
令和４年度第２四半期

軽易工事執行状況報告書

総務企画局

市民文化局

経済労働局

環境局

健康福祉局

こども未来局

まちづくり局

建設緑政局

港湾局

危機管理本部

川崎区役所

幸区役所

中原区役所

高津区役所

宮前区役所

多摩区役所

麻生区役所

消防局

教育委員会

※その他の局（本部・室・区）は、軽易工事の執行がありませんでした。

※企業会計（上下水道局・交通局・病院局）の執行状況報告は除きます。



総務企画局

5041000274 第３庁舎地下４階吸収式冷温水発生器ＡＲ－          990,000 随意契約 空調衛生 00052302 川重冷熱工業　株式会社　東日本（総企）庁舎管理課

5041000334 第３庁舎地下４階冷温水二次ポンプほか補修        1,738,000 見積合わせ 空調衛生 00021021 株式会社　エンドーエンジニアリ（総企）庁舎管理課

5041000727 第３庁舎６階執務室空調室内機補修工事           229,900 見積合わせ 空調衛生 00023331 株式会社　研空社 （総企）庁舎管理課

5041000758 第３庁舎排煙窓補修工事         2,013,000 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （総企）庁舎管理課

5041000824 第３庁舎５階ほか空調機制御用機器補修工事          930,600 見積合わせ 空調衛生 00040711 アズビル　株式会社　アドバンス（総企）庁舎管理課

5041000928 第３庁舎１５階スライディングウォール補修          242,000 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

明治安田生命川崎ビル自動火災報知設備増設          258,500 随意契約 消防 日本ドライケミカル株式会社　営（総企）庁舎管理課

5041000241 川崎市公文書館誘導灯補修工事            93,390 見積合わせ 消防 00089771 セントラル総業　株式会社 公文書館
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市民文化局

5041000254 川崎市民プラザ　プール用滅菌装置補修工事        2,377,100 見積合わせ 空調衛生 00014841 株式会社　ミカセ （市）市民生活部企画課

5041000270 川崎市民プラザ　女子浴場天井等補修工事         2,499,200 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

5041000548 川崎市民プラザ配膳室漏水被害補修工事         2,486,000 見積合わせ 建築 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （市）市民生活部企画課

5041000606 川崎市民プラザ茶室空調機更新その他設備補        2,486,000 見積合わせ 空調衛生 00014841 株式会社　ミカセ （市）市民生活部企画課

5041000510 かわさき市民活動センター空調機修繕工事           990,000 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （市）市民活動推進課

5041000787 ラゾーナ川崎プラザソル　電話設備工事           833,800 見積合わせ 通信 00005941 昌栄電設　株式会社 （市）市民文化振興室
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経済労働局

5041000654 農業技術支援センター事務室ほかＰタイル補        2,546,500 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 農業技術支援センター

5041000386 小向会館シャッター修理工事           732,600 見積合わせ 建具 00035491 三王建設　株式会社 （経）公営事業部総務課

5041000479 川崎競輪場メインスタンド地下排水改修工事          137,500 見積合わせ とび土工 00013051 株式会社　澤田組 （経）公営事業部総務課

5041000656 川崎競輪場選手棟空調機他改修工事           190,300 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

5041000255 北部市場汚水処理場ＵＶ－ＣＯＤ用サンプリ          577,500 見積合わせ 機械 00024131 日本施設　株式会社 北部市場管理課

5041000278 北部市場水産棟仲卸店舗扉ほか補修工事           913,000 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

5041000326 北部市場配送棟水道メーター交換工事           238,700 見積合わせ 空調衛生 00020811 有限会社　エムワイ 北部市場管理課

5041000327 北部市場関連棟マンホール補修工事           171,600 見積合わせ 土木 00022621 鈴木緑化建設　株式会社 北部市場管理課

5041000536 北部市場倉庫棟屋上防水補修工事           429,000 見積合わせ 防水 00012961 株式会社　コクサイテクノ 北部市場管理課

5041000735 北部市場水産棟南側通路補修工事         1,211,100 見積合わせ 土木 00027061 北條建設　株式会社 北部市場管理課

5041000809 北部市場配送棟前路面補修工事           396,000 見積合わせ 土木 00053261 有限会社　水野興業 北部市場管理課

5041000899 北部市場水産棟スロープ下シャワー室給湯器          704,000 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
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環境局

5041000267 浮島処理センター１階運転手控室空調機補修          295,900 見積合わせ 空調衛生 00005941 昌栄電設　株式会社 浮島処理センター

5041000316 堤根処理センター犬猫保管冷凍庫補修工事           704,000 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

5041000243 宮前生活環境事業所事務所棟地下１階シャッ        2,475,000 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

5041000195 川崎生活環境事業所事務所棟浴室給水栓補修        1,760,374 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

5041000397 川崎生活環境事業所事務所棟１階空調設備補          660,000 見積合わせ 空調衛生 00063141 有限会社　平間電気設備 （環）施設部施設整備課

