
1
川崎市新本庁舎復元棟
新築電気その他設備工
事

川崎市川崎区宮本町１
番地ほか

川崎市役所新本庁舎復
元棟の新築に伴う電気・
通信の設備工事

第１四半期 総合評価 050331 電気

2
川崎市新本庁舎復元棟
新築空気調和設備工事

川崎市川崎区宮本町１
番地ほか

川崎市役所新本庁舎復
元棟の新築に伴う空気
調和設備工事

第１四半期 一般競争 050331 空調衛生

3
川崎市新本庁舎復元棟
新築衛生設備工事

川崎市川崎区宮本町１
番地ほか

川崎市役所新本庁舎復
元棟の新築に伴う衛生
設備工事

第１四半期 一般競争 050331 空調衛生

4
川崎市新本庁舎議会映
像音響設備設置その他
工事

川崎市川崎区宮本町１
番地ほか

議会映像音響設備の設
置工事、及び電波障害
防除設備に係る共同溝
の通線工事

第２四半期 総合評価 050331 通信

5
川崎市新本庁舎太陽光
発電設備設置工事

川崎市川崎区宮本町１
番地ほか

太陽光発電設備の設置
工事

第２四半期 一般競争 050331 電気

入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （総務企画局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

1 一般・総合評価



1
浮島処理センター
空気調和設備改修
その２工事

川崎区浮島町５０９－１ 空気調和設備改修工事 第１四半期 一般競争 040228 空調衛生

2
浮島処理センター
洗濯設備改修工事

川崎区浮島町５０９－１ 洗濯設備改修工事 第１四半期 一般競争 031228 機械

3
浮島処理センター
外壁改修その他工事

川崎区浮島町５０９－１ 外壁改修その他工事 第１四半期 一般競争 040331 建築

4
入江崎クリーンセンター
貯留槽補修工事

川崎区塩浜３－１４－１ 貯留槽補修工事 第２四半期 一般競争 031228 建築

5
南部リサイクルセンター
受変電設備ほか
改修工事

川崎区夜光３－１－３
受変電設備ほか
改修工事

第２四半期 一般競争 040312 電気

6
浮島処理センター
送排風機改修工事

川崎区浮島町５０９－１ 送排風機改修工事 第２四半期 一般競争 040318 機械

7
川崎駅西口
公衆トイレ改修工事

幸区堀川町７２ 公衆トイレ改修工事 第３四半期 一般競争 040331 建築

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （環境局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種 備考

1 一般・総合評価



1
浮島処理センター
No.２ダスト切り出し
ｺﾝﾍﾞﾔ改修その他工事

川崎区浮島町５０９－１
ダスト切り出しコンベヤ
改修その他工事

第１四半期 随意契約 030911 清掃施設

2

浮島処理センター
資源化処理施設
プラスチック受入供給
設備補修工事

川崎区浮島町５０９－１
プラスチック受入供給
設備補修工事

第３四半期 随意契約 031228 清掃施設

3
入江崎クリーンセンター
低圧動力盤改修工事

川崎区塩浜３－１４－１ 低圧動力盤改修工事 第２四半期 随意契約 040331 電気

入札時期
入札契約
方式

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （環境局）

履行期限 業種工事概要

1 指名・随契



1
令和3年度登戸土地区
画整理事業特殊道路9-
3号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸2085
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第２四半期 一般競争 031228 土木

2
令和3年度登戸土地区
画整理事業区画道路8-
2号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸2165
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第３四半期 一般競争 040331 土木

3
令和3年度登戸土地区
画整理事業区画道路6-
52号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸3375
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第２四半期 一般競争 040331 土木

4

令和3年度登戸土地区
画整理事業都市計画道
路登戸1号線他道路築
造（電線共同溝）工事

川崎市多摩区登戸2085
番地先

舗装工、側溝工、電線共
同溝工、整地工他

第２四半期 一般競争 040331 土木

5

令和3年度登戸土地区
画整理事業都市計画道
路登戸野川線他道路築
造工事

川崎市多摩区登戸3403
番地先

舗装工、側溝工他 第２四半期 一般競争 031228 土木

6
令和3年度登戸土地区
画整理事業区画道路6-
22号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸2405
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第３四半期 一般競争 040331 土木

7
令和3年度登戸土地区
画整理事業特殊道路9-
3号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸2085
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第２四半期 一般競争 031228 土木

8
令和3年度登戸土地区
画整理事業区画道路8-
2号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸2165
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第３四半期 一般競争 040331 土木

9
令和3年度登戸土地区
画整理事業区画道路6-
52号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸3375
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第２四半期 一般競争 040331 土木

10

令和3年度登戸土地区
画整理事業都市計画道
路登戸1号線他道路築
造（電線共同溝）工事

川崎市多摩区登戸2085
番地先

舗装工、側溝工、電線共
同溝工、整地工他

第２四半期 一般競争 040331 土木

11

令和3年度登戸土地区
画整理事業都市計画道
路登戸野川線他道路築
造工事

川崎市多摩区登戸3403
番地先

舗装工、側溝工他 第２四半期 一般競争 031228 土木

12
令和3年度登戸土地区
画整理事業区画道路6-
22号線他道路築造工事

川崎市多摩区登戸2405
番地先

舗装工、側溝工、整地工
他

第３四半期 一般競争 040331 土木

13
初山住宅新築第2号工
事

川崎市宮前区初山2丁
目723-2

新築工事1棟 第３四半期 総合評価 050315 建築

14
初山住宅新築第2号電
気設備工事

川崎市宮前区初山2丁
目723-2

新築に伴う電気設備工
事

第３四半期 一般競争 050315 電気

15
初山住宅新築第2号衛
生その他設備工事

川崎市宮前区初山2丁
目723-2

新築に伴う衛生その他
設備工事

第３四半期 一般競争 050315 空調衛生

16
初山住宅新築第2号エレ
ベータ設備工事

川崎市宮前区初山2丁
目723-2

新築に伴うエレベータ設
備工事

第３四半期 一般競争 050315 機械

17
有馬第1住宅個別改善
工事（2号棟）

川崎市宮前区東有馬5
丁目20番

内部改修
上記に伴う設備改修

第２四半期 一般競争 050131 建築

18
有馬第2住宅個別改善
工事（7・14号棟）

川崎市宮前区東有馬4
丁目5番

内部改修
上記に伴う設備改修

第３四半期 総合評価 050228 建築

業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （まちづくり局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限

