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総務企画局

5031000329 第２庁舎８階廊下壁ほか補修工事           432,300 見積合わせ 内装 00082671 有限会社　総合インテリア創伸 （総企）庁舎管理課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



経済労働局

5031000200 川崎競輪場バックスタンド臨時電話設備工事          399,300 随意契約 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

5031000198 北部市場関連棟排気設備ほか改修工事         2,497,000 見積合わせ 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 北部市場管理課

5031000395 北部市場関連棟３階事務所空調機更新工事           462,000 見積合わせ 空調衛生 00004461 三田調温工業　株式会社 北部市場管理課

5031000450 北部市場水産棟卸売場内土間コンクリート補          330,000 見積合わせ 土木 00053261 有限会社　水野興業 北部市場管理課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



環境局

5031000289 千鳥町地盤沈下観測所空調設備改修工事           137,500 見積合わせ 空調衛生 00005231 八巧機電設備　株式会社 （環）環境対策部環境保全課

5031000177 大師一般環境大気測定局改修工事           550,000 見積合わせ 内装 00051531 株式会社　南信社 環境総合研究所

5031000178 大師一般環境大気測定局電気設備等補修工事        1,661,000 見積合わせ 電気 00033121 川又電機工事　株式会社 環境総合研究所

5031000254 大師測定局電気工事に伴う大師支所ＰＢＸ停           77,000 随意契約 通信 00005161 都築電気　株式会社　川崎営業所環境総合研究所

5031000226 堤根処理センター工場棟１階空調機補修工事          572,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 堤根処理センター

5031000291 堤根処理センター工場棟２階便所汚水配管補        1,210,000 見積合わせ 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 堤根処理センター

5031000297 王禅寺処理センター計量室系統空調機室外機          192,940 見積合わせ 空調衛生 00195941 有限会社　電空サービス 王禅寺処理センター

5031000472 王禅寺処理センター計量室系統空調圧縮機補          335,500 見積合わせ 空調衛生 00195941 有限会社　電空サービス 王禅寺処理センター

5031000236 南部リサイクルセンター１号ペットボトル減        1,166,000 随意契約 機械 00049861 ＪＦＥエンジニアリング　株式会（環）施設部施設整備課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



健康福祉局

ソリッドスクエア西館８階電気工事           135,300 随意契約 電気 サンワテクノ株式会社 （健）総務部庶務課

5031000237 川崎看護専門学校ディープフリーザー・冷蔵          176,000 見積合わせ 電気 00005941 昌栄電設　株式会社 （健）保健所新型コロナワクチン

5031000229 中丸子老人いこいの家２階大広間ＬＥＤベー          640,200 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （健）高齢者在宅サービス課

5031000258 東高津老人いこいの家タイルカーペット貼替          311,300 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

5031000242 野川老人いこいの家ロビー用空調機設置工事          572,000 見積合わせ 空調衛生 00023331 株式会社　研空社 （健）高齢者在宅サービス課

5031000241 有馬老人いこいの家ロビー及び静養室空調機        1,518,000 見積合わせ 空調衛生 00014451 富士工業　株式会社 （健）高齢者在宅サービス課

5031000464 川崎市立看護短期大学冷温水発生器抑制剤投           91,080 随意契約 空調衛生 00027321 テクノ矢崎株式会社　横浜支店 看護短期大学事務局総務学生課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



こども未来局

5031000156 旭町こども文化センター外掲示板補修工事           961,400 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

5031000306 上平間ちびっこ広場滑り台補修工事           123,970 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

5031000159 白山こども文化センター庇補修工事           209,000 見積合わせ 建築 00167831 有限会社　小島産業 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000202 野川こども文化センターパーゴラ設置工事         2,446,400 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

5031000157 宮前平小学校わくわくプラザ２階床補修工事        1,342,000 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

5031000158 新城小学校わくわくプラザ１階空調機補修工        1,443,200 見積合わせ 空調衛生 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000571 田島小学校わくわくプラザ空調補修工事           935,000 見積合わせ 空調衛生 00014451 富士工業　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



まちづくり局

5031000412 川崎駅西口３号デッキほかエキスパンション          154,000 見積合わせ 建築 00043441 関東サッシサービス　株式会社 （ま）市街地整備部地域整備推進

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



建設緑政局

5031000333 稲田多摩川暫定広場改良工事         2,035,000 見積合わせ 造園 00028211 株式会社　大和園 北部都市基盤整備事務所

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



港湾局

5031000300 けい船岸道路Ｆゲート前集水桝補修工事           209,000 見積合わせ 土木 00013051 株式会社　澤田組 川崎港管理センター港営課

5031000225 幹線５号道路福利厚生センター前路面補修工        1,936,000 見積合わせ 土木 00211771 海月興業　株式会社 川崎港管理センター港営課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