5041000471 川崎生活環境事業所事務所３階冷温水配管補          253,000 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

5041000518 川崎生活環境事業所事務所棟２階及び車両整          215,600 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （環）施設部施設整備課

5041000399 多摩生活環境事業所新風呂内倒し窓サッシ補        1,958,000 見積合わせ 建具 00043441 関東サッシサービス　株式会社 （環）施設部施設整備課

5041000952 多摩生活環境事業所駐輪場照明設備補修工事          212,300 見積合わせ 電気 00013411 稲田電機　株式会社 （環）施設部施設整備課

5041000629 登戸公衆トイレ屋根防水補修工事           506,000 見積合わせ 防水 00014481 福吉塗装　株式会社 （環）施設部施設整備課

5041000537 加瀬クリーンセンター電気室及び休憩室空調        2,365,000 見積合わせ 空調衛生 00014451 富士工業　株式会社 （環）施設部処理計画課

5041000170 王禅寺余熱利用市民施設床点検口補修工事         2,200,000 見積合わせ 建築 00016801 東生建設　株式会社 （環）施設部施設整備課

5041000366 王禅寺余熱利用市民施設プール塗装補修工事        2,486,000 見積合わせ 塗装 00156321 株式会社　ＮＩＴＴＯ （環）施設部施設整備課

5041000360 堤根余熱利用市民施設ルーフファン補修工事          825,000 見積合わせ 空調衛生 00051101 株式会社　小野崎電業 （環）施設部施設整備課

5041000257 橘リサイクルコミュニティーセンター排水ポ          566,500 見積合わせ 空調衛生 00019891 株式会社　稲田水道工務店 （環）施設部施設整備課

5041000862 南部リサイクルセンター工場棟１階トイレ補          921,580 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

5041000461 浮島処理センター資源化施設プラスチック受          883,300 随意契約 機械 00037071 新明和工業　株式会社　流体事業（環）施設部施設整備課

5041000469 浮島処理センター資源化処理施設成形品搬出        2,475,000 見積合わせ 建具 00043441 関東サッシサービス　株式会社 （環）施設部施設整備課
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健康福祉局

5041000322 かわさきＷｉ－Ｆｉ　設置に伴うＬＡＮ配線          342,100 見積合わせ 電気 00033161 アイ通信工事　株式会社 （健）高齢者在宅サービス課

5041000806 かわさきＷｉ－Ｆｉ　設置に伴うＬＡＮ配線          862,400 見積合わせ 電気 00033161 アイ通信工事　株式会社 （健）高齢者在宅サービス課

5041000538 高津老人いこいの家女性トイレ便器改修工事          449,900 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

5041000143 中原老人福祉センタークラブ室空調機補修工        1,435,313 見積合わせ 空調衛生 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （健）高齢者在宅サービス課

5041000246 柿生学園トイレウォシュレット電源補修工事        2,205,500 見積合わせ 電気 00051101 株式会社　小野崎電業 （健）障害者施設指導課

5041000472 北部リハビリテーションセンター非常用発電        2,271,500 見積合わせ 電気 00236171 株式会社　ケーアイエス （健）障害者施設指導課

5041000476 中部リハビリテーションセンター非常用発電        2,141,700 見積合わせ 電気 00236171 株式会社　ケーアイエス 中部地域支援室

5041000841 慰霊塔ポール更新工事         1,699,500 見積合わせ 建築 00006251 株式会社　春日建設 （健）地域包括ケア推進室

5041000819 ごうじ老人いこいの家２階男子便所小便器補          792,000 見積合わせ 空調衛生 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （健）高齢者在宅サービス課

5041000944 日吉老人いこいの家談話室・クラブ室エアコ          245,410 見積合わせ 空調衛生 00089771 セントラル総業　株式会社 （健）高齢者在宅サービス課

5041000703 川崎市立看護大学正面出入口扉改修工事           654,500 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 看護大学事務局総務学生課

5041000756 川崎市立看護大学講堂視聴覚機器等更新工事        1,478,950 見積合わせ 電気 00033161 アイ通信工事　株式会社 看護大学事務局総務学生課
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こども未来局

5041000240 王禅寺こども文化センタートイレ改修工事         2,372,700 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

5041000382 旭町こども文化センター１階女子トイレ改修        1,683,000 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

5041000439 子母口こども文化センターほか１施設換気及        2,103,200 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

5041000588 住吉こども文化センターほか２施設空調機補        2,192,300 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

5041000655 西加瀬こども文化センター２階幼児室空調機        1,193,500 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

5041000313 東百合丘こども文化センター学習室ほか空調        1,265,000 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

5041000437 渡田こども文化センターほか１施設空調機補        1,539,890 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

5041000533 南河原こども文化センター玄関ドアその他補        2,049,300 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

5041000543 東高津こども文化センターほか１施設空調機          997,700 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

5041000595 南河原こども文化センター空調及び換気設備        1,672,000 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

5041000473 下平間小学校わくわくプラザ空調機修繕及び        2,241,800 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

5041000474 久地小学校わくわくプラザ空調機補修工事         2,470,600 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