1 一般・総合評価



19
新作住宅個別改善第2
号工事（3・7号棟）

川崎市高津区新作3丁
目1361番13ほか

内部改修
上記に伴う設備改修

第３四半期 総合評価 050228 建築

20
中丸子住宅個別改善そ
の他工事（1号棟）

川崎市中原区中丸子
1155番地

内部改修
上記に伴う設備改修

第２四半期 一般競争 050131 建築

21
南平第2住宅個別改善
工事（2号棟）

川崎市宮前区南平台5
内部改修
上記に伴う設備改修

第２四半期 一般競争 041228 建築

22
南平住宅ほか4か所外
灯改修工事

川崎市宮前区南平台15
～17番地ほか4か所

外灯改修工事 第１四半期 一般競争 040131 電気

23
野川東住宅ほか13か所
外灯改修工事

川崎市高津区東野川1
丁目16番地ほか13か所

外灯改修工事 第１四半期 一般競争 040131 電気

24
西生田中継所ほか4か
所同報系防災行政無線
屋外受信機設置工事

川崎市多摩区西生田5
丁目28番1号ほか4か所

市内同報系無線の増設 第１四半期 一般競争 040315 通信

25
第3庁舎市民ホール天
井その他改修工事

川崎市川崎区東田町5
番地

玄関ホールの天井を撤
去し膜天井に改修

第１四半期 一般競争 040215 建築

26
川崎市民プラザ ガス配
管更新

高津区新作1丁目19-1 都市ガス配管の更新 第１四半期 一般競争 031130 空調・衛生

27
川崎市民プラザ プール
屋上天窓改修その他工
事

川崎市高津区新作1丁
目19番1号

プール屋上天窓改修 第２四半期 一般競争 040131 建築

28
川崎区役所大師分室解
体

川崎市川崎区台町26-7
庁舎解体撤去
ＲＣ造3階建て等

第２四半期 一般競争 040115 解体

29
宮前区役所道路公園セ
ンタートイレ改修その他
工事

川崎市宮前区有馬2丁
目6番4号

1階男女トイレの改修
付随する電気・機械設備
工事

第１四半期 一般競争 030930 建築

30
川崎市国際交流セン
タースライディング
ウォール交換工事

中原区木月祇園町2番2
号

スライディングウォール
交換工事

第２四半期 一般競争 040731 内装

31
幸スポーツセンター小体
育館バスケットゴール改
修工事

幸区戸手本町1丁目11
番地3

バスケットゴール交換工
事

第２四半期 一般競争 040331 内装

32
多摩区総合庁舎図書館
ほか1か所トイレ改修そ
の他工事

多摩区登戸1775番地1
図書館・保健所トイレ改
修

第３四半期 一般競争 040630 建築

33
宮前区役所天井その他
改修工事

宮前区宮前平2丁目20-
5

玄関ホールの天井を撤
去する改修

第１四半期 一般競争 031228 建築

34
高津区役所市民ホール
天井改修その他工事

高津区下作延2丁目8番
1号

市民ホールの天井を撤
去し、膜天井に改修

第１四半期 一般競争 040131 建築

35
中央卸売市場北部市場
関連棟屋上防水改修そ
の他工事

川崎市宮前区水沢1丁
目1番1号

関連棟屋上駐車場、一
階庇部分、ブリッチ部分
の防水改修工事

第２四半期 一般競争 040516 防水

36
中央卸売市場北部市場
青果棟ほか2棟高天井
用照明設備改修

川崎市宮前区水沢1丁
目1番1号

既設照明のLED化 第１四半期 一般競争 040331 電気

37
中央卸売市場北部市場
量水器交換工事

川崎市宮前区水沢1丁
目1番1号

量水器の更新 第２四半期 一般競争 031130 空調・衛生

38
中央卸売市場北部市場
青果棟照明設備改修

川崎市宮前区水沢1丁
目1番1号

既設照明のLED化 第１四半期 一般競争 040331 電気

39
地方卸売市場南部市場
低温倉庫冷却設備改修
工事

川崎市幸区南幸町3丁
目126番地1

冷凍機ユニット更新 第３四半期 一般競争 040315 空調・衛生

2 一般・総合評価



40
地方卸売市場南部市場
高圧受変電設備改修

川崎市幸区南幸町3丁
目126番1号

受変電設備の改修 第２四半期 一般競争 041216 電気

41
南部市場青果卸売場棟
耐震補強工事

川崎市幸区南幸町3丁
目126番地1

青果卸売場棟の耐震補
強工事

第１四半期 一般競争 031130 建築

42
地方卸売市場南部市場
電力量計測設備更新

川崎市幸区南幸町3丁
目126番1号

積算電力量計の更新 第１四半期 一般競争 031217 電気

43
川崎競輪場バンク内照
明改修その他設備設置

川崎市川崎区富士見2
丁目1番6号

バンク内照明改修及び
無停電電源装置の設置

第１四半期 一般競争 040315 電気

44
中央卸売市場北部市場
電力量計測設備更新

川崎市宮前区水沢1丁
目1番1号

積算電力量計の更新 第１四半期 一般競争 040228 電気

45
中央卸売市場北部市場
荷捌場棟動力電源増設

川崎市宮前区水沢1丁
目1番1号

変電設備の改修及び動
力電源の増設

第２四半期 一般競争 040228 電気

46
小向会館給湯その他設
備改修工事

川崎市幸区小向西町4
丁目110番地

お風呂熱源ﾎﾞｲﾗｰ･ろ過
設備撤去･更新工事

第１四半期 一般競争 031227 空調・衛生

47
看護短期大学内装改修
その他工事

川崎市幸区小倉4丁目
30番1号

研究室・講義室の改修
付随する電気・機械設備
工事

第１四半期 一般競争 031015 建築

48
柿生学園　生活寮洗面
所改修その他工事

川崎市麻生区五力田2
丁目20番10号

生活寮の洗面所・トイ
レ・廊下改修

第２四半期 一般競争 040131 建築

49
かわさき南部斎苑監視
カメラ設備改修

川崎市川崎区夜光3丁
目2番7号

監視カメラ設備の更新 第１四半期 一般競争 031227 通信

50
養護老人ホーム恵楽園
トイレ等改修工事

高津区下作延2丁目26
番1号

トイレの洋便器化改修、
館内出入口の扉の改修

第１四半期 一般競争 040131 建築

51
養護老人ホーム恵楽園
ナースコールその他設
備改修工事

川崎市高津区下作延2
丁目26番1号

ナースコール設備及び
電話設備の更新

第２四半期 一般競争 040315 通信

52

総合福祉センター（エ
ポックなかはら）舞台設
備等（特定天井含む）改
修（建築）

川崎市中原区上小田中
6丁目22番5号

ホール天井改修、舞台
設備等改修、外壁改修
等

第４四半期 一般競争 060315 建築

53

総合福祉センター（エ
ポックなかはら）舞台設
備等（特定天井含む）改
修（電気1）

中原区上小田中6丁目
22番5号

ホールの天井改修に伴
う舞台照明設備の改修

第４四半期 総合評価 060315 電気

54

総合福祉センター（エ
ポックなかはら）舞台設
備等（特定天井含む）改
修（電気2）

中原区上小田中6丁目
22番5号

ホールの天井改修に伴
う舞台音響設備の改修

第４四半期 総合評価 060315 通信

55

総合福祉センター（エ
ポックなかはら）舞台設
備等（特定天井含む）改
修（電気3）

中原区上小田中6丁目
22番5号

ホールの天井改修等に
伴う電気設備等の改修

第４四半期 一般競争 060315 電気

56
多摩老人福祉センター
照明設備改修

川崎市多摩区中野島5
丁目2番30号

既設照明のLED化 第１四半期 一般競争 031227 電気

57
リハビリテーション福祉
センター体育館改修そ
の他（建築）

川崎市中原区井田3丁
目16番1号

体育館改修及びプール・
更衣室棟新築工事

第１四半期 総合評価 040228 建築

58
リハビリテーション福祉
センター体育館改修そ
の他電気その他設備

川崎市中原区井田3丁
目16番1号

体育館改修及びプール
改築に伴う電気その他
設備工事

第１四半期 一般競争 040228 電気

59
リハビリテーション福祉
センター体育館改修そ
の他衛生その他設備

川崎市中原区井田3丁
目16番1号

体育館改修及びプール・
更衣室棟新築工事に伴
う衛生その他設備工事

第１四半期 一般競争 040228 空調・衛生

3 一般・総合評価



60
ハビリテーション福祉セ
ンター体育館昇降機設
備改修

川崎市中原区井田3丁
目16番1号

体育館改修工事に伴う
昇降機設備工事

第１四半期 一般競争 040228 機械

61
かわさき北部斎苑擁壁
上部落石防止ﾌｪﾝｽ新設
工事

高津区下作延6丁目18
番1号

落石防止フェンス新設工
事

第３四半期 一般競争 040331 とび・土工

62
さいわい健康福祉プラ
ザデイサービスセンター
内部改修その他工事

幸区戸手本町1丁目11
番地5

内部改修工事 第１四半期 一般競争 030831 内装

63
有馬保育園解体撤去工
事

宮前区東有馬5丁目16
番1号

園舎解体撤去
RC造2階建て

第１四半期 一般競争 031101 解体

64
土橋保育園解体撤去工
事

宮前区土橋2丁目14番1
号

園舎解体撤去
RC造2階建て

第２四半期 一般競争 031201 解体

65
宮崎こども文化センター
ほか1か所冷暖房設備
工事

川崎市宮前区宮崎1丁
目7番ほか1か所

エアコン設置 第１四半期 一般競争 030813 空調・衛生

66
藤崎こども文化センター
囲障改修工事

川崎区藤崎4丁目17番6
号

万年塀撤去
フェンス新設

第１四半期 一般競争 031201 とび・土工

67
西高津保育園解体撤去
工事

高津区溝口5丁目15番4
号

構造：RC造
階数：2階
延べ面積：496.2㎡

第１四半期 一般競争 030730 解体

68
中瀬緑地トイレ新築その
他工事

川崎区中瀬2丁目18番1 トイレ新築工事 第２四半期 一般競争 040331 建築

69
川崎富士見球技場照明
塔改修工事

川崎市川崎区富士見2
丁目1番9号

既存照明塔3基解体、照
明塔4基新設

第２四半期 一般競争 050315 建築

70
川崎富士見球技場照明
塔改修電気設備

川崎市川崎区富士見2
丁目1番9号

照明塔（別途）設置に伴
う電気設備工事

第２四半期 一般競争 050315 電気

71
五反田川放水路分流部
管理棟新築（建築）

川崎市多摩区生田8丁