川崎区役所

5031000199 教育文化会館超低温冷凍庫等専用電源改修工          198,000 見積合わせ 電気 00005941 昌栄電設　株式会社 （川）まちづくり推進部生涯学習

5031000427 川崎区役所大師支所ＶＣＢほか電気工作物設        1,507,000 見積合わせ 電気 00009691 日出麿電工　株式会社 （川）大師区民Ｃ

5031000204 教育文化会館１階イベントＣ間仕切り補修工          330,000 見積合わせ 建築 00009931 株式会社　佐藤工務店 （川）まちづくり推進部生涯学習

5031000221 教育文化会館４階冷温水管漏水補修工事           198,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （川）まちづくり推進部生涯学習

5031000304 教育文化会館消防用設備補修工事           326,018 見積合わせ 消防 00040281 株式会社　綜合防災 （川）まちづくり推進部生涯学習

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



幸区役所

5031000585 日吉合同庁舎配電回路補修工事           176,000 見積合わせ 電気 00115021 板橋電気工事　株式会社 （幸）日吉出張所

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



中原区役所

5031000354 等々力緑地内雨水排水改良工事         1,303,500 見積合わせ 土木 00039811 株式会社　織戸組 （中）道路公園センター管理課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



高津区役所

5031000179 高津市民館ディープフリーザー冷蔵庫専用電          198,000 見積合わせ 電気 00005941 昌栄電設　株式会社 （高）まちづくり推進部生涯学習

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



宮前区役所

5031000222 宮前市民館児童室コンセント補修工事            74,800 見積合わせ 電気 00021551 有限会社　阿部電気商会 （宮）まちづくり推進部生涯学習

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



多摩区役所

5031000330 多摩区総合庁舎空調用冷温水配管補修工事         1,012,000 見積合わせ 空調衛生 00006141 本田工業　株式会社 （多）まちづくり推進部総務課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



麻生区役所

5031000256 片平公園広場排水補修工事           935,000 見積合わせ 造園 00022121 株式会社　横山造園 （麻）道路公園センター管理課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



消防局

5031000409 幸消防署加瀬出張所給湯器補修工事         2,255,000 見積合わせ 空調衛生 00215041 株式会社　オーソリティー空調 （消）総務部施設装備課

5031000223 幸消防署加瀬出張所給湯循環ポンプ補修工事          220,000 見積合わせ 空調衛生 00215041 株式会社　オーソリティー空調 （消）総務部施設装備課

5031000233 幸消防署オーバードア補修工事         1,139,270 随意契約 建具 00018421 文化シヤッター　株式会社　川崎（消）総務部施設装備課

5031000451 幸消防署平間出張所食堂空調機ほか補修工事        1,166,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （消）総務部施設装備課

5031000266 消防局総合庁舎照明器具補修工事           209,000 見積合わせ 電気 00005241 秋山商事　株式会社 （消）総務部施設装備課

5031000308 川崎消防署小田出張所オーバードア補修工事          801,350 随意契約 建具 00018421 文化シヤッター　株式会社　川崎（消）総務部施設装備課

5031000232 多摩消防署オーバードア補修工事           875,380 随意契約 建具 00018421 文化シヤッター　株式会社　川崎（消）総務部施設装備課

5031000307 中原消防署苅宿出張所給水管補修工事         1,320,000 見積合わせ 空調衛生 00215041 株式会社　オーソリティー空調 （消）総務部施設装備課

5031000234 臨港消防署千鳥町出張所コンセント盤ほか補          645,700 見積合わせ 電気 00013561 株式会社　菊池電業社 （消）総務部施設装備課

軽 易 工 事 執 行 状 況 報 告 書

頁

契約番号

1

件　　　　　名 金　　　額 契約方法 業　種 業者コード 業　　者　　名 予算執行課

第１四半期 （単位　　円）のみ



教育委員会

5031000407 総合教育センター東側自動ドア修繕工事           627,000 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

5031000328 ゆうゆう広場多摩テラス屋根改修工事           435,600 見積合わせ 建築 00015911 株式会社　北島工務店 総合教育センター総務室

5031000267 南加瀬中学校１階教育相談室空調機設置工事          513,700 見積合わせ 空調衛生 00101881 有限会社　福和テック （教）教育環境整備推進室

5031000341 東生田小学校　４階収納棚ほか設置工事           814,000 見積合わせ 内装 00016801 東生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000253 野川中学校防犯カメラ設置工事         1,629,100 見積合わせ 通信 00013411 稲田電機　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000230 稲田小学校　プール用給水ポンプ補修工事         1,826,000 見積合わせ 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

5031000363 稲田小学校　ガス警報盤補修工事           285,120 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