5041000648 宿河原小学校わくわくプラザトイレ改修工事        2,216,500 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

5041000755 小倉小学校わくわくプラザ床全面改修工事         2,432,333 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

5041000674 西菅小学校わくわくプラザ空調機補修工事         1,881,000 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

5041000306 藤崎小学校わくわくプラザ玄関ホール床他補          586,300 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 （こ）こども未来局青少年支援室

5041000384 南百合丘小学校わくわくプラザ空調機補修工          660,000 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

5041000210 児童福祉施設１階共用トイレドライ床その他        1,883,135 見積合わせ 建築 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （こ）こども支援部こども保健福

5041000818 鹿島田保育園新築に伴う舗装工事         2,468,400 見積合わせ 舗装 00023901 幸伸工業　株式会社 （こ）子育て推進部保育所整備課

5041000508 かわなかじま保育園流し水栓部漏水修理工事          291,500 見積合わせ 空調衛生 00014841 株式会社　ミカセ （こ）保育事業部保育第１課
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まちづくり局

5041000454 令和４年度登戸土地区画整理事業仮設住宅等        1,760,000 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

5041000293 南部都市基盤整備事務所２階会議室空調機設          664,400 見積合わせ 空調衛生 00023641 有限会社　深谷電気工事 南部都市基盤整備事務所

5041000367 川崎駅東口大屋根照明設備等改修工事         2,156,000 見積合わせ 電気 00018351 愛知電業　株式会社 （建）道路河川整備部施設維持課

5041000729 鹿島田駅周辺自転車等駐車場第１施設（照明        1,002,100 見積合わせ 電気 00009691 日出麿電工　株式会社 南部都市基盤整備事務所

5041000302 向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場第９施設改        2,470,000 見積合わせ 土木 00191811 株式会社　笹久保土建 （建）自転車利活用推進室

5041000636 都市計画道路野川柿生線提供用地整備工事         1,855,700 見積合わせ 造園 00022621 鈴木緑化建設　株式会社 南部都市基盤整備事務所

5041000364 上河原水防倉庫照明設備改修工事           492,800 見積合わせ 電気 00016591 株式会社　丸井電設 （建）道路河川整備部施設維持課

5041000653 夢見ヶ崎動物公園　空調機修理工事           101,288 見積合わせ 空調衛生 00182041 ダイキン工業　株式会社 夢見ヶ崎動物公園

5041000251 藤崎第３公園内ほか２か所時計改修工事         1,177,000 見積合わせ 通信 00007391 株式会社　ジェー・エヌ・エス （建）緑政部みどりの保全整備課
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港湾局

5041000718 千鳥町分室エアコン設置工事           418,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 川崎港管理センター港湾管理課

5041000719 千鳥町船客ターミナル内装補修工事           250,800 見積合わせ 内装 00051531 株式会社　南信社 川崎港管理センター港湾管理課

5041000458 船客ターミナル電気設備補修工事           275,000 見積合わせ 電気 00014171 工都電業　株式会社 川崎港管理センター設備課

5041000331 大川町緑地給水管漏水補修工事           506,088 見積合わせ 空調衛生 00033111 小田土木　株式会社 川崎港管理センター港営課

5041000937 東扇島東公園管理事務所空調機更新工事           517,000 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 川崎港管理センター港営課

5041000303 川崎港内緊急補修工事（東扇島４号岸壁１２        1,980,000 見積合わせ 土木 00011231 ケイ・アイ　株式会社 川崎港管理センター港営課

5041000412 川崎港内緊急補修工事（東扇島外貿岸壁２５          517,000 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

5041000415 標識灯緊急補修工事         2,409,000 見積合わせ 土木 00019961 吉川海事興業　株式会社 川崎港管理センター整備課

5041000828 構内道路落とし棒等補修工事           462,000 見積合わせ 鋼構造物 00193281 株式会社　菊池工業所 川崎港管理センター港営課

5041000671 東扇島９番ゲート門扉補修工事工事           264,000 見積合わせ 鋼構造物 00232991 株式会社　秋塗 川崎港管理センター港営課

5041000308 千鳥町けい船岸道路鉄路周囲補修工事           847,000 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

5041000329 千鳥町ふ頭用地内補修工事           988,900 見積合わせ 土木 00133811 有限会社　喜有組 川崎港管理センター港湾管理課

5041000933 ろ号上屋前路面補修工事           214,500 見積合わせ 土木 00097431 安田建設　有限会社 川崎港管理センター港営課

5041000368 千鳥町Ｂゲート前路面緊急補修工事           440,000 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

5041000934 千鳥町２号岸壁フェンス前マンホール補修工          319,000 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

5041000244 東扇島東公園入口路面緊急補修工事         1,089,000 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

5041000594 千鳥町６号岸壁旧岸壁給水栓開口部閉鎖工事          159,500 見積合わせ 鋼構造物 00004701 株式会社　大師鉄工所 川崎港管理センター港営課