目3585番3号

五反田川放水路分流棟
の新築工事

第２四半期 一般競争 040531 建築

72
五反田川放水路分流部
管理棟新築電気その他
設備工事

川崎市多摩区生田8丁
目3585番3号

新築に伴う電気その他
設備工事

第２四半期 一般競争 040531 電気

73
五反田川放水路分流部
管理棟新築冷暖房その
他設備工事

川崎市多摩区生田8-3
地先

分流部管理棟1，2階部
位冷暖房･換気･給排水
設備新築工事

第２四半期 一般競争 040531 空調・衛生

74
五反田川放水路放流部
管理棟新築（建築・機
械）

川崎市多摩区生田8丁
目3585番3号

五反田川放水路放流棟
の新築工事

第２四半期 一般競争 040228 建築

75
五反田川放水路放流部
管理棟新築電気その他
設備工事

川崎市多摩区生田8丁
目3585番3号

新築に伴う電気その他
設備工事

第２四半期 一般競争 040228 電気

76
川崎港コンテナターミナ
ル出入口ゲート塗装改
修その他工事

川崎区東扇島52番地 ゲート塗装改修工事 第１四半期 一般競争 040331 塗装

77
港湾振興会館体育室天
井・トイレ改修その他（建
築）

川崎市川崎区東扇島38
番地1

既存体育室の天井改修
及びトイレ改修、付随す
る機械設備工事

第２四半期 一般競争 040228 建築

78
港湾振興会館体育室天
井・トイレ改修電気その
他設備

川崎市川崎区東扇島38
番地1

改修に伴う電気その他
設備工事

第２四半期 一般競争 040228 電気

79
川崎港コンテナターミナ
ル出入口ゲート塗装改
修その他工事

川崎区東扇島52番地 ゲート塗装改修工事 第１四半期 一般競争 040331 塗装

80
小川町バス停留所上屋
新築工事（第2期）

川崎市川崎区小川町20
番1

上屋　平屋　3棟
1S造　30.27㎡　2S造
30.27㎡
3S造　40.54㎡

第１四半期 一般競争 030930 建築

4 一般・総合評価



81
多摩消防署栗谷出張所
改築工事

川崎市多摩区栗谷3丁
目30番8号

構造：RC造
階数：地上2階  塔屋1階
延べ面積：542.34㎡

第１四半期 一般競争 040228 建築

82
多摩消防署栗谷出張所
改築電気その他設備工
事

川崎市多摩区栗谷3丁
目30番8号

改築に伴う電気その他
設備工事

第１四半期 一般競争 040228 電気

83
多摩消防署栗谷出張所
改築冷暖房その他設備
工事

川崎市多摩区栗谷3丁
目30番8号

改築の冷暖房、衛生設
備工事

第１四半期 一般競争 040315 空調・衛生

84
中原消防団中原分団小
杉班器具置場改築その
他工事

川崎市中原区小杉御殿
町1丁目940番地15

構造：鉄骨造　階数：2階
建て
延べ面積：80.17㎡
付随する電気・機械設備

第２四半期 一般競争 031224 建築

85
幸市民館・図書館トイレ
改修その他工事（第1
期）

川崎市幸区戸手本町1
丁目11番地2

トイレの全面改修
付随する電気・機械設備
工事

第２四半期 一般競争 040315 建築

86
幸市民館ホール舞台床
改修その他工事

川崎市幸区戸手本町1
丁目11番地2

ホール舞台床の張り替
え
施工面積：約295㎡
付随する電気設備工事

第１四半期 一般競争 040315 内装

87
麻生市民館・図書館トイ
レ改修その他工事（第1
期）

川崎市麻生区万福寺1
丁目5番2号

トイレの全面改修
付随する電気・機械設備
工事

第３四半期 一般競争 040531 建築

88
青少年の家給水その他
設備改修工事

川崎市宮前区宮崎105
番地1

既設受水雄･揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ･
高架水槽撤去･高架水
槽を受水槽とする更新
工事

第１四半期 一般競争 040131 空調・衛生

89
青少年の家プールろ過
設備改修工事

宮前区宮崎105番地1
プールろ過設備改修工
事

第２四半期 一般競争 040228 空調・衛生

90
高津図書館照明設備改
修工事

川崎市高津区溝の口4
丁目16番3号

既設照明のLED化 第１四半期 一般競争 040228 電気

91
高津図書館監視カメラ
設備改修工事

川崎市高津区溝の口4
丁目16番3号

監視カメラ設備の更新 第１四半期 一般競争 040228 通信

92
日本民家園旧鈴木家住
宅屋根葺き替えその他
工事

川崎市多摩区枡形7丁
目1番1号

茅葺屋根等の全面葺き
替え
板葺き屋根の一部補修
付随する電気設備工事

第１四半期 一般競争 031224 建築

93
日本民家園本館電気設
備改修

川崎市多摩区枡形7丁
目1番1号

既設照明のLED化及び
分電盤改修

第２四半期 一般競争 040131 電気

94
日本民家園本館換気そ
の他設備改修

川崎市多摩区枡形7丁
目1番1号

既設換気設備及び給湯
設備改修

第１四半期 一般競争 040131 空調・衛生

95
高津図書館防水改修工
事

高津区溝口4丁目16番3
号

防水改修工事 第３四半期 一般競争 040331 防水

96
高津図書館衛生その他
設備改修工事

川崎市高津区溝口4丁
目16番3号

地盤地下等による排水
管修繕、受水槽･加圧給
水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去に伴う直結
給水工事

第１四半期 一般競争 040430 空調・衛生

97
教育会館受変電その他
設備改修工事

川崎市中原区下沼部
1709番地4

受変電設備の改修 第１四半期 一般競争 040315 電気

98
教育会館換気その他設
備改修

川崎市中原区下沼部
1709番地4

水没により、中央単一ﾀﾞ
ｸﾄ方式から局所換気設
備方式等に変更する改
修工事

第１四半期 一般競争 040315 空調・衛生

99
多摩市民館図書館ほか
1か所トイレ改修その他
工事

多摩区登戸1775番地1
図書館・保健所トイレ改
修

第３四半期 一般競争 040630 とび・土工

100
宮前小学校受水槽改修
その他設備工事

川崎区宮前町8番13号 受水槽改修工事 第１四半期 一般競争 031031 空調・衛生

101
川崎小学校受水槽改修
その他設備工事

川崎区日進町20番地1 受水槽改修工事 第１四半期 一般競争 031031 空調・衛生

5 一般・総合評価



102
桜本中学校受水槽改修
その他設備工事

川崎区池上新町1丁目2
番4号

受水槽改修工事 第１四半期 一般競争 031031 空調・衛生

103
戸手小学校受水槽改修
その他設備工事

幸区戸手本町1丁目165
番地

受水槽改修工事 第１四半期 一般競争 031031 空調・衛生

104
南加瀬小学校受水槽改
修その他設備工事

幸区南加瀬4丁目24番1
号

受水槽改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

105
夢見ヶ崎小学校受水槽
改修その他設備工事

幸区南加瀬2丁目13番1
号

受水槽改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

106
梶ヶ谷小学校校直結給
水化

高津区梶ケ谷4-12 給水直結化工事 第１四半期 一般競争 031130 空調・衛生

107
有馬小学校直結給水化
工事

宮前区東有馬5-12-1 給水直結化工事 第１四半期 一般競争 031130 空調・衛生

108
菅生中学校消防設備改
修

宮前区菅生2-10-1 屋内消火栓設備の改修 第１四半期 一般競争 031228 機消

109
今井中学校冷暖房その
他設備改修その2工事

川崎市中原区今井仲町
7番1号

既存冷暖房設備（GHP）
の改修

第１四半期 一般競争 040121 空調・衛生

110
末長小学校冷暖房その
他設備改修工事

川崎市高津区末長3丁
目8番1号

既存冷暖房設備（GHP）
の改修

第１四半期 一般競争 040121 空調・衛生

111
平間中学校冷暖房その
他設備改修工事

川崎市中原区上平間
1368

既存冷暖房設備（GHP）
の改修

第１四半期 一般競争 040315 空調・衛生

112
殿学小学校空気調和そ
の他設備改修工事

川崎市川崎区殿町1丁
目17番19号

既存空調設備（集中方
式とEHPの複合）の改修

第１四半期 一般競争 040315 空調・衛生

113
川崎中学校防球ネット新
設その他工事

川崎区下並木50番地 防球ネット撤去・新設 第２四半期 一般競争 040228 とび・土工

114
野川中学校防球ネット新
設その他工事

宮前区野川3141番1号 防球ネット撤去・新設 第２四半期 一般競争 040228 とび・土工

115
南河原中学校用務員作
業所新築工事

幸区中幸町4丁目31番
用務員作業所新築
木造平屋建て30㎡

第１四半期 一般競争 031228 建築

116
南河原中学校外壁塗装
改修その他工事

幸区中幸町4丁目31番
地

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第１四半期 一般競争 040331 塗装

117
大島小学校外壁塗装改
修その他工事

川崎区浜町1丁目5番1
号

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第１四半期 一般競争 040331 塗装

118
長尾小学校外壁塗装改
修その他工事

多摩区長尾7丁目28番1
号

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第１四半期 一般競争 040218 塗装

119
真福寺小学校外壁塗装
改修その他工事

麻生区白山5丁目3番1
号

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第１四半期 一般競争 040318 塗装

120
塚越中学校外壁塗装改
修その他工事

幸区塚越1丁目60番地
外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第１四半期 一般競争 040331 塗装

