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経済労働局

5021000299 バンク内芝生改修工事         1,760,000 見積合わせ 造園 00016831 ダイシ造園　株式会社 （経）公営事業部総務課

5021000194 川崎競輪場中央門棟外壁補修工事         2,449,700 見積合わせ 建築 00035491 三王建設　株式会社 （経）公営事業部総務課

5021000243 川崎競輪場電話ＬＡＮ設備改修工事           437,690 見積合わせ 通信 00027461 神田通信機　株式会社　横浜支店（経）公営事業部総務課

5021000248 川崎競輪場衛生設備改修工事           635,800 見積合わせ 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 （経）公営事業部総務課

5021000206 北部市場青果棟３階東側通路建具他補修工事        1,065,900 見積合わせ 建築 00020691 株式会社　衣鳩工務店 北部市場管理課

5021000215 北部市場青果棟冷温水ポンプＣＨＰ－１交換          819,500 見積合わせ 空調衛生 00051461 鹿島環境設備　株式会社 北部市場管理課

5021000234 北部市場青果棟中庭一部分外壁補修工事         1,925,000 見積合わせ 塗装 00013831 株式会社　神奈川商会 北部市場管理課

5021000282 北部市場水産棟№４５－８０店舗間共用鋼製          126,500 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 北部市場管理課

5021000297 北部市場西側２号棟ベランダガラス補修工事          693,000 見積合わせ 建具 00043441 関東サッシサービス　株式会社 北部市場管理課
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環境局

5021000358 堤根処理センター５階空調設備補修工事         1,430,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （環）施設部施設整備課

入江崎クリーンセンター№２スクリュープレ          440,000 随意契約 機械 山田工業株式会社 （環）施設部処理計画課
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健康福祉局

5021000154 南河原老人いこいの家駐輪スペース土間補修        1,210,000 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 （健）高齢者在宅サービス課

5021000171 麻生老人福祉センター外壁タイル補修工事           892,100 見積合わせ 建築 00015911 株式会社　北島工務店 （健）高齢者在宅サービス課

5021000228 川崎市北部リハビリテーションセンターＲＢ        2,162,600 見積合わせ 空調衛生 00004461 三田調温工業　株式会社 （健）障害保健福祉部障害計画課

5021000223 かわさき北部斎苑管理棟遺体保管庫結露対策        1,925,000 見積合わせ 空調衛生 00004461 三田調温工業　株式会社 （健）施設課
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こども未来局

5021000269 地域子育て支援センターみなみゆりがおか全        1,227,886 見積合わせ 電気 00005461 有限会社　石野電気柿生店 （こ）保育事業部運営管理課

5021000189 南河原こども文化センター階段室手摺等設置        1,386,000 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （こ）こども未来局青少年支援室

5021000199 長尾ちびっこ広場ほか遊具撤去工事           365,200 見積合わせ 建築 00223461 ヒデコウ　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

5021000185 旧二子留守家庭児ホール玄関ドアほか補修工          255,200 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （こ）こども未来局青少年支援室

5021000179 菅生小学校わくわくプラザ玄関扉補修工事           955,900 見積合わせ 建築 00036601 菅生建設　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

5021000235 平保育園玄関前照明補修工事           183,700 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （こ）子育て推進部保育所整備課

5021000250 平保育園記帳室トイレ他補修工事         1,419,000 見積合わせ 建築 00223461 ヒデコウ　株式会社 （こ）子育て推進部保育所整備課
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まちづくり局

5021000381 令和２年度登戸土地区画整理事業仮設住宅等          236,500 随意契約 建築 00003471 株式会社　システムハウスアール登戸区画整理事務所

5021000382 令和２年度登戸土地区画整理事業仮設住宅等           44,000 随意契約 建築 00003471 株式会社　システムハウスアール登戸区画整理事務所
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建設緑政局

5021000283 麻生区内都市計画道路菅早野線道路改良（側        2,475,000 見積合わせ 土木 00019091 株式会社　三秀 北部都市基盤整備事務所

5021000246 宇奈根駐車場ほか管理小屋設置工事         2,475,000 見積合わせ 建築 00012841 株式会社　トビキク （建）緑政部多摩川施策推進課

5021000229 上平間サッカー場ほかサッカーゴール設置工        1,980,000 見積合わせ 造園 00025331 森田建材　株式会社 （建）緑政部多摩川施策推進課

5021000286 瀬田ピクニック広場補修工事         2,497,000 見積合わせ 造園 00022621 鈴木緑化建設　株式会社 （建）緑政部多摩川施策推進課

5021000287 多摩川緑地下沼部地区広場補修工事         2,420,000 見積合わせ 造園 00025331 森田建材　株式会社 （建）緑政部多摩川施策推進課

5021000289 多摩川緑地中丸子地区土砂撤去工事         2,475,000 見積合わせ 造園 00013061 丸和建設　株式会社 （建）緑政部多摩川施策推進課

5021000290 多摩川緑地鈴木町地区土砂撤去工事         2,475,000 見積合わせ 造園 00004671 株式会社　ＫＥＩＨＩＮ （建）緑政部多摩川施策推進課
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港湾局

5021000232 東扇島西公園仮越境防止柵移設工事         2,112,000 見積合わせ 土木 00009931 株式会社　佐藤工務店 川崎港管理センター港営課
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川崎区役所

5021000210 教育文化会館外壁補修工事           220,000 見積合わせ 建築 00051531 株式会社　南信社 （川）まちづくり推進部生涯学習

5021000247 桜川球場人工芝補修工事           279,400 見積合わせ 造園 00008861 川崎緑土　株式会社 （川）道路公園センター管理課
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幸区役所