5041000404 夜光自動給水器移設改修工事         1,672,000 見積合わせ 空調衛生 00017761 株式会社　笠倉工業 川崎港管理センター港営課

5041000365 海底トンネル関係施設消火設備設置等工事           749,100 見積合わせ 消防 00003631 株式会社　中山防災 川崎港管理センター港営課

5041000805 マリエン交流棟体育室楕円植栽部舗装工事         1,298,000 見積合わせ 舗装 00133811 有限会社　喜有組 川崎港管理センター港湾管理課
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港湾局

5041000193 ３号上屋シャッター部交換工事         2,442,000 見積合わせ 建具 00043441 関東サッシサービス　株式会社 川崎港管理センター港営課

5041000539 ３号上屋外壁壁面等補修工事           220,000 見積合わせ 土木 00011231 ケイ・アイ　株式会社 川崎港管理センター港営課

5041000287 トランスファークレーン３号機電気室空調設        2,376,000 見積合わせ 空調衛生 00019311 有限会社　吉浜設備 川崎港管理センター設備課

5041000483 ガントリークレーン２号機横行ワイヤーロー        1,276,000 随意契約 機械 00007371 永谷工業　株式会社　川崎営業所川崎港管理センター設備課

5041000509 コンテナターミナルカルバート排水設備補修          308,000 見積合わせ 空調衛生 00021021 株式会社　エンドーエンジニアリ川崎港管理センター設備課

5041000572 コンテナ道路横断歩道排水路設置工事           209,000 見積合わせ 土木 00022181 昇永建設　株式会社 川崎港管理センター港営課
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川崎区役所

5041000834 東門前第２踏切代替施設（跨線人道橋）階段        1,950,300 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

5041000340 市道砂子１２号線道路補修（打換）工事         2,497,000 見積合わせ 土木 00031711 有限会社　柳商店 （川）道路公園センター管理課

5041000323 小田公園じゃぶじゃぶ池スライダー補修工事        2,484,900 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

5041000583 教育文化会館大師分館和室畳ほか補修工事           195,800 見積合わせ 内装 00051531 株式会社　南信社 （川）まちづくり推進部生涯学習
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幸区役所

5041000766 小倉跨線橋橋りょう補修（排水施設）工事         1,452,000 見積合わせ 土木 00133691 株式会社　エムアール （幸）道路公園センター管理課

5041000271 幸区日吉合同庁舎駐輪場側タイル補修工事           394,900 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 （幸）日吉出張所

5041000351 古市場第１公園ほか遊具補修工事         2,310,000 見積合わせ 造園 00013061 丸和建設　株式会社 （幸）道路公園センター管理課

5041000289 小倉緑道車止め復旧工事         2,420,000 見積合わせ 造園 00025331 森田建材　株式会社 （幸）道路公園センター管理課

5041000745 柳町公園ほか砂場シート等補修工事         1,535,600 見積合わせ 造園 00018221 有限会社　吉邑工業 （幸）道路公園センター管理課

5041000328 幸市民館・図書館１階男女トイレ排水管等補        2,486,000 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 （幸）まちづくり推進部生涯学習
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中原区役所

5041000460 武蔵中原駅周辺自転車等駐車場第５施設標識        1,815,000 見積合わせ とび土工 00031901 有限会社　工藤組 （中）道路公園センター管理課

5041000310 中原区役所埋設給水管ほか補修工事           605,000 見積合わせ 空調衛生 00038971 有限会社　中水工業 （中）まちづくり推進部総務課

5041000535 中原区役所照明用仮設スイッチ設置工事         1,281,500 見積合わせ 電気 00017291 株式会社　岡田電設 （中）まちづくり推進部総務課

5041000198 市道宮内１０３号線道路補修（打換）工事         2,475,000 見積合わせ 舗装 00039811 株式会社　織戸組 （中）道路公園センター管理課

5041000212 市道下小田中９９号線道路補修（打換）工事        2,035,000 見積合わせ 舗装 00133691 株式会社　エムアール （中）道路公園センター管理課

5041000451 中原市民館煙感知器補修工事           293,370 見積合わせ 消防 00017171 高橋防災　株式会社 （中）まちづくり推進部生涯学習

5041000586 中原市民館ホール調光器盤ほか補修工事           220,000 見積合わせ 電気 00115441 株式会社　ライトハウスリミテッ（中）まちづくり推進部生涯学習
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高津区役所

5041000550 高津スポーツセンター　トレーニング室床補        2,499,640 見積合わせ 軽微 00002421 株式会社　フジスポーツ （高）まちづくり推進部地域振興

5041000958 高津スポーツセンター　排煙窓改修工事         2,332,616 見積合わせ 建築 00035501 北山ハウス産業　株式会社 （高）まちづくり推進部地域振興

5041000414 高津区役所１階網戸設置工事           347,600 見積合わせ 建具 00051851 寺尾サッシ工業　株式会社 （高）まちづくり推進部総務課
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宮前区役所

5041000305 市道宮前７号線転落防止柵設置工事         2,475,000 見積合わせ とび土工 00027601 有限会社　マルカワ （宮）道路公園センター管理課