121
橘高等学校太陽光発電
その他設備改修工事

川崎市中原区中丸子
562番地

太陽光発電設備及び蓄
電池設備の改修

第１四半期 一般競争 031228 電気

122
幸高等学校ほか1校無
停電電源装置撤去工事

川崎市幸区戸手本町1
丁目150番地ほか1校

無停電電源装置の撤去
（幸高校・総合科学高
校）

第２四半期 一般競争 040131 電気

6 一般・総合評価



123
川崎総合科学高等学校
照明制御装置改修工事

川崎市幸区小向仲野町
5番1号

照明制御装置の改修 第１四半期 一般競争 040131 電気

124
鷺沼小学校プールろ過
設備改修工事

宮前区鷺沼2丁目1番地
プールろ過設備改修工
事

第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

125
虹ヶ丘小学校プールろ
過設備改修工事

麻生区虹ヶ丘1丁目21番
2号

プールろ過設備改修工
事

第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

126
古川小学校ほか3校給
食室食器洗浄機改修工
事

幸区古川町70ほか3校

古川、宮崎小、富士見台
小、長沢小給食室既存
食器洗浄機撤去･更新
附帯工事

第１四半期 一般競争 030930 空調・衛生

127
南百合丘小学校ほか1
校高圧負荷開閉器改修

川崎市麻生区王禅寺西
1丁目26番1号ほか1校

高圧負荷開閉器の改修
（南百合丘小・殿町小）

第１四半期 一般競争 040114 電気

128
西御幸小学校高圧負荷
開閉器改修

川崎市幸区小向西町4
丁目30番地

高圧負荷開閉器の改修 第１四半期 一般競争 040114 電気

129
南生田中学校ほか1校
高圧負荷開閉器改修

川崎市多摩区南生田3
丁目4番1号ほか1校

高圧負荷開閉器の設置
他（南生田中・井田中）

第１四半期 一般競争 040114 電気

130
宿河原小学校ほか1校
高圧負荷開閉器改修

川崎市多摩区宿河原2
丁目1番1号ほか1校

高圧負荷開閉器の設置
他（宿河原小・生田小）

第１四半期 一般競争 040114 電気

131
向丘小学校蓄電池設備
設置

川崎市宮前区平1丁目6
番1号

太陽光発電設備と連携
する蓄電池設備の設置

第１四半期 一般競争 040114 電気

132
東菅小学校学校蓄電池
設備設置

川崎市多摩区菅馬場2
丁目19番1号

太陽光発電設備と連携
する蓄電池設備の設置

第１四半期 一般競争 040114 電気

133
四谷小学校ほか2校トイ
レ改修その他工事

川崎区四谷下町4番1号
ほか2校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 031122 建築

134
川崎総合科学高等学校
トイレ改修その他その1
工事

幸区小向仲野町5番1号
校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

135
幸高等学校トイレ改修そ
の他工事

幸区戸手本町1丁目150
番地

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040228 建築

136
日吉小学校ほか1校トイ
レ改修その他工事

幸区北加瀬1丁目37番1
号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040311 建築

137
南加瀬中学校トイレ改修
その他工事

幸区南加瀬3丁目10番1
号

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040325 建築

138
南加瀬小学校ほか1校ト
イレ改修その他工事

幸区南加瀬4丁目24番1
号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

139
苅宿小学校ほか2校トイ
レ改修その他工事

中原区苅宿25番1号ほ
か2校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040325 建築

140
今井中学校ほか3校トイ
レ改修その他工事

中原区今井仲町7番1号
ほか3校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

141
中央支援学校ほか1校ト
イレ改修その他工事

高津区久本3丁目7番1
号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040311 建築

142
向丘小学校ほか2校トイ
レ改修その他工事

宮前区平1丁目6番1号
ほか2校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

143
末長小学校ほか1校トイ
レ改修その他工事

高津区末長3丁目8番1
号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築
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144
稲田小学校ほか1校トイ
レ改修その他工事

多摩区宿河原3丁目18
番1号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

145
犬蔵中学校ほか2校トイ
レ改修その他工事

宮前区犬蔵1丁目10番1
号ほか2校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

146
中野島小学校ほか1校ト
イレ改修その他工事

多摩区中野島3丁目12
番1号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

147
生田小学校ほか1校トイ
レ改修その他工事

多摩区生田7丁目22番1
号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

148
麻生中学校ほか1校トイ
レ改修その他工事

麻生区上麻生4丁目39
番1号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 040318 建築

149
高津高等学校体育館高
天井照明設備等改修

川崎市高津区久本3丁
目11番1号

既設照明のLED化 第１四半期 一般競争 040131 電気

150
西有馬小学校プール棟
改築その他その2工事
（建築）

宮前区有馬7丁目6番1
号

プール棟新築
RC造2解建て

第３四半期 総合評価 050315 建築

151
西有馬小学校プール改
築（機械）

宮前区有馬 7-6-1
プール及びプール棟の
改築

第３四半期 一般競争 050315 空調・衛生

152
西有馬小学校プール改
築電気その他設備工事

宮前区有馬7丁目6番1
号

プール及びプール棟の
改築

第３四半期 一般競争 051130 電気

153
鷺沼小学校給食室増築
その他工事

宮前区鷺沼2丁目1番地
給食室新築
S造平屋建て

第１四半期 一般競争 041130 建築

154
鷺沼小学校給食室増築
電気その他設備工事

川崎市宮前区鷺沼2丁
目1番地

給食室増築に伴う電気
設備工事

第２四半期 一般競争 041130 電気

155
鷺沼小学校受変電設備
改修工事

川崎市宮前区鷺沼2丁
目1番地

受変電設備の改修 第２四半期 一般競争 040215 電気

156
鷺沼小学校給食室増築
（機械）

宮前区鷺沼2-1
給食室増築に伴う衛生
その他工事

第１四半期 一般競争 041130 空調・衛生

157
栗木台小学校ほか2校
給湯機改修

川崎市麻生区栗木台5
丁目15番1号

ガスボイラー撤去及びガ
ス給湯器新設

第１四半期 一般競争 031029 空調・衛生

158
川崎総合科学高等学校
冷暖房その他設備改修
その2工事

幸区小向仲野町5番1号
既設エアコン撤去･更新
継続工事

第１四半期 一般競争 040131 空調・衛生

159
田島小学校校舎改修そ
の他その1工事

川崎区渡田1丁目20番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）

第１四半期 一般競争 031130 建築

160
田島小学校外壁塗装改
修その他その1工事

川崎区渡田1丁目20番1
号

既存校舎の外壁塗装及
び屋上防水改修

第１四半期 一般競争 040128 塗装

161
中原小学校校舎改修そ
の他その1工事

中原区小杉御殿町1丁
目950番地

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 総合評価 031228 建築

162
中原小学校外壁塗装改
修その他その1工事

中原区小杉御殿町1丁
目950番地

既存校舎の外壁塗装及
び屋上防水改修

第１四半期 一般競争 040128 塗装

163
東大島小学校校舎改修
その他その1工事

川崎区大島5丁目25番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）

第１四半期 一般競争 031228 建築

164
西生田中学校校舎改修
その他その1工事

麻生区高石3丁目25番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）

第１四半期 一般競争 031228 建築
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165
西生田中学校外壁塗装
改修その他その1工事

