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総務企画局

5031000247 第３庁舎冷却水処理装置更新工事           984,280 随意契約 機械 00047211 東西化学産業株式会社　東京支店（総企）庁舎管理課

5031000332 第３庁舎１階警備員控室ほか空調機取替工事        1,298,000 見積合わせ 空調衛生 00021551 有限会社　阿部電気商会 （総企）庁舎管理課

5031000463 第３庁舎１４階バルコニー電気錠補修工事           396,000 見積合わせ 建具 00043441 関東サッシサービス　株式会社 （総企）庁舎管理課

5031000507 第３庁舎８階電算機室４パッケージエアコン          121,000 見積合わせ 空調衛生 00182041 ダイキン工業　株式会社 （総企）庁舎管理課

5031000588 第２庁舎高架水槽漏水補修工事           440,000 見積合わせ 空調衛生 00030721 株式会社　ミズモリ （総企）庁舎管理課

5031000738 第２庁舎７階ほか蛍光灯安定器交換工事           269,500 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （総企）庁舎管理課

5031000806 第３庁舎南側倉庫ガラス交換工事           198,000 見積合わせ ガラス 00004081 有限会社　渡辺ガラス店 （総企）庁舎管理課

5031001198 第３庁舎１階守衛室空調機取替工事           520,300 見積合わせ 空調衛生 00014451 富士工業　株式会社 （総企）庁舎管理課

5031000437 第４庁舎選挙管理委員会事務局間仕切り変更        1,185,800 見積合わせ 建築 00082671 有限会社　総合インテリア創伸 （総企）庁舎管理課
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市民文化局

5031000288 川崎市民プラザ　プレイロット遊具新設工事        2,486,000 見積合わせ 軽微 00019791 株式会社　グリーンスポーツ （市）市民生活部企画課

5031001123 川崎市民プラザ　プール天井補修工事         2,420,000 見積合わせ 建築 00036601 菅生建設　株式会社 （市）市民生活部企画課

5031000716 川崎市国際交流センターアプローチ広場カメ        1,057,100 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （市）多文化共生推進課

5031000634 川崎市平和館屋内広場デジタル受信機等補修        1,180,960 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 平和館

5031000833 川崎市岡本太郎美術館シャッター補修工事         1,930,500 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 岡本太郎美術館

5031000314 生田出張所無線ＬＡＮ工事           675,400 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （市）区政推進課

5031001095 多摩区役所生田出張所かわさきＷｉ－Ｆｉ設          347,820 随意契約 通信 00027491 東日本電信電話　株式会社 （市）区政推進課
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経済労働局

5031001111 浅野町工場会館　第３会議室漏水補修工事に          184,800 見積合わせ 防水 00034351 株式会社　互幸ワークス （経）産業振興部工業振興課

5031000435 川崎市産業振興会館　１階ホール照明（水銀        1,867,800 見積合わせ 電気 00013561 株式会社　菊池電業社 （経）産業振興部工業振興課

5031000510 川崎市産業振興会館　３階内装工事について        2,310,000 見積合わせ 内装 00051531 株式会社　南信社 （経）産業振興部工業振興課

5031000313 小向会館熱風消毒保管庫更新工事         1,529,000 見積合わせ 空調衛生 00002741 日本調理機　株式会社　横浜営業（経）公営事業部総務課

5031000257 西スタンド及び選手管理棟エレベーターその        1,867,800 随意契約 機械 00029951 フジテック　株式会社　横浜支店（経）公営事業部総務課

5031000459 川崎競輪場選手管理棟トレーニング室空調設          202,400 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

5031000704 川崎競輪場審判塔及びすずらん灯設備改修工          990,000 見積合わせ 建築 00013521 株式会社　吉忠工務所 （経）公営事業部総務課

5031000757 川崎競輪場バンク走路緊急補修工事           396,000 随意契約 舗装 00021931 東亜道路工業　株式会社　横浜支（経）公営事業部総務課

5031000367 中央卸売市場北部市場水産棟４工区側溝工事          242,000 見積合わせ 建築 00013741 シンヨー　株式会社 北部市場管理課

5031000331 北部市場定温倉庫冷却設備交換工事         2,499,998 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

5031000339 北部市場関連棟蓄電池交換工事         2,497,000 見積合わせ 電気 00040801 島田電設工業　株式会社 北部市場管理課

5031000350 北部市場水産棟内鳥害対策工事         1,631,300 見積合わせ 軽微 00025071 株式会社　ジンダイ 北部市場管理課

5031000378 北部市場青果棟屋上植栽地防草シート敷設工        1,922,800 見積合わせ 造園 00022621 鈴木緑化建設　株式会社 北部市場管理課

5031000430 北部市場関連棟天窓ガラスほか補修工事           601,700 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 北部市場管理課

5031000431 北部市場水産棟店舗ほかシャッター補修工事          448,580 見積合わせ 建具 00018421 文化シヤッター　株式会社　川崎北部市場管理課

5031000583 北部市場水産棟・青果棟３階他アルミ扉補修        2,499,200 見積合わせ 建具 00020691 株式会社　衣鳩工務店 北部市場管理課

5031000692 北部市場水産棟スロープ下シャワー室ほか内          759,000 見積合わせ 建築 00051531 株式会社　南信社 北部市場管理課

5031000790 北部市場関連商品売場棟№３５店舗盤改修工          170,500 見積合わせ 電気 00010891 住吉電機　株式会社 北部市場管理課

5031000870 北部市場水産棟南側通路補修工事         2,315,170 見積合わせ 土木 00036601 菅生建設　株式会社 北部市場管理課

5031000967 北部市場水産棟№２０店舗ほかシャッター補        1,179,860 見積合わせ 建具 00018421 文化シヤッター　株式会社　川崎北部市場管理課
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経済労働局

5031001029 北部市場青果棟廻りアスファルト陥没補修工          478,500 見積合わせ 土木 00053261 有限会社　水野興業 北部市場管理課

5031001090 北部市場新１号棟冷凍機インバーター・モニ        2,440,298 見積合わせ 空調衛生 00015011 株式会社　ニチレイ・ロジスティ北部市場管理課

5031001227 北部市場管理棟冷温水発生機（ＲＢ－２）補          143,000 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