5041000409 宮前市民館階段踊り場鏡設置工事         1,650,000 見積合わせ 土木 00020471 株式会社　美栄工業 （宮）まちづくり推進部総務課

5041000643 向丘出張所呼び出しボタンカバー設置工事に            9,350 見積合わせ 建築 00036601 菅生建設　株式会社 （宮）向丘出張所

5041000245 宮前市民館　１階女子トイレ配管補修工事           486,200 見積合わせ 空調衛生 00033121 川又電機工事　株式会社 （宮）まちづくり推進部生涯学習

5041000422 宮前市民館　ハロゲン化物消火設備装置交換          341,000 見積合わせ 消防 00040281 株式会社　綜合防災 （宮）まちづくり推進部生涯学習

5041000677 宮前市民館空調機ベアリング交換工事           839,300 見積合わせ 空調衛生 00023331 株式会社　研空社 （宮）まちづくり推進部生涯学習

5041000825 宮前市民館　自家発電機給水バルブ補修工事          166,100 見積合わせ 消防 00033121 川又電機工事　株式会社 （宮）まちづくり推進部生涯学習
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多摩区役所

5041000369 多摩区総合庁舎低層棟３階屋上防水補修工事          884,510 見積合わせ 防水 00208651 株式会社　Ｉ＆Ｉ （多）まちづくり推進部総務課

5041000619 川崎市多摩休日夜間急患診療所２階図書室空          955,570 見積合わせ 空調衛生 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （多）まちづくり推進部総務課

5041000691 多摩区内交差点改良（カラー舗装）工事         2,464,000 見積合わせ 舗装 00213191 株式会社　Ｖ３ （多）道路公園センター管理課

5041000521 多摩区内手すり設置工事         2,310,000 見積合わせ とび土工 00051011 日三産業　株式会社 （多）道路公園センター管理課

5041000321 多摩区内自転車通行環境補修工事         2,200,000 見積合わせ 塗装 00213191 株式会社　Ｖ３ （多）道路公園センター管理課

5041000733 緑化センター育苗ガラス室補修工事         1,800,150 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

5041000269 多摩区総合庁舎ごみ集積場改修工事         2,494,690 見積合わせ 建築 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （多）まちづくり推進部総務課

5041000279 多摩区総合庁舎時計設備補修工事         1,504,800 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （多）まちづくり推進部総務課

5041000390 多摩区総合庁舎照明設備補修工事         1,331,000 見積合わせ 電気 00005231 八巧機電設備　株式会社 （多）まちづくり推進部総務課

5041000438 多摩区総合庁舎誘導ブロック補修工事         1,400,300 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

5041000600 水路改修（多摩）工事         1,177,000 見積合わせ 土木 00016121 株式会社　黒川土木 （多）道路公園センター管理課

5041000737 水路改修（多摩２）工事         1,595,000 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

5041000436 多摩市民館大ホール下手側スピーカー修繕工          141,350 見積合わせ 通信 00115441 株式会社　ライトハウスリミテッ（多）まちづくり推進部生涯学習
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麻生区役所

麻生区内都市計画道路菅早野線予定地整備工        2,475,000 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

5041000320 麻生区内防護柵補修工事         2,497,000 見積合わせ とび土工 00171961 株式会社　エトワール （麻）道路公園センター管理課

5041000567 麻生区内都市計画道路菅早野線予定地整備工          495,000 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

5041000573 麻生川二号橋ほか１橋橋りょう補修（橋面舗        2,475,000 見積合わせ 舗装 00219571 あすなろテック　株式会社 （麻）道路公園センター管理課

5041000567 麻生区内都市計画道路菅早野線予定地整備工        1,980,000 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

5041000319 市道細山６５号線道路補修（階段）工事         2,467,300 見積合わせ 土木 00019091 株式会社　三秀 （麻）道路公園センター管理課

5041000520 市道麻生５号線舗装道補修（切削）工事         2,497,000 見積合わせ 舗装 00051011 日三産業　株式会社 （麻）道路公園センター管理課

5041000569 市道上麻生３１４号線道路補修（水受け）工        2,475,000 見積合わせ とび土工 00219571 あすなろテック　株式会社 （麻）道路公園センター管理課

5041000361 栗平東公園ほか遊具補修工事         1,925,000 見積合わせ 造園 00006031 株式会社　コトブキ （麻）道路公園センター管理課
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消防局

5041000333 高津消防署可動書庫補修工事           247,940 見積合わせ 内装 00022161 株式会社　櫻澤工務店 （消）総務部施設装備課

5041000738 幸消防署加瀬出張所幹部仮眠室空調機補修工          533,500 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

5041000784 幸消防署平間出張所倉庫移設ほか補修工事         1,788,600 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

5041000312 消防局総合庁舎ガソリンタンク液面計交換工          462,000 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

5041000578 消防局庁舎消防設備点検（北部）不具合箇所          288,750 見積合わせ 消防 00003021 有限会社　日東商会 （消）総務部施設装備課