麻生区高石3丁目25番1
号

既存校舎の外壁塗装及
び屋上防水改修

第１四半期 一般競争 040128 塗装

166
古川小学校校舎改修そ
の他その2工事

幸区古川町70番地

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 一般競争 031228 建築

167
小倉小学校校舎改修そ
の他その2工事

幸区小倉2丁目20番1号
既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）

第１四半期 一般競争 031029 建築

168
久地小学校校舎改修そ
の他その2工事

高津区久地4丁目2番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 一般競争 031228 建築

169
久地小学校受変電設備
改修工事

高津区久地4丁目2番1
号

受変電設備改修 第１四半期 一般競争 031015 電気

170
藤崎小学校校舎改修そ
の他その2工事

川崎区藤崎3丁目2番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 一般競争 031224 建築

171
藤崎小学校受変電その
他設備改修工事

川崎区藤崎3丁目2番1
号

受変電設備改修 第１四半期 一般競争 031030 電気

172
藤崎小学校外壁塗装改
修その他その2工事

川崎区藤崎3丁目2番1
号

既存校舎の外壁塗装及
び屋上防水改修

第１四半期 一般競争 040131 塗装

173
渡田中学校校舎改修そ
の他その3工事

川崎区渡田向町11番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 一般競争 031224 建築

174
住吉中学校校舎改修そ
の他その3工事

中原区木月住吉町27番
1号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 一般競争 031224 建築

175
日吉中学校校舎改修そ
の他その3工事

幸区北加瀬2丁目3番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）

第１四半期 一般競争 031130 建築

176
中原中学校校舎改修そ
の他その3工事

中原区小杉陣屋町1丁
目24番1号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 一般競争 031224 建築

177
菅中学校体育館改修そ
の他工事

多摩区菅城下28番1号
既存体育館の大規模修
繕・模様替え

第１四半期 一般競争 040331 建築

178
菅中学校体育館改修電
気その他設備工事

多摩区菅城下28番1号
既存体育館の大規模修
繕・模様替え

第１四半期 一般競争 040331 電気

179
西有馬小学校体育館改
修その他工事

宮前区有馬7丁目6番1
号

既存体育館の大規模修
繕・模様替え

第１四半期 一般競争 040331 建築

180
西有馬小学校体育館改
修電気その他設備工事

宮前区有馬7丁目6番1
号

既存体育館の大規模修
繕・模様替え

第１四半期 一般競争 040331 電気

181
坂戸小学校ほか2校窓
ガラス飛散防止工事

高津区坂戸1丁目18番1
号ほか2校

窓ガラス飛散防止工事 第２四半期 一般競争 030930 ガラス

182
王禅寺中央小学校ほか
2校窓ガラス飛散防止工
事

麻生区王禅寺東4丁目
14番1号ほか2校

窓ガラス飛散防止工事 第２四半期 一般競争 030930 ガラス

183
高津高等学校校舎改修
その他その3工事

高津区久本3丁目11番1
号

既存校舎の内部改修
（天井/床/内壁/建具/
家具）及びトイレ改修（1
系統）

第１四半期 総合評価 031228 建築

184
平小学校体育館改修そ
の他工事

宮前区平6丁目5番1号
既存体育館の大規模修
繕・模様替え

第１四半期 一般競争 040330 建築

185
平小学校体育館改修電
気その他設備工事

宮前区平6丁目5番1号
既存体育館の大規模修
繕・模様替え

第１四半期 一般競争 040331 電気
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186
岡上小学校ほか2校囲
障改修工事

