄・アルミ貯留搬出クレーン他の補修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月12日まで

随意契約 大田清掃工場
追加
平成21年12月9日

0197
工場棟屋上防水保護塗装補
修工事

3900 防水
豊島区上池袋二丁目５番
1号

工場棟屋上既存防水層保護塗料の塗布
及び立ち上り端部シール材の増打ち工事

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月5日まで

指名競争入札 豊島清掃工場
追加
平成21年12月16日

0198
新江東清掃工場
北側雨水放流管補修工事

0500
9700

下水道施設工事
パイプライニング

江東区夢の島三丁目１番
１号

北側雨水放流管更生工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月26日まで

指名競争入札 新江東清掃工場

追加
平成21年12月16日
変更
平成22年1月5日

0199
京浜島不燃ごみ処理センター
雨水処理設備補修工事

5200 計装装置
大田区京浜島三丁目７番
１号

雨水処理設備補修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年2
月26日まで

随意契約 大田清掃工場
追加
平成21年12月17日

0200
ごみ管路収集システム
切替装置補修工事

6300 機械器具設置

江東区有明二丁目3番10
号
江東区青海一丁目3番29
号

ごみ管路収集システムの切替装置補修工
事

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月29日まで

指名競争入札 有明清掃工場
追加
平成21年12月22日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0201
多摩川清掃工場コンベヤ安
全対策工事

6300 機械器具設置
大田区下丸子二丁目33番
1号

安全対策用金網設置及び点検口の取替を
行う

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年2
月26日まで

随意契約 多摩川清掃工場
追加
平成21年12月24日

0202
杉並清掃工場ボイラ出口煙
道補修その他工事

4600 焼却設備
杉並区高井戸東三丁目7
番1号

１号ボイラ出口煙道補修他 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月15日まで

随意契約 杉並清掃工場
追加
平成21年12月24日

0203
中防灰溶融施設クレーンバ
ケット補修工事

7000 起重機 江東区青海二丁目地先 バケット及び油圧装置の補修 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月1日まで

随意契約 中防灰溶融施設
追加
平成21年12月24日

0204
新江東清掃工場クレーン安
全ネット取替工事

6300 機械器具設置
江東区夢の島三丁目1番1
号

ごみ・灰クレーン（7基）の安全ネット取替 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月19日まで

指名競争入札 新江東清掃工場

追加
平成21年12月25日
変更
平成22年1月7日

0205
新江東清掃工場余熱利用設
備用ポンプ補修工事

6300 機械器具設置
江東区夢の島三丁目1番1
号

余熱利用設備用ポンプの補修 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月26 日まで

指名競争入札 新江東清掃工場

追加
平成21年12月25日
変更
平成22年1月20日

0206
杉並清掃工場
プラットホームその他屋上防
水補修工事

3900 防水
杉並区高井戸東三丁目7
番1号

プラットホーム及び管理棟屋上のシート防
水補修並びに塗装を行う

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月10日まで

指名競争入札 杉並清掃工場
追加
平成21年12月25日

0207
江戸川清掃工場
ろ過式集じん機用空気圧縮
機補修工事

6300 機械器具設置 江戸川区江戸川２－１０ ろ過式集じん機用空気圧縮機３台の補修
工事

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月10日まで

随意契約 江戸川清掃工場

追加
平成21年12月25日
変更
平成22年2月5日

0208
新江東清掃工場　ごみバンカ
ゲート塗装工事

3700 一般塗装
江東区夢の島三丁目１番
１号

１～１０番ごみバンカゲートの全面塗装工
事

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月12日まで

指名競争入札 新江東清掃工場
追加
平成21年12月26日

0209
新江東清掃工場　ボイラー下
部ホッパー耐火物補修その
他工事

4600 焼却設備
江東区夢の島三丁目１番
１号

ボイラー下部ホッパ耐火物その他補修 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月23日まで

随意契約 新江東清掃工場
追加
平成22年1月5日

0210
北清掃工場
コントロールセンタユニット整
備工事

5200 計装装置 北区志茂１－２－３６ コントロールセンタユニットの整備工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月26日まで

随意契約 施設管理部
追加
平成22年1月5日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0211
北清掃工場
発信器等補修工事

5200 計装装置 北区志茂１－２－３６ プラント設備各所発信器の補修 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月26日まで

随意契約 北清掃工場

追加
平成22年1月6日
変更
平成22年1月28日

0212
中央清掃工場
飛灰養生コンベア補修工事

4600 焼却設備 中央区晴海５－２－１
コンベアベルトの清掃、ローラの交換及び
張り蛇行調整

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月26日まで

随意契約 中央清掃工場
追加
平成22年1月12日

0213
墨田清掃工場
排気復水器インバータ補修
工事

0800 電気工事
墨田区東墨田一丁目１０
番２３号

排気復水器インバータ補修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月15日まで

随意契約 墨田清掃工場
追加
平成22年1月12日

0214
大田清掃工場
ごみバンカゲート補修工事

6300 機械器具設置
大田区京浜島三丁目６番
１号

ごみバンカゲート補修 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月29日まで

指名競争入札 大田清掃工場
追加
平成22年1月12日

0215
板橋清掃工場
１号炉洗煙設備その他補修
工事

4600 焼却設備 板橋区高島平９－４８－１ １号炉洗煙設備その他補修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年2
月2日まで