5041000785 消防訓練センターホース乾燥塔ワイヤー交換          409,200 随意契約 消防 00010141 晃洋商事　株式会社 （消）総務部施設装備課

5041001051 川崎消防署オーバードア補修工事           106,810 随意契約 建具 00039141 金剛産業　株式会社 （消）総務部施設装備課

5041000467 多摩消防署自家用給油所計量機アイランドピ          418,000 随意契約 機械 00086731 トキコシステムソリューションズ（消）総務部施設装備課

5041000813 多摩消防署電気時計設備親機時計補修工事           468,600 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 （消）総務部施設装備課

5041000332 中原消防署井田出張所浴室ほか補修工事         1,136,245 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

5041000387 中原消防署小田中出張所２階一般仮眠室空調          352,000 見積合わせ 空調衛生 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （消）総務部施設装備課

5041000883 中原消防署井田出張所２階救急隊仮眠室及び          935,000 見積合わせ 空調衛生 00051461 鹿島環境設備　株式会社 （消）総務部施設装備課
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5041000628 教育会館通信環境等整備工事         1,211,650 見積合わせ 通信 00033161 アイ通信工事　株式会社 総合教育センター総務室

5041000728 教育会館トイレ補修工事           968,000 見積合わせ 空調衛生 00028361 株式会社　玉川設備 総合教育センター総務室

5041000591 南野川小学校　教育相談室・ＰＣ室間仕切り          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

5041000522 白幡台小学校　４Ｆパソコン室間仕切り設置        1,087,900 見積合わせ 内装 00036601 菅生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000831 南河原小学校ほか１校給食室熱風消毒保管庫        1,785,300 見積合わせ 建築 00020951 株式会社　ミヤタ工務店 （教）健康給食推進室

5041000153 王禅寺中央中学校倉庫撤去・新設工事           858,000 見積合わせ 建築 00015911 株式会社　北島工務店 （教）教育環境整備推進室

5041000413 橘中学校　３階学習室ほか２室空調機設置工        2,499,200 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

5041000505 坂戸小学校防犯カメラ設備設置工事           645,920 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

5041000557 小杉小学校　シャワールーム更衣室エアコン          414,700 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

5041000350 井田中学校　屋外ベンチ補修工事           905,300 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

5041000211 下平間小学校　電話設備補修工事         1,430,000 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

5041000456 下沼部小学校　校長室空調設備補修工事         1,014,200 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

5041000531 下沼部小学校　プール循環装置補修工事           390,786 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

5041000558 下河原小学校　体育館ほか排煙窓補修工事           501,050 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

5041000799 下河原小学校　体育館屋根ほか雨漏り補修工        2,035,000 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

5041000443 柿生小学校ダスト置場ほか補修工事           563,200 見積合わせ 建築 00015911 株式会社　北島工務店 （教）教育環境整備推進室

5041000549 梶ヶ谷小学校給食室インターフォン補修工事          198,000 見積合わせ 電気 00220221 株式会社　誠工社 （教）教育環境整備推進室

5041000317 宮前平小学校　プール補修工事         2,403,060 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

5041000352 宮前小学校　給食室シンクシングルレバー混          231,000 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

5041000408 宮崎中学校　ＬＶＺＲアッセンブリー補修工          187,000 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
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5041000490 宮崎中学校　放送設備補修工事         1,353,000 見積合わせ 通信 00007391 株式会社　ジェー・エヌ・エス （教）教育環境整備推進室

5041000492 宮内中学校　スプリンクラー補修工事           421,300 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

5041000500 橘中学校　テレビ共聴設備補修工事           214,500 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

5041000506 久地小学校　給水管漏水補修工事         2,101,000 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

5041000507 宮崎台小学校　１階職員男子トイレ洋便器排          737,000 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

5041000525 久地小学校　給水ポンプ補修工事           378,400 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

5041000589 橘小学校　外部埋設給水管漏水ほか補修工事          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

5041000590 久末小学校　校長室照明設備補修工事           345,950 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

5041000605 宮崎中学校　体育館ステージ上部巻上式スク        1,727,000 見積合わせ 内装 00036601 菅生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000611 久本小学校　給水管漏水補修工事         2,013,000 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

5041000640 久末小学校　グランド廻り防球ネット補修工          511,500 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

5041000667 宮崎中学校　各所照明器具補修工事           288,200 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

5041000682 京町小学校　音楽室空調機補修工事           291,500 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

5041000692 宮崎中学校　電話設備補修工事         2,043,800 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

5041000774 玉川中学校　特別支援室空調機補修工事         2,420,000 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

5041000984 橘中学校　スプリンクラー給水管漏水補修工          412,500 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

5041000216 犬蔵小学校　６年３組ほか空調機補修工事         1,621,400 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

5041000429 向丘中学校　プールろ過装置補修工事           841,500 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

5041000431 犬蔵中学校　プール循環装置補修工事           760,936 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