5031000584 地方卸売市場南部市場守衛室裏囲障設置工事        2,132,350 見積合わせ 土木 00021161 株式会社　鳶姫 北部市場管理課
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環境局

5031000868 堤根処理センター共通煙道排ガス分析計ＳＯ          517,000 随意契約 電気 00162851 富士電機　株式会社　新横浜サー堤根処理センター

5031000473 王禅寺処理センター２号炉ブロー配管補修工          385,000 見積合わせ 機械 00017761 株式会社　笠倉工業 王禅寺処理センター

5031000851 浮島埋立事業所管理棟１階控室空調設備設置          668,976 見積合わせ 空調衛生 00024831 有限会社　菱沼工業所 （環）施設部施設整備課

5031000992 かわさきエコ暮らし未来館空調設備緊急補修        2,497,000 随意契約 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （環）施設部施設整備課

5031000235 加瀬クリーンセンター１系ごみ圧縮機油圧シ        1,870,000 随意契約 機械 00014321 三菱重工環境・化学エンジニアリ（環）施設部施設整備課

5031000458 宮前生活環境事業所事務所棟２階浴室１照明          306,900 見積合わせ 電気 00023201 光和電機　株式会社 （環）施設部施設整備課

5031000987 宮前生活環境事業所避難口誘導灯その他補修          190,300 見積合わせ 消防 00010651 株式会社　川崎防災 （環）施設部施設整備課

5031000449 川崎生活環境事業所事務所棟２階空調設備補        1,826,000 見積合わせ 空調衛生 00006141 本田工業　株式会社 （環）施設部施設整備課

5031000509 川崎生活環境事業所フェンス基礎補修工事           682,000 見積合わせ 建築 00015031 正宗産業　株式会社 （環）施設部施設整備課

5031000805 中原生活環境事業所階段手摺設置工事           297,000 見積合わせ 建築 00023631 有限会社　さくら建設 （環）施設部施設整備課

5031000808 中原生活環境事業所風除室自動ドアガラス補          341,000 見積合わせ 建具 00044781 サンヨウ窓建　株式会社 （環）施設部施設整備課

5031001000 入江崎クリーンセンター投入場出口シャッタ          575,300 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （環）施設部施設整備課

5031000683 堤根余熱利用市民施設火災受信機補修工事           660,000 見積合わせ 消防 00023221 株式会社　赤塚防災設備 （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２四半期 （単位　　円）のみ



健康福祉局

5031000754 市立看護短期大学体育館分電盤回路等補修工          935,000 見積合わせ 電気 00014811 協成電気　株式会社 （健）保健所新型コロナワクチン

5031000755 市立看護短期大学体育館空調等工事         2,471,513 見積合わせ 空調衛生 00046851 株式会社　伸栄工事 （健）保健所新型コロナワクチン

5031000399 宮前老人福祉センタートイレタイル補修工事        1,372,360 見積合わせ 建築 00007301 株式会社　フューモ （健）高齢者在宅サービス課

5031000496 高津老人福祉・地域交流センター自動ドア装        1,634,600 見積合わせ 建具 00223461 ヒデコウ　株式会社 （健）高齢者在宅サービス課

5031000240 上作延老人いこいの家給水管補修（漏水補修        1,460,800 見積合わせ 空調衛生 00006231 有限会社　さかい管工 （健）高齢者在宅サービス課

5031000347 有馬老人いこいの家浴室タイル補修工事           770,000 見積合わせ 建築 00007301 株式会社　フューモ （健）高齢者在宅サービス課

5031000662 特別養護老人ホームこだなか　外構等修繕工        1,727,000 見積合わせ 建築 00006251 株式会社　春日建設 （健）長寿社会部高齢者事業推進

5031000663 特別養護老人ホームこだなか　給水装置漏水          454,300 見積合わせ 空調衛生 00053651 荻原住宅設備機器　株式会社 （健）長寿社会部高齢者事業推進

5031000691 柿生学園光庭散水栓水漏れ他補修工事         1,196,800 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （健）障害者施設指導課

5031000935 柿生学園高圧設備補修工事         1,980,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （健）障害者施設指導課

5031000568 中部リハビリテーションセンター外構床タイ          242,000 見積合わせ 建築 00016661 株式会社　興建 （健）障害者施設指導課

5031000843 中部リハビリテーションセンターほか１か所        2,068,000 見積合わせ 建築 00006251 株式会社　春日建設 （健）障害者施設指導課

5031000749 ＪＲ武蔵中原駅連絡歩道橋下天井照明補修工          284,900 見積合わせ 電気 00012951 株式会社　山室電機 （健）施設課

5031000470 川崎看護専門学校冷温水発生機部品交換工事          372,710 見積合わせ 空調衛生 00027321 テクノ矢崎株式会社　横浜支店 （健）施設課

5031000500 川崎市総合福祉センター植栽内ポール灯ほか        1,244,100 見積合わせ 電気 00012951 株式会社　山室電機 （健）施設課

5031000789 動物愛護センター空調室内機Ｖベルト交換工           62,700 見積合わせ 空調衛生 00045751 株式会社　富士設備 （健）施設課

5031000432 中原歯科保健センター管理人室空調設備更新          310,200 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （健）施設課

5031000660 川崎市立看護短期大学給湯室電気瞬間湯沸器          198,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 看護短期大学事務局総務学生課

5031000929 川崎市立看護短期大学地下１階階段床補修工          341,000 見積合わせ 建築 00026671 藤光建設　株式会社 看護短期大学事務局総務学生課

5031001003 川崎市立看護短期大学家庭看護実習室畳交換          158,950 見積合わせ 内装 00015921 田邉畳店 看護短期大学事務局総務学生課
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こども未来局

5031000877 小田こども文化センター学習室及び図書室用          563,200 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

5031001009 渡田こども文化センター遊戯室・図書室空調          726,000 随意契約 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

5031000610 宮前平小学校わくわくプラザ２階空調機等設          627,000 見積合わせ 空調衛生 00023331 株式会社　研空社 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000906 下沼部小学校わくわくプラザ１階用空調機補          352,000 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