随意契約 板橋清掃工場
追加
平成22年1月12日

0216
足立清掃工場
Ｎｏ．２計量器改修工事

0800 計装装置
足立区西保木間４－７－
１

Ｎｏ．２計量器改修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月12日まで

随意契約 足立清掃工場
追加
平成22年1月12日

0217
葛飾清掃工場灰溶融コンベ
ヤ設備補修工事

4600 焼却設備 葛飾区水元１－２０－１ 灰溶融コンベヤ減速機その他補修工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月26日まで

随意契約 葛飾清掃工場
追加
平成21年1月14日

0218
港清掃工場
集じん灰搬送コンベヤ取替工
事

4600 焼却設備 港区港南五丁目7番1号 集じん灰搬送コンベヤの取替工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月24日まで

指名競争入札 港清掃工場
追加
平成21年1月14日

0219 電算システム補修工事 5200 計装装置
江東区有明二丁目３番１
０号

ＤＣＳと計装機器の補修・変更及び機能追
加の工事

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月19日まで

随意契約 有明清掃工場
追加
平成22年1月19日

0220
港清掃工場
1号炉ボイラ下部ホッパ耐火
物補修その他工事

4600 焼却設備 港区港南五丁目7番1号
1号ボイラ下部ホッパ耐火物補修その他の
工事

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年2
月12日まで

随意契約 港清掃工場
追加
平成22年1月20日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0221
港清掃工場
洗浄水ポンプ取替工事

4400 ポンプ据付け 港区港南五丁目7番1号 洗浄水ポンプの取替工事 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月25日まで

指名競争入札 港清掃工場

追加
平成22年1月20日
変更
平成22年1月29日

0222
港清掃工場
ごみ・灰クレーン補修工事

7000 起重機 港区港南五丁目7番1号 ケーブルリール等の補修 2009年度第4四半期 契約確定の日から20日間 随意契約 港清掃工場
追加
平成22年1月20日

0223
北清掃工場
ごみクレーンパルス発信機補
修工事

5200 計装装置 北区志茂１－２－３６
ごみクレーンで使用しているパルス発信機
の補修

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月31日まで

随意契約 北清掃工場
追加
平成22年1月20日

0224
足立清掃工場
２号誘引ファン可変速流体継
手補修工事

6300 機械器具設置 足立区西保木間4-7-1
２号焼却炉用誘引ファン可変速流体継手
の補修

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月1日まで

随意契約 足立清掃工場
追加
平成22年1月26日

0225 ホイストクレーン設置工事 6300 機械器具設置 北区志茂１－２－３６ ホイストクレーンの設置 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月31日まで

指名競争入札 北清掃工場
追加
平成22年1月28日

0226
足立清掃工場コンベヤ等安
全対策工事

6300 機械器具設置 足立区西保木間4-7-1 点検口への安全対策用金網設置 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月29日まで

随意契約 足立清掃工場

追加
平成22年2月10日
変更
平成22年2月22日

0227
粗大ごみ破砕処理施設
修理棟シャッター等修繕

0700 建築工事 江東区青海二丁目地先
粗大ごみ破砕処理施設
修理棟シャッター等修繕

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月31日まで

指名競争入札 中防処理施設管理事務所
追加
平成22年2月17日

0228
港清掃工場
3号ボイラ下部ホッパ耐火物
補修その他工事

4600 焼却設備 港区港南五丁目7番1号
3号ボイラ下部ホッパ耐火物補修その他の
工事

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月25日まで

随意契約 港清掃工場
追加
平成22年2月23日

0229
No.2製砂ｽﾗｸﾞ搬送ｺﾝﾍﾞﾔ他
補修工事

6300 機械器具設置
品川区八潮一丁目４番１
号

各機器補修工事
①　No.2製砂スラグ搬送コンベヤ　１基
②　No.2メタル搬送コンベヤ　１基

2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月26日まで

随意契約 品川清掃工場
追加
平成22年2月25日

0230
中防灰溶融施設コンベヤ等
安全対策工事

6300 機械器具設置 江東区青海二丁目地先 点検口への安全対策用金網設置 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月25日まで

随意契約 中防処理施設管理事務所
追加
平成22年3月1日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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平成２１年度工事発注年間計画表

整理番号 件名 業種コード 業種 履行場所 概要 入札予定時期
                   工期
（○○日、○○日間とある場合の日数
は、土日・祝日を除いた日数）

契約方法 発注部署名 備考

0231
中防灰溶融施設 溶融炉天井
耐火物部分補修工事

4600 焼却設備 江東区青海二丁目地先 溶融炉天井耐火物の部分補修 2009年度第4四半期
契約確定の日から平成22年3
月25日まで

随意契約 中防処理施設管理事務所
追加
平成22年3月5日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。（旧住所：江東区夢の島３番地、新住所：江東区夢の島三丁目１番１号）
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