5041000626 向丘小学校　用務員室エアコン補修工事           275,000 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
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5041000791 向小学校　給食室天井雨漏れ補修工事           374,000 見積合わせ 防水 00014871 柴崎工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000912 向丘中学校　両引き分け戸補修工事           169,400 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

5041000314 今井小学校プール床等補修工事         2,497,000 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

5041000357 今井中学校　プールろ過装置配管補修工事         1,144,000 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

5041000395 今井中学校　西側門扉レールほか補修工事         1,630,970 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

5041000396 今井中学校　４階調理室水栓補修工事           140,800 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

5041000445 桜本中学校　１年１組普通教室ほか照明補修        2,274,800 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

5041000614 今井小学校　家庭科室空調機補修工事         1,430,000 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

5041000420 四谷小学校　給食用給湯器ほか補修工事           407,000 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

5041000495 四谷小学校　体育館吊上バスケットゴール補        2,442,000 見積合わせ 軽微 00042631 有限会社　アイダスポーツ （教）教育環境整備推進室

5041000512 四谷小学校　プール排水口補修工事           561,000 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

5041000403 住吉小学校　屋上高架水槽ドレン排水補修工          330,000 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

5041000434 住吉中学校　スプリンクラー補修工事           442,200 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

5041000494 小田小学校　給食室排水ピットグレーチング          299,200 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

5041000496 住吉小学校西出入口門扉補修工事         2,442,000 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

5041000598 小杉小学校　雨水ろ過満期メーター補修工事          165,000 見積合わせ 空調衛生 00045751 株式会社　富士設備 （教）教育環境整備推進室

5041000992 住吉小学校　６年１組エアコン室外機補修工          356,400 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

5041000208 川崎中学校　玄関照明漏電補修工事           188,100 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

5041000335 西中原中学校　ビルマルチエアコンほか補修        1,419,000 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

5041000355 新町小学校　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
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5041000421 川中島小学校　プール循環装置補修工事           415,635 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

5041000430 菅生中学校　プール循環装置補修工事           222,134 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

5041000440 西丸子小学校　環境学習室空調機補修工事         1,670,900 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

5041000447 川中島中学校　４階多目的トイレ電気温水器          172,700 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

5041000466 新町小学校　桝内詰まり補修工事           187,000 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

5041000486 新作小学校　プール庇柱脚補修工事           398,200 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

5041000487 川崎中学校　正門補修工事         1,331,000 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

5041000501 生田中学校　体育館放送設備補修工事         2,010,800 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

5041000503 川中島中学校　テレビ吊りハンガー補修工事          830,500 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

5041000511 西中原中学校　４階教室室外機補修工事         1,087,900 見積合わせ 空調衛生 00219671 株式会社　ＭＭエンジニアリング（教）教育環境整備推進室

5041000523 菅生小学校　グランド通学路舗装補修工事         2,131,800 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

5041000527 西野川小学校　給食室ガス回転釜補修工事           210,210 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

5041000582 生田中学校　外部トイレ漏水補修工事           974,305 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

5041000627 西梶ケ谷小学校　外部汚水配管補修工事           265,100 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

5041000635 生田中学校　プール外部階段ほか補修工事         1,243,000 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

5041000663 菅生中学校　Ｂ棟教室系統空調室外機補修工          506,000 随意契約 空調衛生 00219671 株式会社　ＭＭエンジニアリング（教）教育環境整備推進室

5041000710 新城小学校　給食室照明器具補修工事         2,455,200 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

5041000749 西有馬小学校　４年２組雨漏れ補修工事           275,000 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

5041000858 西梶ヶ谷小学校　アコーディオンカーテン補          506,000 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

5041000964 新城小学校　新校舎階段室天井ほか補修工事          385,000 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
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5041000215 大戸小学校　校長室他系統室外機補修工事           437,800 見積合わせ 空調衛生 00219671 株式会社　ＭＭエンジニアリング（教）教育環境整備推進室

5041000450 大師中学校　４階トイレ前廊下ほか雨漏り補        1,452,000 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

5041000462 大島小学校　支援級照明器具補修工事           594,000 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

5041000530 大師中学校　ガス直焚冷温水発生機補修工事          385,000 見積合わせ 空調衛生 00219671 株式会社　ＭＭエンジニアリング（教）教育環境整備推進室

5041000601 大島小学校　３階個別支援級クーラー補修工          317,790 見積合わせ 空調衛生 00005941 昌栄電設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000631 大師中学校　渡り廊下ほか排煙窓補修工事           644,270 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

5041000665 大師中学校　ＡＨＵダクトダンパーほか補修          151,250 随意契約 空調衛生 00219671 株式会社　ＭＭエンジニアリング（教）教育環境整備推進室

5041000683 大師小学校　プール排水溝補修工事           168,300 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

5041000736 大谷戸小学校　給湯器補修工事           129,800 見積合わせ 空調衛生 00219671 株式会社　ＭＭエンジニアリング（教）教育環境整備推進室

5041000963 大戸小学校　各階男子トイレ小便器補修工事          205,700 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