5031000855 宿河原小学校わくわくプラザ２階照明設備補          214,500 見積合わせ 電気 00005941 昌栄電設　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000878 小田小学校わくわくプラザ１階用空調機補修          437,800 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

5031000913 上丸子小学校わくわくプラザ空調機補修工事          352,000 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

5031000621 生田小学校わくわくプラザ１階プレイルーム          517,000 見積合わせ 空調衛生 00023331 株式会社　研空社 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000939 殿町小学校わくわくプラザ事務室空調機補修          658,900 見積合わせ 空調衛生 00005941 昌栄電設　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000723 稗原小学校わくわくプラザ１階、２階空調機        2,469,500 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

5031000887 末長小学校Ｂ棟１階わくわくプラザ空調機補        1,031,800 随意契約 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000710 黒川青少年野外活動センター２階宿泊室空調        2,420,000 見積合わせ 空調衛生 00004461 三田調温工業　株式会社 （こ）こども未来局青少年支援室

5031000380 青少年の家イベントホール電動ブラインド補        2,499,750 見積合わせ 建築 00020931 株式会社　浦野工務店 （こ）こども未来局青少年支援室
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まちづくり局

5031000839 令和３年度登戸土地区画整理事業仮設住宅等           88,000 見積合わせ 建築 00007781 株式会社　オービス　東京営業所登戸区画整理事務所

5031000841 令和３年度登戸土地区画整理事業仮設住宅等          440,000 随意契約 建築 00007781 株式会社　オービス　東京営業所登戸区画整理事務所

5031000259 ＪＲ武蔵小杉駅横須賀線口接続通路照明改修        2,010,568 見積合わせ 電気 00016591 株式会社　丸井電設 （ま）交通政策室

5031000776 川崎駅北口通路エレベーター昇降路補修工事          132,000 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
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建設緑政局

5031000703 主要地方道幸多摩線歩道照明設置等工事         1,523,500 見積合わせ 電気 00019011 株式会社　坂下電業社 （建）道路河川整備部道路施設課

5031000270 宮前平駅周辺自転車等駐車場第３施設他２箇        1,617,000 見積合わせ 電気 00023641 有限会社　深谷電気工事 北部都市基盤整備事務所

5031000411 二ヶ領本川一本圦堰代替ポンプ施設補修工事          330,000 見積合わせ 機械 00021021 株式会社　エンドーエンジニアリ（建）道路河川整備部河川課

5031000478 長尾水門補修工事         2,494,000 随意契約 機械 00041511 大同機工　株式会社　横浜営業所（建）道路河川整備部河川課

5031000676 かわさき多摩川ふれあいロード（上平間地区          970,200 見積合わせ 塗装 00004671 株式会社　ＫＥＩＨＩＮ （建）緑政部多摩川施策推進課

5031001237 夢見ヶ崎動物公園防犯カメラ設置工事           593,670 見積合わせ 電気 00063141 有限会社　平間電気設備 夢見ヶ崎動物公園

5031000528 宮前平こども公園ハンドホール改修工事           203,500 見積合わせ 電気 00023641 有限会社　深谷電気工事 （建）緑政部みどりの保全整備課
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港湾局

5031000989 千鳥町船客ターミナル宿泊室エアコン取付工          264,000 見積合わせ 空調衛生 00045751 株式会社　富士設備 川崎港管理センター港湾管理課

5031000504 浮島受付事務所浄化槽上水排水ポンプ補修工          159,500 見積合わせ 空調衛生 00005241 秋山商事　株式会社 川崎港管理センター港湾管理課

5031000827 荷さばき地等ガードパイプ補修工事         1,199,000 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

5031000474 港湾道路鉄路周り舗装補修工事           862,400 見積合わせ 土木 00018671 株式会社　由貴工務店 川崎港管理センター港営課

5031000506 海底トンネル換気所消火栓補修工事           649,000 見積合わせ 消防 00053631 ミツハマ防災設備　株式会社 川崎港管理センター港営課

5031000664 浮島ふ頭用地関連門扉等維持補修工事         1,947,000 見積合わせ 土木 00021021 株式会社　エンドーエンジニアリ川崎港管理センター整備課

5031000275 南渡田地区１１’’号陸閘補修工事         1,870,000 見積合わせ 鋼構造物 00219571 あすなろテック　株式会社 川崎港管理センター整備課

5031000334 ガントリークレーン２号機風向風速計監視モ          590,700 随意契約 通信 00048991 光進電気工業　株式会社 川崎港管理センター設備課

5031000718 川崎港コンテナターミナル照明設備ほか補修        2,346,300 見積合わせ 電気 00013261 株式会社　光陽電業社 川崎港管理センター設備課

5031000697 川崎港コンテナターミナル仮設管理小屋通信          429,000 見積合わせ 通信 00005941 昌栄電設　株式会社 川崎港管理センター港営課

5031000515 外貿８号道路路面補修工事           418,000 見積合わせ 土木 00017671 加藤土建　株式会社 川崎港管理センター港営課

5031000849 幹線５号道路表層剥離部補修工事（７月豪雨          517,000 見積合わせ 土木 00017371 株式会社　石塚土木 川崎港管理センター港営課
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臨海部国際戦略本部

5031000362 市道大師河原４号線道路予定地整備工事         2,475,000 見積合わせ 土木 00006241 有限会社　一興業 臨海部国際戦略本部拠点整備推進
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川崎区役所

5031000814 浜川崎駅周辺自転車等駐車場第１施設補修工        1,430,000 見積合わせ 土木 00004671 株式会社　ＫＥＩＨＩＮ （川）道路公園センター管理課

5031000613 教育文化会館４階空調機補修工事           187,000 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

5031000835 教育文化会館冷却塔Ｎｏ．２排水弁補修工事          184,800 見積合わせ 空調衛生 00004991 株式会社　エバジツ （川）まちづくり推進部生涯学習

5031001119 教育文化会館ＲＦ給水管補修工事           159,500 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

5031000436 小田公園じゃぶじゃぶ池スライダー補修工事        2,499,750 見積合わせ 造園 00050731 オリンピア建設　株式会社 （川）道路公園センター管理課

5031000494 浜町第３公園遊具設置工事         1,430,000 見積合わせ 造園 00025331 森田建材　株式会社 （川）道路公園センター管理課