麻生区岡上675番地1 囲障改修工事 第３四半期 一般競争 040331 とび・土工

187
川崎小学校ほか2校校
舎改修その他工事

川崎区日進町20番地1
ほか2校

エレベーターの改修工
事

第１四半期 一般競争 040131 建築

188
下河原小学校ほか2校
校舎改修その他工事

中原区上平間585番地
ほか2校

エレベーターの改修工
事

第１四半期 一般競争 040131 建築

189
野川小学校ほか1校校
舎改修その他工事

宮前区西野川2丁目19
番1号ほか1校

エレベーターの改修工
事

第１四半期 一般競争 040131 建築

190
麻生小学校ほか2校校
舎改修その他工事

麻生区上麻生3丁目24
番1号ほか2校

エレベーターの改修工
事

第１四半期 一般競争 040331 建築

191
犬蔵小学校ほか1校トイ
レ改修その他その2工事

宮前区犬蔵1丁目3番1
号ほか1校

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 031130 建築

192
長沢小学校トイレ改修そ
の他工事

麻生区東百合丘2丁目
24番7号

校舎内のトイレ改修工事
（床・壁・天井・建具）

第１四半期 一般競争 031206 建築

193
日本民家園旧太田家住
宅耐震補強その他工事

川崎市多摩区枡形7丁
目1番1号

国指定重要文化財旧太
田家住宅の耐震補強工
事及び屋根葺き替え工
事

第１四半期 一般競争 041031 建築

194
鷲ヶ峰老人いこいの家
ほか1施設内部改修そ
の他工事

宮前区菅生ケ丘32番10
号ほか1か所

内部改修工事 第１四半期 一般競争 030917 建築

195
緑ヶ丘霊園事務所霊安
室新築その他工事

高津区下作延1241番地 霊安室の新築 第１四半期 一般競争 030630 建築

196
西梶ヶ谷小学校囲障改
修工事

高津区梶ヶ谷2丁目14番
地1

囲障改修工事 第１四半期 一般競争 030930 とび・土工

197
川崎市国際交流セン
ター外壁改修その他工
事

中原区木月祇園町2番2
号

外壁塗装改修工事 第３四半期 一般競争 040731 塗装

198
川崎市民プラザ受変電
その他設備改修工事

高津区新作1丁目19-1 受変電設備改修 第１四半期 一般競争 040131 電気

199
幸市民館・図書館自動
制御設備改修工事

幸区戸手本町1丁目11-
2

自動制御設備の改修 第１四半期 一般競争 031228 空調・衛生

200
中原区役所別館外壁塗
装改修その他工事

中原区小杉町3丁目245
番地

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第１四半期 一般競争 031029 塗装

201
多摩区役所自動火災報
知設備改修工事

多摩区登戸1775番地1
自動火災報知設備の更
新

第１四半期 一般競争 040228 電消

202
麻生区役所外壁改修工
事

麻生区万福寺1丁目5-1
外壁ﾀｲﾙ剥落防止改修
工事

第１四半期 一般競争 040315 塗装

203
旧白山中学校体育館外
壁塗装改修その他工事

麻生区白山1-1-1
外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

204
生活文化会館（てくのか
わさき）屋上防水改修工
事

高津区溝口1丁目6番10
号

屋上防水改修工事 第３四半期 一般競争 040331 防水

205
計量検査所恒温室用空
調設備改修工事

川崎区藤崎3-1-10 空調設備改修工事 第２四半期 一般競争 040331 空調・衛生

206
川崎休日急患診療所冷
暖房設備改修工事

川崎区富士見1丁目1-1 冷暖房設備改修 第１四半期 一般競争 031228 空調・衛生

10 一般・総合評価



207
高津休日急患診療所冷
暖房設備改修工事

高津区溝口5丁目15-5 冷暖房設備改修 第１四半期 一般競争 031228 空調・衛生

208
宮前老人福祉センター
外壁改修その他工事

宮前区宮崎2丁目12番
地29

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第２四半期 一般競争 040331 塗装

209
麻生老人福祉センター
ボイラー設備改修工事

麻生区上麻生4丁目32
番2号

ボイラー設備改修工事 第３四半期 一般競争 040331 機械

210
北部地域療育センター
受変電設備改修工事

麻生区片平5丁目26-1 受変電設備改修 第４四半期 一般競争 040630 電気

211
社会復帰訓練所外壁改
修その他工事

高津区末長1丁目3番8
号

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

212

川崎市聴覚障害者情報
文化センター・井田老人
いこいの家外壁改修そ
の他工事

中原区井田三舞町14番
16号

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

213

川崎市聴覚障害者情報
文化センター・井田老人
いこいの家冷暖房設備
改修工事

中原区井田三舞町14番
16号

冷暖房設備改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

214
母子支援施設ヒルズす
えなが冷暖房その他設
備改修工事

高津区末長1丁目3番6
号

冷暖房設備改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

215
宮内こども文化センター
外壁塗装改修その他工
事

中原区宮内3丁目4番3
号

外壁改修工事 第３四半期 一般競争 040331 塗装

216
住吉こども文化センター
外壁改修その他工事

中原区木月祗園町17番
6号

外壁塗装改修工事 第３四半期 一般競争 040331 塗装

217
新丸子こども文化セン
ター屋上防水改修その
他工事

中原区新丸子691番地7 屋上防水改修工事 第３四半期 一般競争 040331 防水

218
東小田保育園冷暖房そ
の他設備改修工事

川崎区小田5丁目14番1
号

空調設備改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

219
中有馬保育園冷暖房そ
の他設備改修工事

宮前区有馬3丁目2番10
号

空調設備改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

220
白幡台こども文化セン
ター・老人いこいの家外
壁改修その他工事

宮前区白幡台1丁目13
番地1

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

221
菅こども文化センター外
壁塗装改修その他工事

多摩区菅北浦3丁目11
番1号

外壁改修工事
屋根改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

222
船客待合所外壁塗装改
修その他工事

川崎区千鳥町15丁目7
番

外壁塗装改修工事
屋上防水改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

223
高津消防署久地出張所
外壁塗装改修その他工
事

高津区久地4丁目11番
19号

外壁改修工事
屋根改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

224
宮前消防署向丘出張所
外壁塗装改修その他工
事

宮前区平1丁目4番17号
外壁改修工事
屋上防水改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

225
麻生消防署防水改修工
事

麻生区万福寺1丁目5番
4号

屋上防水改修工事 第３四半期 一般競争 040331 防水

226
宮前消防署冷暖房設備
改修工事

川崎市宮前区宮前平2
丁目20番地4

冷暖房設備改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

11 一般・総合評価



227
麻生消防署冷暖房設備
改修工事

麻生区万福寺1丁目5番
4号

冷暖房設備改修工事 第３四半期 一般競争 040331 空調・衛生

228
麻生市民館岡上分館外
壁塗装改修その他工事

麻生区岡上286番地1
外壁改修工事
屋上防水改修工事

第３四半期 一般競争 040331 塗装

229
総合教育センター空気
調和設備改修工事

高津区溝口6丁目9-3 空調設備改修工事 第１四半期 一般競争 031228 空調・衛生

230
青少年の家外壁改修そ
の他工事

宮前区宮崎105番地1 外壁改修工事 第１四半期 一般競争 040331 塗装

12 一般・総合評価



1
初山住宅新築第2号給
湯器設置その1工事

川崎市宮前区初山２丁
目７２３－２

新築に伴う給湯器設置
工事

第３四半期 指名競争 050315 軽微

2
初山住宅新築第2号給
湯器設置その2工事

川崎市宮前区初山2丁
目723-2

新築に伴う給湯器設置
工事

第３四半期 指名競争 050315 軽微

3
初山住宅新築第2号給
湯器設置その3工事

川崎市宮前区初山2丁
目723-2

新築に伴う給湯器設置
工事

第３四半期 指名競争 050315 軽微

4
地方卸売市場南部市場
正門前道路南側囲障改
修工事

川崎市幸区南幸町3丁
目126番地1

万年塀撤去
フェンス新設

指名競争
第２四半
期

031224 とび・土工

5
中原消防団中原分団小
杉班器具置場解体撤去
工事

川崎市中原区小杉御殿
町1丁目940番地15

構造：鉄骨造
階数：平屋建て
延べ面積：約51㎡

指名競争
第１四半
期

030730 解体

6
多摩消防団生田分団旧
中央生田班器具置場解
体撤去工事

川崎市多摩区生田8丁
目7番4号

構造：鉄骨造
階数：2建て
延べ面積：約61㎡

指名競争
第２四半
期

031030 解体

入札契約
方式

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （まちづくり局）

履行期限 業種工事概要 入札時期

1 一般・総合評価指名・随契



1 道路照明設置工事
川崎市川崎・幸・中原区
内一円

道路照明更新 第１四半期 一般競争 031215 電気

2
道路照明設置その2工
事

川崎市高津・宮前・多
摩・麻生区内一円

道路照明更新 第１四半期 一般競争 031215 電気

3
多摩区内主要地方道川
崎府中道路改良工事

川崎市多摩区枡形1丁
目14番地先

排水構造物工 N=1式
地盤改良工 N=1式
舗装工 N=1式

第１四半期 一般競争 031015 舗装
本工事にかかる予
算の議決を契約の
条件とします。

4
多摩区内都市計画道路
世田谷町田線道路築造
（切替）工事

川崎市多摩区登戸新町
348番地先

地盤改良工　N=1式
舗装工　N=1式
道路付属施設工　N=1
式

第１四半期 総合評価 040315 土木
本工事にかかる予
算の議決を契約の
条件とします。

5
麻生区内都市計画道路
尻手黒川線道路築造
（仮設道路）工事

川崎市麻生区片平４丁
目１番地先

舗装工　N=1式
排水構造物工　N=1式
仮設工　N=1式

第１四半期 一般競争 031217 土木

6
高津区内都市計画道路
宮内新横浜線（子母口
工区）道路築造工事

川崎市高津区子母口地
内

道路築造工事
L=245m、W=22m

第１四半期 総合評価 050331 土木

7

中原区内都市計画道路
丸子中山茅ヶ崎線（小
杉御殿町工区）道路築
造（その3）工事

川崎市中原区小杉陣屋
町地内

道路築造工事
L=257m、 W=15m

第１四半期 一般競争 031231 舗装

8
緑ヶ丘霊園霊堂周辺小
区画墓所整備工事

川崎市高津区下作延１
２４１

樹木伐採、造成、As園
路、縁石

第１四半期 一般競争 031220 造園

9
道路照明設置その3工
事

川崎市川崎・幸・中原区
内一円

道路照明更新 第２四半期 一般競争 031215 電気

10
道路照明設置その4工
事

川崎市高津・宮前・多
摩・麻生区内一円

道路照明更新 第２四半期 一般競争 031215 電気

11
（仮）トンネル・高架下照
明更新工事

川崎市内一円
トンネル・高架下照明更
新

第２四半期 一般競争 040315 電気

12
（仮）ペデストリアンデッ
キ照明器具補修工事

川崎市内一円
ペデストリアンデッキ照
明器具補修

第２四半期 一般競争 040215 電気

13
道路情報提供装置撤去
工事

川崎市内一円 道路情報提供装置撤去 第２四半期 一般競争 040215 通信

14
道路冠水表示板設置そ
の２工事

川崎市幸区大宮町ほか 道路冠水表示板設置 第２四半期 一般競争 040315 通信

15
餅井坂陸橋（P3橋脚）耐
震補強工事

川崎市麻生区東百合丘
3丁目2番地先

橋脚補強工 N=1式
支承補強工 N=1式

第２四半期 一般競争 040315 土木

16
早野聖地公園上ノ原工
区園路整備工事

川崎市麻生区早野７３２
伐採・抜根 N=1式
仮設道路工 N=1式

第２四半期 一般競争 040331 土木

17
麻生区内都市計画道路
世田谷町田線道路築造
（その７）工事

川崎市麻生区片平１丁
目６番地先

電線共同溝　N=1式
排水構造物工　N=1式
舗装工　N=1式

第２四半期 総合評価 050315 土木

18
麻生区内都市計画道路
尻手黒川線道路築造工
事

川崎市麻生区片平４丁
目１番地先

伐採工　N=1式
擁壁工　N=1式
法面工　N=1式

第２四半期 総合評価 041216 土木

19
麻生区内都市計画道路
世田谷町田線道路築造
（その８）工事

川崎市麻生区古沢５２
番地先

電線共同溝　N=1式
排水構造物工　N=1式
舗装工　N=1式

第２四半期 一般競争 040331 土木

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （建設緑政局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