5031000384 稲田小学校　給水栓蓋補修工事           147,400 見積合わせ 建築 00016801 東生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000182 下沼部小学校　受水槽給水管漏水補修工事           220,000 見積合わせ 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 （教）教育環境整備推進室

5031000231 下布田小学校　１Ｆ職員室系給湯器補修工事          158,400 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

5031000245 下沼部小学校　給食室網戸補修工事           121,000 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

5031000434 下平間小学校　多目的室分電室ほか補修工事          107,800 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

5031000228 宮前平中学校プール給水バルブ補修工事           184,800 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

5031000252 玉川中学校１年Ｃ組教室照明設備補修工事           405,790 見積合わせ 電気 00063141 有限会社　平間電気設備 （教）教育環境整備推進室

5031000309 久本小学校　体育館汚水排水補修工事         1,265,000 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

5031000155 向丘中学校　プールろ過装置ろ過タンク補修          550,000 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

5031000197 栗木台小学校非常階段補修工事           974,050 見積合わせ 建築 00036601 菅生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000216 御幸小学校　給食室給湯器補修工事           117,700 見積合わせ 空調衛生 00013881 上田動力工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000224 向丘小学校第２グランドトイレ大便器補修工        1,760,000 見積合わせ 空調衛生 00016471 株式会社　高村工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000337 戸手小学校　電磁石錠補修工事           214,500 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
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5031000398 古市場小学校　ガス警報器盤補修工事           282,700 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

5031000195 高津小学校飲料用給水ポンプ補修工事         2,495,900 見積合わせ 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

5031000238 小倉小学校　照明器具その他補修工事           230,450 見積合わせ 電気 00063141 有限会社　平間電気設備 （教）教育環境整備推進室

5031000244 住吉小学校　校内排水管補修工事           797,500 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

5031000481 小倉小学校　４年１組・２組電灯回路補修工          181,500 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

5031000171 西高津中学校　プール排水系統ほか漏水等補        1,459,700 見積合わせ 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

5031000217 西御幸小学校　外部時計補修工事           632,500 見積合わせ 電気 00012951 株式会社　山室電機 （教）教育環境整備推進室

5031000218 菅中学校スプリンクラー補修工事           137,500 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

5031000219 西生田中学校スプリンクラー補修工事           894,300 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

5031000269 新作小学校　テレビ放送設備ＯＦＤＭ変調器          698,500 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

5031000274 西菅小学校　校庭スピーカー補修工事           503,800 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

5031000345 西野川小学校　スプリンクラー補修工事           119,900 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

5031000393 西御幸小学校　正門補修工事           180,400 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

5031000273 大島小学校　電気時計設備補修工事           458,700 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

5031000176 塚越中学校　プールシャワー系統バルブ補修          220,000 見積合わせ 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 （教）教育環境整備推進室

5031000251 中野島小学校　散水用ポンプ補修工事         2,090,000 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

5031000152 南大師中学校　スプリンクラー補修工事           295,900 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

5031000192 田島支援学校桜校　給食室排水管補修工事         1,419,000 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

5031000227 東小田小学校　体育館舞台裏雨漏り補修工事        2,497,000 見積合わせ 塗装 00013961 株式会社　山口塗装 （教）教育環境整備推進室

5031000262 田島小学校　校内テレビ設備補修工事           763,400 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
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5031000271 東門前小学校　給食室給湯器補修工事           176,000 見積合わせ 空調衛生 00013881 上田動力工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000277 南生田小学校　音楽室空調機補修工事           642,400 見積合わせ 空調衛生 00013411 稲田電機　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000279 東柿生小学校　給食室給湯配管ほか補修工事          234,238 見積合わせ 空調衛生 00017751 有限会社　原島工業所 （教）教育環境整備推進室

5031000295 南河原中学校屋外トイレ扉他補修工事         1,436,600 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

5031000361 南河原中学校　ＴＶ受信システム補修工事           396,000 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

5031000194 白幡台小学校給食室系統ＡＳＶ補修工事           469,810 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

5031000272 平間小学校　給食室給湯管補修工事         2,194,500 見積合わせ 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 （教）教育環境整備推進室

5031000278 富士見中学校　部室前埋設給水管漏水補修工          374,000 見積合わせ 空調衛生 00009911 協伸工業　有限会社 （教）教育環境整備推進室

5031000248 野川小学校　事務センター空調機補修工事           731,500 見積合わせ 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

5031000301 有馬中学校昇降口前雨水配管補修工事           523,600 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

5031000310 菅生小学校　校庭バスケットゴール撤去工事          359,700 見積合わせ とび土工 00020931 株式会社　浦野工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000486 東高津小学校　消防設備補修工事           124,300 見積合わせ 消防 00017171 高橋防災　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000180 宮崎中学校　３階多目的ホール間仕切設置工        1,853,500 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
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