5021000182 幸市民館ホール舞台床部分補修工事         1,446,500 見積合わせ 建築 00022091 榎本工務店 （幸）まちづくり推進部生涯学習
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高津区役所

5021000195 末長高之面公園バスケットゴール更新工事         1,158,300 見積合わせ 造園 00048981 有限会社　三田植木 （高）道路公園センター管理課
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宮前区役所

5021000188 宮前図書館自動ドア装置補修工事           275,000 見積合わせ 建具 00101531 扶桑電機工業　株式会社 （宮）まちづくり推進部生涯学習

5021000213 宮前市民館吸収冷温水機冷媒ポンプ補修工事        1,067,000 随意契約 空調衛生 00050721 株式会社　日立ビルシステム　横（宮）まちづくり推進部生涯学習
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消防局

5021000323 高津消防署梶ヶ谷出張所汚水排水管補修工事          418,000 随意契約 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （消）総務部施設装備課

5021000336 幸区遠藤町４１番２防火水槽縁塊補修工事           913,000 見積合わせ 土木 00004301 株式会社　ロードカワサキ （消）総務部施設装備課

5021000324 消防局幸公舎畳補修工事           264,000 見積合わせ 建築 00020691 株式会社　衣鳩工務店 （消）総務部施設装備課

中原消防署電気給湯器圧縮機補修工事         2,464,000 随意契約 空調衛生 00162032 株式会社　日本サーモエナー　横（消）総務部施設装備課
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教育委員会

5021000341 教育会館仮設電源増量工事           440,000 見積合わせ 軽微 00000611 株式会社　坂口ビルクリーン 総合教育センター総務室

5021000332 総合教育センター地下１階汚水槽内給水管補          998,800 見積合わせ 空調衛生 00046851 株式会社　伸栄工事 総合教育センター総務室

5021000160 下小田中小学校２階４年生教室照明補修工事        1,903,000 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室

5021000405 下布田小学校テレビ共聴設備補修工事           110,000 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000276 金程中学校校庭屋外時計設備補修工事           548,900 見積合わせ 電気 00033161 アイ通信工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000288 久本小学校プール排水補修工事           303,600 見積合わせ 空調衛生 00038971 有限会社　中水工業 （教）教育環境整備推進室

5021000342 宮前小学校　スプリンクラー系統給水管漏水        1,595,000 随意契約 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 （教）教育環境整備推進室

5021000414 宮前平中学校　排水管補修工事           123,200 見積合わせ 空調衛生 00030071 日東工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000292 今井中学校１階ホール照明器具設備補修工事          116,600 見積合わせ 電気 00033161 アイ通信工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000294 住吉中学校正門門扉他補修工事         2,497,000 見積合わせ 建築 00020691 株式会社　衣鳩工務店 （教）教育環境整備推進室

5021000192 川崎小学校ＡＳＶ補修工事           576,180 随意契約 空調衛生 00052191 東京瓦斯　株式会社　エネルギー（教）教育環境整備推進室

5021000236 西梶ヶ谷小学校５年１組教室照明補修工事           326,700 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室

5021000261 西高津中学校スプリンクラー補修工事           524,700 随意契約 空調衛生 00017051 ヒドロ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000278 西野川小学校受水槽揚水管及びポンプ補修工        1,870,000 見積合わせ 空調衛生 00038971 有限会社　中水工業 （教）教育環境整備推進室

5021000295 西高津中学校スプリンクラー配管漏水補修工          368,500 随意契約 空調衛生 00038971 有限会社　中水工業 （教）教育環境整備推進室

5021000369 菅中学校時計設備補修工事           335,500 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000360 大谷戸小学校　ＬＰガス配管補修工事           237,501 見積合わせ 軽微 00038991 株式会社　フクリン （教）教育環境整備推進室

5021000217 中野島小学校塔時計補修工事           324,500 見積合わせ 電気 00013411 稲田電機　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000262 南加瀬中学校　職員玄関扉補修工事           178,200 見積合わせ 建具 00043441 関東サッシサービス　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000263 日吉中学校　プロパン庫補修工事           929,500 見積合わせ 建築 00020691 株式会社　衣鳩工務店 （教）教育環境整備推進室
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教育委員会

5021000318 田島中学校階段照明設置工事           209,000 見積合わせ 電気 00033121 川又電機工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000320 日吉中学校校庭スピーカー設備他補修工事           244,200 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000329 白鳥中学校テレビ共聴設備補修工事           128,700 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000274 平間中学校体育館舞台照明設備補修工事           564,300 見積合わせ 電気 00033161 アイ通信工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000302 富士見中学校ドライピット仮設ポンプ設置工          209,000 随意契約 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000231 野川小学校１・２階障害者用衛生設備補修工          499,400 見積合わせ 空調衛生 00038971 有限会社　中水工業 （教）教育環境整備推進室

5021000196 臨港中学校テレビ放送設備ＯＦＤＭ変調器補          810,700 見積合わせ 通信 00033121 川又電機工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000219 聾学校厨房フードほか補修工事         1,529,000 見積合わせ 空調衛生 00006141 本田工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000220 聾学校給食室天井補修工事         2,494,690 見積合わせ 建築 00026671 藤光建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5021000221 聾学校給食室照明器具ほか補修工事         2,063,600 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室

5021000226 宮崎中学校多目的室照明ほか改修工事         1,909,600 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室

5021000275 宮崎中学校３階普通教室（旧多目的室）空調          990,000 見積合わせ 空調衛生 00019891 株式会社　稲田水道工務店 （教）教育環境整備推進室
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第１四半期 （単位　　円）のみ