1 一般・総合評価



20
臨港道路東扇島水江町
線（臨港警察署前）交差
点改良工事

川崎市川崎区池上町２
番地先

車道舗装工、歩道舗装
工、排水構造物工ほか

第２四半期 総合評価 040331 舗装

21

中原区内都市計画道路
東京丸子横浜線（上丸
子跨線部）道路築造（そ
の5）工事

川崎市中原区新丸子東
3丁目地内他

道路築造工事
L=400m、W=25m

第２四半期 一般競争 040331 舗装

22
高津区内主要地方道丸
子中山茅ヶ崎（蟻山坂
工区）道路築造工事

川崎市高津区千年地内
道路築造工事
L=660m、W=15-16m

第２四半期 一般競争 031231 舗装

23 八兵衛橋耐震補強工事
川崎市幸区南加瀬４丁
目６番地先

耐震補強 第２四半期 一般競争 040331 土木

24
武蔵小杉駅周辺自転車
等駐車場第５施設（照明
設備）補修工事

川崎市中原区新丸子東
3丁目1100番1先

照明設備補修工事 第２四半期 一般競争 031231 電気

25
南部管内自転車等駐車
場施設（照明設備）補修
工事

川崎市川崎区・幸区・中
原区・高津区一円

照明設備補修工事 第２四半期 一般競争 031231 電気

26
令和３年度　早野聖地
公園新型式墓所補修工
事

川崎市麻生区早野７３２ 墓所補修 第２四半期 一般競争 040315 造園

27
新百合ヶ丘駅前広場受
変電設備補修工事

川崎市麻生区上麻生1
丁目21番地先

受変電設備補修 第３四半期 一般競争 040315 電気

28
道路冠水表示板設置工
事

川崎市川崎区駅前本町
ほか

道路冠水表示板設置 第３四半期 一般競争 040315 通信

29
枡形2丁目ポンプ場水中
ポンプ増設工事

川崎市多摩区枡形2丁
目24番地先

水中ポンプ増設 第３四半期 一般競争 040315 機械

30
片平緑の保全地域斜面
安定整備工事

川崎市麻生区片平２丁
目４５６-１ほか

斜面安定整備工1式 第３四半期 一般競争 040315 とび・土工

31
長尾特別緑地保全地区
斜面安定整備工事

川崎市多摩区長尾６丁
目１１５０－１ほか

斜面安定整備工1式 第３四半期 一般競争 040315 とび・土工

32
王禅寺四ツ田特別緑地
保全地区施設整備工事

川崎市麻生区王禅寺１
０２８－２ほか

給排水施設整備工１式
ほか

第３四半期 一般競争 040315 造園

33
白根橋ほか１橋橋りょう
長寿命化修繕工事

川崎市麻生区上麻生6
丁目31番地先ほか１箇
所

塗装工 N=1式
縁端拡幅工 N=1式

第３四半期 一般競争 040331 塗装

34
令和3年度　緑ヶ丘霊園
サクラ並木等更新工事

川崎市高津区下作延１
２４１

植樹桝、高木植栽、歩
道As

第３四半期 一般競争 040315 造園

35
ふれあいロード延伸整
備工事

川崎市幸区小向仲野町
地内

As舗装 A=2,250㎡ 第３四半期 一般競争 040331 造園

2 一般・総合評価



1
多摩川緑地等公園施設
補修（緊急）工事

川崎市多摩区菅野戸呂
地先～川崎市川崎区殿
町３丁目地先

緊急補修 N=1式 第１四半期 指名競争 040331 造園

2
多摩川緑地中瀬第１球
場ほかバックネット工事

川崎市川崎区中瀬１丁
目地内

バックネット補修 N=1式 第１四半期 指名競争 030630 造園

3
かわさき多摩川ふれあ
いロード（上平間地区）
拡幅工事

川崎市中原区上平間
550番地先

As舗装 A=1,030㎡ 第１四半期 指名競争 030630 造園

4
登戸駅南北自由通路エ
スカレーター1・2号機ク
リート補修工事

川崎市多摩区登戸地内 クリート補修 第２四半期 随意契約 031224 機械

5
小沢城址特別緑地保全
地区斜面補修工事

多摩区菅仙谷１丁目４
ほか

斜面安定整備工１式 第２四半期 指名競争 040315 とび・土工

6
緑ヶ丘霊園82区霊堂間
給水管更新工事

川崎市高津区下作延１
２４１

給水管更新 第２四半期 指名競争 031220 水道施設

7
令和３年度　早野聖地
公園無縁墓所改修工事

川崎市麻生区早野７３２ 墓所撤去等 第２四半期 指名競争 031220 造園

8
菅生ケ丘特別緑地保全
地区施設整備工事

川崎市宮前区菅生ケ丘
２１０９－２ほか

給排水施設整備工１式 第３四半期 指名競争 040315 空調衛生

9
道路排水施設ポンプ制
御盤改修工事

川崎市内一円 制御盤回路増設 第３四半期 指名競争 040315 電気

10
北部管内自転車等駐車
場施設（照明設備）補修
工事

川崎市北部都市基盤整
備事務所管内

照明設備補修工事 第３四半期 指名競争 0４0331 電気

入札契約
方式

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （建設緑政局）

履行期限 業種工事概要 入札時期

1 指名・随契



1
臨港道路南岸道路改良
（その１）工事

川崎市川崎区東扇島地
内

道路改良工　　　1式 第１四半期 一般競争 031029 舗装

2
千鳥町鉄道敷護岸改良
その３工事

川崎市川崎区千鳥町地
先

護岸改良工　　1式 第１四半期 一般競争 031029 土木

3
コンテナターミナルRMG
軌道補修工事

川崎市川崎区東扇島地
内

軌道補修工　　1式 第１四半期 一般競争 031130 土木

4
港湾振興会館テニス
コート照明改修その３工
事

川崎市川崎区東扇島３
８番地１

テニス照明操作盤及びＬ
ＥＤ照明への改修

第１四半期 一般競争 031217 電気

5
南渡田地区11陸閘ほか
改良工事

川崎市川崎区小島町地
内

陸閘改良工　　　１式 第１四半期 一般競争 031228 鋼構造物

6
コンテナターミナル給油
所設備ほか整備工事

川崎市川崎区東扇島92
番地

給油設備工　1式 第１四半期 一般競争 031228 土木

7
川崎港内岸壁ほか前面
維持浚渫工事

川崎市川崎区東扇島地
先

浚渫工　　1式 第１四半期 一般競争 040114 しゅんせつ

8
夜光物揚場補修その３
工事

川崎市川崎区夜光地先 断面修復工　　1式 第１四半期 一般競争 040215 土木

9
東扇島小型船溜防波堤
設置工事

川崎市川崎区東扇島地
先

防波堤設置工　1式 第１四半期 一般競争 040315 土木

10
川崎港海底トンネル
監視テレビ設備改修
その２工事

川崎市川崎区千鳥町９
－９ほか

海底トンネル監視テレ
ビ設備、非常電話設
備改修

第１四半期 一般競争 040318 電気

11
東扇島緑道照明設備改
修工事

川崎市川崎区東扇島地
内

緑道照明設備をＬＥＤ照
明へ改修

第２四半期 一般競争 031217 電気

12
千鳥町ふ頭内道路改良
（その７）工事

川崎市川崎区千鳥町地
内

道路改良工　　　1式 第２四半期 一般競争 031228 舗装

13

コンテナターミナル
シャーシ通路拡張及び
インタロブロック撤去工
事

川崎市川崎区東扇島地
内

舗装工　　1式 第２四半期 一般競争 031228 舗装

14 塩浜物揚場改良工事 川崎市川崎区塩浜地先 護岸改良工　　1式 第２四半期 一般競争 031228 土木

15
川崎港内護岸等改良工
事

川崎市川崎区水江町地
先他

断面修復工　　1式 第２四半期 一般競争 040114 土木

16
千鳥町西護岸ほか係留
施設改良工事

川崎市川崎区千鳥町地
先他

護岸改良工　　1式 第２四半期 一般競争 040131 土木

17
コンテナターミナル通路
舗装補修工事

川崎市川崎区東扇島地
内

舗装工　　1式 第２四半期 一般競争 040131 舗装

18
コンテナターミナル旧給
油所設備撤去ほか工事

川崎市川崎区東扇島地
内

構造物撤去工　　1式 第２四半期 一般競争 040228 土木

備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （港湾局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