5031000850 教育文化会館屋上煙突漏水補修工事         1,529,000 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
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幸区役所

5031000632 幸市民館ボイラー循環ポンプ補修工事           191,400 見積合わせ 空調衛生 00014841 株式会社　ミカセ （幸）まちづくり推進部生涯学習

5031000963 幸市民館出入口扉ガラス緊急補修工事           187,000 随意契約 ガラス 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （幸）まちづくり推進部生涯学習
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中原区役所

5031000717 武蔵小杉駅前歩道橋補修工事         1,980,000 見積合わせ 土木 00219571 あすなろテック　株式会社 （中）道路公園センター管理課

5031000629 新丸子東地下通路止水板設置工事         2,145,000 見積合わせ とび土工 00000651 信号器材　株式会社 （中）道路公園センター管理課

5031000661 市道市ノ坪１８号線側溝新設工事         2,310,000 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

5031000881 祇園橋橋りょう補修（橋面舗装）工事         2,475,000 見積合わせ 舗装 00011191 株式会社　重田組 （中）道路公園センター管理課

5031001218 中原区役所道路公園センターオーバースライ          209,000 随意契約 建具 00035922 三和シヤッター工業　株式会社 （中）道路公園センター管理課*
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高津区役所

5031000479 市道久本４８号線手摺補修工事         1,980,000 見積合わせ とび土工 00033071 株式会社　佐野建設 （高）道路公園センター管理課

5031000612 高津区内主要地方道鶴見溝ノ口試験掘工事         2,494,800 見積合わせ 土木 00016671 株式会社　河原工務店 （高）道路公園センター管理課

5031000536 西浦橋橋りょう整備（高欄改良）工事         1,045,000 見積合わせ 土木 00200141 セルス神奈川　株式会社 （高）道路公園センター管理課

5031000480 久本１号橋橋りょう長寿命化修繕工事           363,000 見積合わせ 土木 00013291 河﨑組建設業　株式会社 （高）道路公園センター管理課

5031000819 高津区役所道路公園センター自動ドア装置交          704,000 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （高）道路公園センター管理課

5031000544 高津市民館ホール入口ほか照明設備補修工事          634,700 見積合わせ 電気 00013411 稲田電機　株式会社 （高）まちづくり推進部生涯学習

5031000456 久地円筒分水広場芝生補修工事           467,500 見積合わせ 造園 00046061 株式会社　よみうりサポートアン（高）道路公園センター管理課
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宮前区役所

5031000575 宮前スポーツセンター受水槽内部補修工事         1,540,000 見積合わせ 建築 00029791 株式会社　ハリマビステム （宮）まちづくり推進部地域振興

5031000471 宮前区内道路反射鏡補修工事         2,497,000 見積合わせ とび土工 00160941 シティー企画工業　株式会社 （宮）道路公園センター管理課

5031000475 市道鷺沼６１号線車止め補修工事         2,499,200 見積合わせ とび土工 00022621 鈴木緑化建設　株式会社 （宮）道路公園センター管理課

5031000293 宮前区内車止め設置工事           495,000 見積合わせ とび土工 00027061 北條建設　株式会社 （宮）道路公園センター管理課

5031000724 宮前平駅周辺自転車等駐車場第４施設塗装工        2,475,000 見積合わせ 塗装 00031441 交安　株式会社 （宮）道路公園センター管理課

5031000376 宮前区役所南側外灯撤去工事            99,000 見積合わせ 土木 00036601 菅生建設　株式会社 （宮）まちづくり推進部総務課

5031000377 宮前区役所向丘出張所時計塔撤去工事           396,000 見積合わせ 建築 00007301 株式会社　フューモ （宮）まちづくり推進部総務課

5031000512 宮前区役所保護課窓口カウンター移設工事           665,500 見積合わせ 内装 00051531 株式会社　南信社 （宮）まちづくり推進部総務課

5031000577 宮前区役所屋外３面時計補修工事           596,200 見積合わせ 通信 00007391 株式会社　ジェー・エヌ・エス （宮）まちづくり推進部総務課

5031000631 宮前区役所道路公園センター西側フェンス建        1,598,300 見積合わせ 建築 00036601 菅生建設　株式会社 （宮）道路公園センター管理課

5031000656 宮前区役所４階第１会議室コンセント増設工          278,300 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （宮）まちづくり推進部総務課
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多摩区役所

5031000670 上の橋橋りょう補修（断面修復）工事           847,000 見積合わせ 土木 00027601 有限会社　マルカワ （多）道路公園センター管理課

5031000711 向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場第３施設他        2,454,210 見積合わせ とび土工 00191811 株式会社　笹久保土建 （多）道路公園センター管理課

5031000349 三沢川フラップゲート取替工事         1,320,000 見積合わせ 鋼構造物 00041511 大同機工　株式会社　横浜営業所（多）道路公園センター管理課

5031000746 緑化センター大温室補修工事         2,499,200 見積合わせ 建築 00016801 東生建設　株式会社 （多）道路公園センター管理課

5031000742 多摩区総合庁舎冷水二次ポンプ玉型フレキ継          506,000 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

5031000985 多摩区総合庁舎１１階アルミ建材補修工事           495,000 見積合わせ 建築 00013831 株式会社　神奈川商会 （多）まちづくり推進部総務課

5031000712 多摩区役所道路公園センター排煙装置改修工          117,920 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （多）道路公園センター管理課

5031000706 多摩市民館５階学習室スライディングウォー          324,500 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （多）まちづくり推進部生涯学習

5031000673 多摩区総合庁舎保護課ＯＡフロア補修工事         1,708,300 見積合わせ 建築 00051531 株式会社　南信社 （多）まちづくり推進部総務課

5031000287 市道西生田９７号線道路補修（側溝）工事         2,453,000 見積合わせ とび土工 00006241 有限会社　一興業 （多）道路公園センター管理課

5031000340 市道長尾６６号線道路補修（打換）工事         2,464,000 見積合わせ 舗装 00013381 浅川建設工業　株式会社 （多）道路公園センター管理課

5031000342 市道菅５６号線歩車道境界ブロック補修工事        2,453,000 見積合わせ 土木 00006241 有限会社　一興業 （多）道路公園センター管理課