5041000284 中原中学校　外トイレフラッシュバルブ他補          228,800 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

5041000356 中野島中学校　プール用給水ポンプユニット        2,498,815 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

5041000394 塚越中学校　スプリンクラー送水管他漏水補        2,145,000 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

5041000491 中原中学校　スプリンクラー補修工事           113,300 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

5041000770 塚越中学校　職員室ほか空調機補修工事         2,381,500 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

5041000796 塚越中学校　５Ｆホールほか窓補修工事           218,350 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

5041000393 田島中学校　職員用トイレ温水洗浄便座補修          720,500 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

5041000407 南河原中学校　１年２組空調機補修工事         1,540,000 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

5041000411 南生田中学校　職員室ほかコンセント補修工          737,000 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

5041000416 田島小学校　プール男子トイレ補修工事           511,940 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
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5041000426 南生田中学校　プール排水補修工事           330,000 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

5041000433 東高津中学校　スプリンクラー補修工事         1,166,000 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

5041000435 南河原中学校　スプリンクラー補修工事           190,300 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

5041000441 田島小学校　給食室休憩室エアコン補修工事          127,270 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

5041000449 田島中学校　校長室ほかＬＥＤ照明器具補修          803,000 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

5041000455 殿町小学校ほか１５校　給食室回転釜及び食        1,960,332 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

5041000465 渡田小学校　職員室ほか照明器具補修工事           118,800 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

5041000672 東小倉小学校　職員室空調機補修工事         2,035,000 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

5041000681 東住吉小学校　通級指導教室１階プレイルー        2,035,000 見積合わせ 空調衛生 00215041 株式会社　オーソリティー空調 （教）教育環境整備推進室

5041000700 南加瀬中学校　西門門扉戸車補修工事           231,000 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

5041000702 土橋小学校　北側門扉補修工事         2,390,300 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

5041000446 富士見中学校　給食保管庫ロスナイ補修工事          172,700 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

5041000448 富士見中学校　ドアホン補修工事           248,600 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

5041000485 稗原小学校　プール塗装補修工事         2,420,000 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

5041000499 平間中学校　校内テレビ設備補修工事           886,600 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

5041000630 平間中学校　シャッター補修工事         2,332,000 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

5041000639 富士見台小学校　スプリンクラー補修工事           985,600 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

5041000773 富士見中学校　各所教室間仕切りその他補修        1,768,800 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

5041000406 野川中学校　職員室出入口扉ほか補修工事         1,175,350 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

5041000962 木月小学校　給食室天井扇ほか補修工事           270,600 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
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5041000452 臨港中学校　体育館ステージ前間仕切りネッ          374,000 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

5041000453 臨港中学校　２年昇降口外階段補修工事           256,300 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

5041000669 有馬小学校　給食調理員控室ほかエアコン補          500,500 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

5041000706 有馬中学校　変電設備内デマンドメーター取          486,200 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

5041000708 臨港中学校　Ｃ棟男子トイレ換気扇補修工事          308,000 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

5041000914 枡形中学校　体育館壁掛子時計補修工事           190,300 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

5041000502 桜本中学校　消防設備補修工事           685,300 見積合わせ 消防 00045601 幸防災　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000612 今井中学校　消防設備補修工事           617,100 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

5041000381 西丸子小学校　屋内消火栓設備補修工事           551,430 見積合わせ 消防 00040281 株式会社　綜合防災 （教）教育環境整備推進室

5041000552 川中島中学校　ガス漏れ警報盤異常補修工事          220,000 見積合わせ 消防 00045601 幸防災　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000633 川崎中学校　消防設備補修工事           148,500 見積合わせ 消防 00045601 幸防災　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000354 大戸小学校　消防設備補修工事           283,800 見積合わせ 消防 00040281 株式会社　綜合防災 （教）教育環境整備推進室

5041000504 中野島中学校　屋内消火栓設備補修工事           148,500 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

5041000740 宮前平中学校　１階特別支援級改修工事         2,255,000 見積合わせ 内装 00036601 菅生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000256 古川小学校　ＰＴＡ室ほか空調機補修工事         1,134,100 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

5041000182 鷺沼小学校　昇降口補修工事         1,451,450 見積合わせ 建具 00211371 帯野工業　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000869 小田小学校　特別支援教室改修工事         1,324,400 見積合わせ 内装 00020691 株式会社　衣鳩工務店 （教）教育環境整備推進室

5041000742 菅小学校　さくらルーム床面ほか改修工事         2,376,000 見積合わせ 内装 00036601 菅生建設　株式会社 （教）教育環境整備推進室

5041000804 菅小学校　さくらルーム電気設備改修工事           326,700 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

5041000603 幸高等学校　弓道場安全ネット他補修工事         2,499,200 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
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5041000427 川崎総合科学高等学校　１号館９階国語科準          616,000 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

5041000532 川崎高等学校　湧水槽フロートスイッチ補修          273,900 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

5041000554 川崎高等学校　屋上テニスコート防球ネット        2,137,300 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
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