5031000513 市道菅仙谷９５号線道路補修（側溝）工事         2,442,000 見積合わせ とび土工 00016121 株式会社　黒川土木 （多）道路公園センター管理課

5031000511 水路改修（多摩）工事         2,438,700 見積合わせ 土木 00021561 株式会社　手塚組 （多）道路公園センター管理課

5031000353 稲田公園水景用深井戸ポンプ補修工事         2,420,000 見積合わせ 機械 00018981 日本原料　株式会社 （多）道路公園センター管理課
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麻生区役所

5031000744 主要地方道町田調布道路予定地整備工事         2,497,000 見積合わせ 土木 00035701 有限会社　川田産業 （麻）道路公園センター管理課

5031000722 主要地方道横浜上麻生道路修繕（擁壁）工事        1,199,000 見積合わせ とび土工 00218081 株式会社　道建 （麻）道路公園センター管理課

5031000836 王禅寺ふるさと公園トイレ改修工事           957,000 見積合わせ 空調衛生 00017751 有限会社　原島工業所 （麻）道路公園センター管理課

5031000772 向原の森公園丸太階段ほか補修工事         2,491,500 見積合わせ 造園 00023851 河津造園土木　株式会社 （麻）道路公園センター管理課

5031000390 麻生区役所　市税証明発行コーナーおよび衛          988,900 見積合わせ 建築 00030091 株式会社　銚子塚建設 （麻）まちづくり推進部総務課

5031000635 麻生区役所　高架水槽仕切弁補修工事           264,000 見積合わせ 空調衛生 00014591 株式会社　一本松工業 （麻）まちづくり推進部総務課

5031000491 市道菅早野線舗装道補修（冠水対策）工事         2,486,000 見積合わせ 土木 00125091 株式会社　今村建設 （麻）道路公園センター管理課

5031000587 市道高石６４号線道路補修（側溝）工事         2,497,000 見積合わせ 土木 00051011 日三産業　株式会社 （麻）道路公園センター管理課

5031000799 市道下麻生１５０号線道路補修（打換）工事        2,365,000 見積合わせ 舗装 00035701 有限会社　川田産業 （麻）道路公園センター管理課
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消防局

5031000909 宮前消防署宮崎出張所天井雨漏り補修工事           414,700 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （消）総務部施設装備課

5031000627 幸消防署加瀬出張所洗面台排水ほか補修工事          143,000 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

5031000428 消防局総合庁舎給湯水系システム補修工事           902,000 見積合わせ 空調衛生 00005241 秋山商事　株式会社 （消）総務部施設装備課

5031000623 消防局幸公舎畳ほか内装補修工事         1,188,000 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

5031000625 消防局総合庁舎空調機補修工事           275,000 見積合わせ 空調衛生 00005241 秋山商事　株式会社 （消）総務部施設装備課

5031000910 消防局幸公舎屋上雨漏り補修工事           424,600 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

5031000674 川崎消防署大島出張所食堂内空調機補修工事          891,000 見積合わせ 空調衛生 00013561 株式会社　菊池電業社 （消）総務部施設装備課

5031000624 多摩消防署菅出張所照明器具補修工事         1,177,000 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

5031000748 中原消防署オーバードア修繕工事           164,120 随意契約 建具 00039141 金剛産業　株式会社 （消）総務部施設装備課

5031000995 臨港消防署千鳥出張所食堂空調機補修工事           165,000 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
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教育委員会

5031000641 ゆうゆう広場中原建具補修工事           265,000 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 総合教育センター総務室

5031000476 総合教育センター教材開発室スポットクーラ        1,266,100 見積合わせ 電気 00013411 稲田電機　株式会社 総合教育センター総務室

5031000505 ゆうゆう広場多摩アプローチ改修工事         2,464,000 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

5031000595 ゆうゆう広場御幸建具補修工事           310,000 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 総合教育センター総務室

5031000648 日本民家園　本館空調機修繕工事         2,387,000 見積合わせ 空調衛生 00004461 三田調温工業　株式会社 日本民家園

5031000579 平中学校配膳室空調機補修工事           143,000 見積合わせ 電気 00013411 稲田電機　株式会社 （教）健康給食推進室

5031000984 古市場小学校　多目的トイレ手摺設置工事           374,000 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

5031000732 坂戸小学校　カーテン等設置工事           506,000 見積合わせ 内装 00015481 内田商事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000526 上作延小学校　カーテン・カーテンレール設        2,486,000 見積合わせ 内装 00017111 高橋建設興業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000487 西有馬小学校カーテン設置工事           297,000 見積合わせ 内装 00015481 内田商事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000495 生田小学校　給食室休憩室間仕切りカーテン          108,020 見積合わせ 内装 00040251 株式会社　総商 （教）教育環境整備推進室

5031000680 川中島中学校　体育館映像出力設備設置工事          227,700 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

5031000725 東小倉小学校インターホン設備設置工事           420,200 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

5031000736 登戸小学校　特別支援学級扇風機設置工事           392,700 見積合わせ 電気 00007391 株式会社　ジェー・エヌ・エス （教）教育環境整備推進室

5031000696 有馬小学校　正門インターホン設備設置工事        1,081,300 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

5031001044 リース電話主装置等補修工事（稲田中学校）        1,169,300 随意契約 通信 00102001 神奈川協立情報通信　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000552 井田中学校　プール循環装置補修工事           326,480 見積合わせ 空調衛生 00045191 株式会社　ショウエイ （教）教育環境整備推進室

5031000730 稲田小学校　電気室屋上防水補修工事           726,000 見積合わせ 防水 00016801 東生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000930 稲田小学校　給食室給湯管漏水補修工事           390,654 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

5031000294 岡上小学校　消防用設備補修工事           878,900 見積合わせ 消防 00003021 有限会社　日東商会 （教）教育環境整備推進室
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5031000321 下沼部小学校３階教室ほか照明補修工事         1,832,600 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

5031000453 下布田小学校　給食室排気ファン補修工事           374,000 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室

5031000614 岡上小学校　通用門補修工事           271,700 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000687 下作延小学校　給食室グレーチング補修工事          187,990 見積合わせ 建築 00018961 有限会社　星野工業 （教）教育環境整備推進室

5031000296 梶ヶ谷小学校　ＡＳＶ補修工事         1,147,951 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

5031001013 梶ヶ谷小学校　Ａ棟南側庇爆裂補修工事         2,098,800 見積合わせ 建築 00018961 有限会社　星野工業 （教）教育環境整備推進室

5031000168 京町中学校　体育館照明設備補修工事         2,469,500 見積合わせ 電気 00101881 有限会社　福和テック （教）教育環境整備推進室

5031000255 宮前平中学校普通教室天井オート扇補修工事          193,600 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

5031000365 橘小学校　３Ｆエキスパンションジョイント          232,100 見積合わせ 塗装 00036601 菅生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000405 橘小学校　給食室給気ファンほか補修工事           396,000 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

5031000562 金程中学校　スプリンクラー配管漏水補修工          699,171 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

5031000572 京町中学校　池排水バルブ補修工事           440,000 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

5031000616 宮崎小学校　昇降口ほかドア補修工事         1,820,500 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

5031000672 宮前平小学校　プール機械室天井補修工事           198,000 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

5031000700 金程中学校　校庭時計補修工事           545,600 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

5031000708 玉川小学校　スプリンクラー補修工事           262,900 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

5031000795 久本小学校　昇降口スロープ設置ほか補修工        2,426,600 見積合わせ 建築 00018961 有限会社　星野工業 （教）教育環境整備推進室

5031000174 古市場小学校　囲障基礎補修工事         2,455,200 見積合わせ 建築 00012631 大川原建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000220 御幸小学校　通用門インターホン設備補修工          292,050 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

5031000394 戸手小学校　理科室ほか雨漏り補修工事         1,265,000 見積合わせ 防水 00021261 鳥本塗工　株式会社 （教）教育環境整備推進室
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5031000460 向丘中学校　グラウンド補修工事         2,376,000 見積合わせ 土木 00008861 川崎緑土　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000517 犬蔵小学校　空調機補修工事         2,442,000 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室

5031000523 向丘小学校　プール用加圧給水装置補修工事        1,650,000 見積合わせ 空調衛生 00016331 玉井設備工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000531 御幸小学校　給食室ガス回転釜補修工事           156,299 見積合わせ 空調衛生 00010401 新日本厨機　株式会社　横浜支店（教）教育環境整備推進室

5031000554 古市場小学校　職員室全熱交換器補修工事           605,000 見積合わせ 空調衛生 00051101 株式会社　小野崎電業 （教）教育環境整備推進室

5031000555 古市場小学校　遊具補修工事         1,155,000 見積合わせ とび土工 00008861 川崎緑土　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000570 戸手小学校　Ａ棟階段補修工事         1,474,000 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

5031000590 古市場小学校　給食室排水管等補修工事           907,500 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

5031000608 栗木台小学校　給食室グリスフィルター補修          154,000 見積合わせ 空調衛生 00004461 三田調温工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000618 向丘小学校　ＡＶ調整卓補修工事         1,606,000 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

5031000726 古川小学校　しろくまレンガ通路床等補修工          994,400 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

5031000731 犬蔵小学校　外部給水バルブ補修工事           346,500 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

5031000903 向丘小学校　給食室床等補修工事         2,497,000 見積合わせ 塗装 00016801 東生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031001038 向丘中学校　スプリンクラー補修工事           111,100 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

5031000524 鷺沼小学校　受水槽マンホールほか補修工事          123,200 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

5031000525 坂戸小学校　Ａ棟２階女子トイレほか補修工          308,000 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

5031000527 坂戸小学校　Ｂ棟受水槽警報回路補修工事           121,000 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

5031000553 幸町小学校　４－２組他１組全熱交換器補修          632,500 見積合わせ 空調衛生 00051101 株式会社　小野崎電業 （教）教育環境整備推進室

5031000578 幸町小学校　給食室床面剥離部他塗装補修工        1,628,000 見積合わせ 塗装 00021261 鳥本塗工　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000709 今井小学校　スプリンクラー地下水槽供給配        1,127,500 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室
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5031000747 幸町小学校　受水槽ほか水位補修工事           115,500 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

5031000832 高津中学校　格技室内部室天井雨漏り補修工          616,000 見積合わせ 防水 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000872 高津小学校　給食室給湯管ほか補修工事         2,497,000 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

5031000912 高津中学校　事務センター空調機補修工事           924,000 見積合わせ 空調衛生 00020191 猿渡冷暖房　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031001099 坂戸小学校　ガラス補修工事           847,000 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000403 子母口小学校　トイレ内部壁補修工事           127,600 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

5031000551 四谷小学校　体育館雨漏れほか補修工事         1,812,800 見積合わせ 建築 00035491 三王建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000311 上作延小学校　２階教室流し台補修工事           913,000 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

5031000320 小田小学校　ミーティングルームエアコン補        1,919,500 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室

5031000351 宿河原小学校　体育倉庫補修工事         1,808,950 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

5031000386 住吉小学校　校庭校舎側Ｕ字溝ゴム蓋補修工        1,147,300 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000404 宿河原小学校　各教室扉補修工事         2,431,440 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000636 小倉小学校　防球ネットその他補修工事         2,163,283 見積合わせ 軽微 00011631 株式会社　カワブチスポーツ （教）教育環境整備推進室

5031000644 宿河原小学校　５年３組空調機補修工事           198,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000737 上作延小学校　プールテント補修工事           773,300 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

5031000797 小倉小学校　体育館放送設備補修工事           550,000 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

5031000953 小倉小学校リース電話周辺機器等補修工事           421,300 随意契約 通信 00102001 神奈川協立情報通信　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000972 宿河原小学校　埋設給水管漏水補修工事         2,486,000 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

5031000276 菅小学校　給食室照明補修工事           243,100 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

5031000346 西有馬小学校　スプリンクラー補修工事         1,595,000 見積合わせ 空調衛生 00017051 ヒドロ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室
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5031000366 西有馬小学校　５年１組教室照明補修工事           282,700 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

5031000387 川崎小学校　わくわく教室天井排水漏れ補修          847,000 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

5031000461 生田中学校　体育館床補修工事         2,277,000 見積合わせ 軽微 00002361 株式会社　ミキスポーツ （教）教育環境整備推進室

5031000465 西野川小学校　グリーストラップ他補修工事        1,232,000 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

5031000497 川中島小学校給食室門電磁錠補修工事           220,000 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

5031000519 西野川小学校　給食職員休憩室電灯回路ほか        1,369,500 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

5031000529 西中原中学校　１年１組ほかロスナイ補修工        1,034,000 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

5031000542 川崎中学校　スプリンクラー補修工事           268,400 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

5031000558 西中原中学校　スプリンクラー補修工事           215,600 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

5031000573 真福寺小学校　プール補修工事         2,480,500 見積合わせ 建築 00156321 株式会社　ＮＩＴＴＯ （教）教育環境整備推進室

5031000593 菅生小学校　電磁石錠補修工事           385,000 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

5031000622 川中島中学校　消防用設備補修工事           180,400 見積合わせ 消防 00023221 株式会社　赤塚防災設備 （教）教育環境整備推進室

5031000638 西御幸小学校　３階空調機設置工事         2,489,300 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

5031000669 西有馬小学校　保健室空調機補修工事         1,185,800 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

5031000695 西野川小学校　３階教育相談室空調機補修工        1,059,300 見積合わせ 空調衛生 00020191 猿渡冷暖房　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000699 西生田中学校　テレビ共聴設備補修工事           466,400 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

5031000781 西有馬小学校散水ポンプケーブル補修工事           330,000 見積合わせ 空調衛生 00017051 ヒドロ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000794 菅中学校　スプリンクラー補修工事           123,200 見積合わせ 空調衛生 00017051 ヒドロ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000888 新作小学校　校舎北側通用門補修工事         2,481,600 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000897 西野川小学校　給食室コンセント配線補修工          173,800 見積合わせ 電気 00023641 有限会社　深谷電気工事 （教）教育環境整備推進室
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5031000965 西高津中学校　正門広場インターロッキング          477,400 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （教）教育環境整備推進室

5031001031 西梶ヶ谷小学校　テレビ共聴設備等補修工事          191,400 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

5031001125 生田中学校　特別創作活動センター美術工芸          189,200 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

5031000282 大師中学校　３階教室ロスナイ補修工事           657,800 見積合わせ 空調衛生 00051101 株式会社　小野崎電業 （教）教育環境整備推進室

5031000290 大師小学校遊具補修工事           253,000 見積合わせ とび土工 00016831 ダイシ造園　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000370 大戸小学校　ガス漏れ検知器及びプールろ過          961,400 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

5031000727 大師中学校　防球ネット補修工事           440,000 見積合わせ とび土工 00012631 大川原建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000344 長尾小学校　北側擁壁その他補修工事         1,828,200 見積合わせ 土木 00036601 菅生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000352 中野島小学校　図書室照明等補修工事           951,500 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

5031000452 中野島小学校　プールサイド補修工事         1,793,000 見積合わせ 塗装 00014481 福吉塗装　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000457 長尾小学校　多目的室床面補修工事           726,000 見積合わせ 内装 00040251 株式会社　総商 （教）教育環境整備推進室

5031000499 長沢小学校　高架水槽補修工事           290,901 見積合わせ 塗装 00156321 株式会社　ＮＩＴＴＯ （教）教育環境整備推進室

5031000567 長沢中学校　職員女子トイレほか補修工事           235,026 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

5031000586 長沢中学校　南棟受水槽廻り給水管漏水補修          434,053 随意契約 空調衛生 00017751 有限会社　原島工業所 （教）教育環境整備推進室

5031000719 中原中学校　空調機室外機補修工事         1,063,876 見積合わせ 空調衛生 00063141 有限会社　平間電気設備 （教）教育環境整備推進室

5031000721 中野島小学校　各階トイレ小便器補修工事           198,000 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

5031000882 長沢中学校　スプリンクラー補修工事           248,600 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

5031000268 登戸小学校　防犯カメラ補修工事         1,944,800 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

5031000281 南加瀬中学校プール用加圧ポンプ補修工事         2,497,000 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

5031000292 登戸小学校　プール東・西側土間陥没箇所そ        2,497,000 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
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5031000389 田島小学校　普通教室照明器具補修工事           319,000 見積合わせ 電気 00051101 株式会社　小野崎電業 （教）教育環境整備推進室

5031000410 東住吉小学校トラックポイント移設その他工        1,408,220 見積合わせ 軽微 00002421 株式会社　フジスポーツ （教）教育環境整備推進室

5031000424 日吉小学校　体育館舞台昇降機補修工事           627,000 見積合わせ 内装 00051531 株式会社　南信社 （教）教育環境整備推進室

5031000455 東小倉小学校　渡り廊下及びＢ棟軒下照明補          428,340 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

5031000490 日吉小学校　プール給水バルブ補修工事           187,000 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

5031000557 南大師中学校　体育館舞台幕補修工事           647,900 見積合わせ 内装 00051531 株式会社　南信社 （教）教育環境整備推進室

5031000566 南原小学校　給食室床補修工事         1,625,250 見積合わせ 建築 00018961 有限会社　星野工業 （教）教育環境整備推進室

5031000589 東高津中学校　普通教室空調機補修工事（３        1,144,000 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

5031000639 南菅小学校　動力トランス補修工事         2,464,000 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

5031000668 南野川小学校　音楽室空調機補修工事         2,470,600 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

5031000686 東高津小学校　湧水ポンプ補修工事           374,000 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

5031000761 東住吉小学校　学校用務員作業場扉補修工事          268,400 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000775 渡田中学校Ｂ棟屋外排水管補修工事         1,672,000 見積合わせ 空調衛生 00046851 株式会社　伸栄工事 （教）教育環境整備推進室

5031000786 渡田小学校　給食室用給湯器補修工事           253,000 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

5031000801 渡田中学校ほか４校　非常用発電機補修工事          495,000 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

5031000591 白幡台小学校　昇降口扉等補修工事           775,500 見積合わせ 建具 00040251 株式会社　総商 （教）教育環境整備推進室

5031000698 白鳥中学校　壁補修工事           121,000 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

5031000883 白鳥中学校　スプリンクラー補修工事           677,600 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

5031000322 平間小学校Ｂ～Ｃ棟３階渡り廊下手摺補修工          541,200 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000357 平中学校１階金工室ほか補修工事         2,494,800 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
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5031000454 平小学校　給食室グレーチング補修工事           157,300 見積合わせ 建築 00020931 株式会社　浦野工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000520 富士見台小学校　給食室塗装補修工事           330,000 見積合わせ 塗装 00017921 有限会社　タナカ塗装工業 （教）教育環境整備推進室

5031000539 平間中学校　２年４組・１年２組・図書室・        1,017,500 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

5031000563 百合丘小学校　給湯配管補修工事           253,000 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

5031000592 稗原小学校　音楽室換気設備補修工事         1,615,900 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室

5031000615 稗原小学校　給食室床塗装補修工事           282,700 見積合わせ 塗装 00017921 有限会社　タナカ塗装工業 （教）教育環境整備推進室

5031000637 片平小学校　プール循環浄化装置補修工事           154,770 見積合わせ 空調衛生 00045191 株式会社　ショウエイ （教）教育環境整備推進室

5031000678 富士見中学校　職員室、校長室、事務室照明        1,595,000 見積合わせ 電気 00051101 株式会社　小野崎電業 （教）教育環境整備推進室

5031000785 平間小学校　給食室排水トラップ蓋補修工事        1,659,900 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

5031000246 木月小学校校庭側保健室出入口廻りＵ字溝蓋        2,389,200 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

5031000263 木月小学校給食室照明器具ガード設置工事           143,000 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

5031000364 末長小学校　揚水ポンプ補修工事         1,760,000 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

5031000462 麻生中学校　体育館床補修工事         1,881,000 見積合わせ 軽微 00002361 株式会社　ミキスポーツ （教）教育環境整備推進室

5031000594 夢見ケ崎小学校　正門片開き扉補修工事           635,800 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

5031000671 末長小学校　給食室ワゴンガードほか補修工          360,360 見積合わせ 建築 00018961 有限会社　星野工業 （教）教育環境整備推進室

5031000720 野川小学校　正門土間補修工事           255,200 見積合わせ 土木 00020931 株式会社　浦野工務店 （教）教育環境整備推進室

5031000770 末長小学校　Ｂ棟３・２階系統空調機補修工        2,262,700 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

5031000875 麻生小学校　給食員控室空調機補修工事           155,100 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

5031000902 野川小学校　４階天井内給水管漏水補修工事          402,050 見積合わせ 空調衛生 00016331 玉井設備工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031001036 末長小学校　３階教室空調機外部ドレン配管          127,600 見積合わせ 空調衛生 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室
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5031000798 臨港中学校　体育館吊上げバスケットゴール          328,900 見積合わせ 軽微 00011631 株式会社　カワブチスポーツ （教）教育環境整備推進室

5031001213 枡形中学校　スプリンクラー補修工事           651,200 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

5031000617 西梶ヶ谷小学校　家庭科室ほか空調設置工事        2,497,000 見積合わせ 空調衛生 00005231 八巧機電設備　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000685 南原小学校　空調機用ブレーカー設置工事           243,100 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

5031000734 宮崎台小学校　遊具撤去工事           965,140 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

5031000650 東小倉小学校地中障害物撤去工事         2,486,000 随意契約 建築 00003971 株式会社　内藤ハウス　横浜支店（教）教育環境整備推進室

5031000891 稲田小学校　消防用設備等補修工事         1,177,000 見積合わせ 消防 00053631 ミツハマ防災設備　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000900 橘小学校　ガス漏れ感知器補修工事           124,300 見積合わせ 消防 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室

5031000169 向丘中学校　消防設備補修工事           448,580 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

5031000485 宿河原小学校　屋内消火栓設備補修工事         2,491,500 見積合わせ 消防 00003021 有限会社　日東商会 （教）教育環境整備推進室

5031000151 宮前平中学校　３・４階配膳室出入口扉改修        2,486,000 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000181 宮崎中学校　３階多目的ホール内装補修工事        2,450,800 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

5031000315 宮崎中学校３階多目的ホール空調設備設置工        1,927,200 見積合わせ 空調衛生 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室

5031000316 宮崎中学校３階多目的ホール通信設備等設置        1,255,100 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

5031000688 東菅小学校　３階マルチルーム内装補修工事        2,499,200 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

5031000522 橘高等学校　第一アリーナ引分扉補修工事           229,900 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5031000642 宮前平中学校梁ほか補修工事         2,177,032 見積合わせ 建築 00156321 株式会社　ＮＩＴＴＯ （教）教育環境整備推進室

5031000447 幸高等学校　倉庫換気設備および視聴覚室上        1,100,000 見積合わせ 建築 00025501 株式会社　鈴重建設 （教）教育環境整備推進室

5031000556 高津高等学校　生物準備室他空調機補修工事          607,200 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室

5031000740 幸高等学校　インターロッキング舗装補修工        1,606,000 見積合わせ 土木 00008861 川崎緑土　株式会社 （教）教育環境整備推進室
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5031001049 高津高等学校　１－１組、１－３組室内機フ          187,000 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室

5031000379 川崎総合科学高等学校　受変電所内高圧機器        2,028,400 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

5031000381 川崎総合科学高等学校　アリーナ床補修工事          346,500 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

5031000400 川崎高等学校　太陽光モニターほか補修工事          744,480 見積合わせ 電気 00101881 有限会社　福和テック （教）教育環境整備推進室

5031000401 川崎高等学校　６階ＯＨＵ－Ｆ補修工事           170,500 見積合わせ 空調衛生 00017291 株式会社　岡田電設 （教）教育環境整備推進室

5031000402 川崎高等学校　体育館セパレーター防球ネッ        1,714,900 見積合わせ 軽微 00002421 株式会社　フジスポーツ （教）教育環境整備推進室

5031000448 川崎高等学校　サッシ金物補修工事           104,500 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

5031000640 川崎総合科学高等学校　空調機補修工事           496,232 随意契約 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （教）教育環境整備推進室

中原図書館３階～６階　空調機補修工事           873,400 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 中原図書館

川崎市立多摩図書館電動スタックランナー補          160,600 随意契約 軽微 00142131 株式会社　日本ファイリングテク多摩図書館
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