1 一般・総合評価



19
浮島指定処分地埋立施
設整備工事

川崎市川崎区浮島町地
先

道路土工　１式
舗装工　　1式

第２四半期 一般競争 040228 舗装

20
臨港道路南岸道路改良
（その２）工事

川崎市川崎区東扇島地
内

道路改良工　　　1式 第２四半期 一般競争 040315 舗装

21 夜光35号陸閘改良工事 川崎市川崎区夜光地内 陸閘改良工　　　１式 第２四半期 一般競争 040315 鋼構造物

22
東扇島7号岸壁背後護
岸補修工事

川崎市川崎区東扇島地
先

被服防食工　　1式 第２四半期 一般競争 040315 土木

23
浮島２期廃棄物埋立
護岸関連管理工事

川崎市川崎区浮島町地
先

鋼管矢板打設工　　１
式

第２四半期 総合評価 040315 土木

24
川崎港コンテナターミナ
ル出入口ゲート照明設
備改修工事

川崎市川崎区東扇島９
２番地

出入口ゲート照明設備
をＬＥＤ照明へ改修

第２四半期 一般競争 040318 電気

25
川崎港コンテナターミナ
ルリーファー電源設備改
修工事

川崎市川崎区東扇島９
２番地

リーファー電源設備改修 第２四半期 一般競争 040318 電気

26
コンテナターミナル荷役
設備補修工事

川崎市川崎区東扇島９
２番地

ガントリークレーン補修
トランスファークレーン補
修

第２四半期 一般競争 040331 機械

27
東扇島堀込部護岸築造
その２工事

川崎市川崎区東扇島地
先

裏込・裏埋工　　１式 第２四半期 総合評価 040729 土木

28
東扇島コンテナ補完機
能施設整備工事

川崎市川崎区東扇島地
内

舗装工　　1式 第２四半期 総合評価 050315 舗装

29
川崎港コンテナターミナ
ル・トランスファークレー
ン3号機更新工事

川崎市川崎区東扇島９
２番地

トランスファークレーンの
撤去・新設

第２四半期 総合評価 050331 機械

30
東扇島堀込部薄層散布
埋立設備製作・設置工
事

川崎市川崎区東扇島９
２番地

薄層散布設備製作・設
置

第２四半期 総合評価 060331 土木

31
東扇島西護岸補修その
8工事

川崎市川崎区東扇島地
先

被服防食工　　1式 第３四半期 一般競争 040315 土木

32
千鳥町ABC物揚場桟
橋補修工事

川崎市川崎区千鳥町地
先

被服防食工　　1式 第３四半期 一般競争 040315 土木

33
東扇島小型船溜防波
堤設置その2工事

川崎市川崎区東扇島地
先

防波堤設置工　1式 第３四半期 総合評価 0403３１ 土木

2 一般・総合評価



1

コンテナターミナルガント
リークレーン2号機ケー
ブルリールほか改修工
事

川崎市川崎区東扇島９
２番地

ガントリークレー ン・トラ
ンスファークレーンの改
修工事

第１四半期 随意契約 040325 機械

2
東扇島灯浮標等補修工
事

川崎市川崎区東扇島地
先

灯浮標補修工　　1式 第２四半期 指名競争 030730 土木

3
川崎港コンテナターミナ
ル直流電源装置改修工
事

川崎市川崎区東扇島９
２番地

直流電源装置改修 第２四半期 随意契約 040318 電気

4
東扇島臨港道路補修工
事

川崎市川崎区東扇島地
内

舗装補修工　　１式 第３四半期 指名競争 040215 舗装

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （港湾局）

履行期限 業種工事概要 入札時期
入札契約
方式

1 指名・随契



1
堀之内150㎜・100㎜配
水管布設替工事

川崎市川崎区堀之内町
13-36先
川崎市川崎区堀之内町
9-1先　ほか

配水管更新
布設　L=779m
撤去　L=779m

第１四半期 一般競争 040307 水道施設

2
渡田新町３丁目150㎜・
100㎜配水管布設替工
事

川崎市川崎区渡田新町
3-10-1先
川崎市川崎区渡田新町
3-13-5先　ほか

配水管更新
布設　L=711m
撤去　L=596m

第１四半期 一般競争 031222 水道施設

3
浅田１丁目200㎜～100
㎜配水管布設替工事

川崎市川崎区浅田1-7-
6先
川崎市川崎区浅田2-
18-16先　ほか

配水管更新
布設　L=541m
撤去　L=514m

第１四半期 一般競争 040311 水道施設

4
浜町１丁目300㎜～100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市川崎区鋼管通2-
10-20先
川崎市川崎区浜町1-
11-5先　ほか

配水管更新
布設　L=1150m
撤去　L=1150m

第３四半期 総合評価 041219 水道施設

5
大島５丁目350㎜～75㎜
配水管布設替工事（3・
4）

川崎市川崎区大島4-
16-5先
川崎市川崎区大島5-
18-8先　ほか

配水管更新
布設　L=975m
撤去　L=975m

第３四半期 一般競争 041003 水道施設

6
大師町200㎜～100㎜配水
管布設替工事（3・4）

川崎市川崎区大師町4-36
先
川崎市川崎区大師公園1
先　ほか

配水管更新
布設　L=1060m
撤去　L=1060m

第３四半期 一般競争 041013 水道施設

7
観音１丁目200㎜～100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市川崎区藤崎3-6-
8先
川崎市川崎区観音1-
15-11先　ほか

配水管更新
布設　L=1225m
撤去　L=1225m

第３四半期 一般競争 041122 水道施設

8
塩浜３丁目200㎜～100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市川崎区塩浜3-17
先
川崎市川崎区夜光3-3
先　ほか

配水管更新
布設　L=1265m
撤去　L=1265m

第４四半期 一般競争 050111 水道施設

9
四谷上町200㎜～100㎜
配水管布設替工事（3・
4）

川崎市川崎区四谷上町
25-16先
川崎市川崎区池上新町
2-17-20先

配水管更新
布設　L=945m
撤去　L=945m

第４四半期 一般競争 041117 水道施設

10
塚越４丁目200㎜～50㎜
配水管布設替工事

川崎市幸区塚越1-130
先
川崎市幸区塚越4-345-
1先　ほか

配水管更新
布設　L=790m
撤去　L=728m

第１四半期 一般競争 040121 水道施設

11
下平間200㎜～75㎜配
水管布設替工事

川崎市幸区下平間255
先
川崎市幸区下平間357
先　ほか

配水管更新
布設　L=507m
撤去　L=130m

第１四半期 一般競争 040113 水道施設

12
下平間200㎜～100㎜配
水管布設替工事（3・4）

川崎市幸区下平間255
先
川崎市幸区下平間357
先　ほか

配水管更新
布設　L=1305m
撤去　L=1190m

第３四半期 一般競争 041207 水道施設

13
神明町２丁目350㎜～
100㎜配水管布設替工
事（3・4）

川崎市幸区神明町2-
22-56先
川崎市幸区神明町2-
14-1先　ほか

配水管更新
布設　L=975m
撤去　L=975m

第４四半期 一般競争 041124 水道施設

14
中丸子300㎜～50㎜配
水管布設替工事

川崎市中原区中丸子
367先
川崎市中原区中丸子
529先　ほか

配水管更新
布設　L=890m
撤去　L=861m

第１四半期 一般競争 040228 水道施設

15
木月2丁目150㎜～75㎜
配水管布設替工事

川崎市中原区木月2-6-
1先
川崎市中原区木月2-
16-1先　ほか

配水管更新
布設　L=478m
撤去　L=482m

第１四半期 一般競争 040201 水道施設

16
木月住吉町350㎜～100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市中原区木月住吉
町21-16先
川崎市中原区木月住吉
町29-10先　ほか

配水管更新
布設　L=1100m
撤去　L=1100m

第３四半期 一般競争 041011 水道施設

17
上小田中7丁目150㎜・
100㎜配水管布設替工
事（3・4）

川崎市中原区上小田中
7-6-19先
川崎市中原区上小田中
7-9-8先　ほか

配水管更新
布設　L=1050m
撤去　L=1050m

第４四半期 一般競争 041219 水道施設

18
子母口350㎜～75㎜配
水管布設替工事

川崎市高津区子母口
320-1先
川崎市高津区明津25-3
先　ほか

配水管更新
布設　L=888m
撤去　L=869m

第１四半期 一般競争 040121 水道施設

備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

1 一般・総合評価（上水）一般・総合評価



備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

19
蟹ヶ谷350㎜～100㎜配
水管布設替工事

川崎市高津区蟹ヶ谷3-3
先
川崎市中原区井田3-40
先

配水管更新
布設　L=661m
撤去　L=661m

第１四半期 一般競争 040307 水道施設

20
末長4丁目200㎜～75㎜
配水管布設替工事

川崎市高津区末長4-8-
1先
川崎市高津区末長4-5-
31先　ほか

配水管更新
布設　L=615m
撤去　L=615m

第２四半期 一般競争 040314 水道施設

21
下作延3丁目300㎜～
100㎜配水管布設替工
事（3・4）

川崎市高津区下作延3-
14-31先
川崎市高津区下作延3-
22-8-3先　ほか

配水管更新
布設　L=980m
撤去　L=980m

第３四半期 一般競争 040905 水道施設

22
諏訪1丁目350㎜～75㎜
配水管布設替工事（3・
4）

川崎市高津区諏訪1-16
先
川崎市高津区諏訪2-
10-1先　ほか

配水管更新
布設　L=1060m
撤去　L=950m

第３四半期 一般競争 041114 水道施設

23
新作1丁目200㎜～100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市高津区末長2-
39-3先
川崎市高津区新作3-11
先　ほか

配水管更新
布設　L=1030m
撤去　L=1030m

第４四半期 一般競争 041207 水道施設

24
久地２丁目350㎜～75㎜
配水管布設替工事（3・
4）

川崎市高津区久地2-7-
16先
川崎市高津区久地2-4-
23先　ほか

配水管更新
布設　L=1215m
撤去　L=1190m

第４四半期 一般競争 041227 水道施設

25
神木本町５丁目200㎜～
75㎜配水管布設替工事

川崎市宮前区神木本町
5-9-19先
川崎市宮前区神木本町
5-15-32先　ほか

配水管更新
布設　L=851m
撤去　L=672m

第１四半期 一般競争 040124 水道施設

26
宮崎150㎜・100㎜配水
管布設替工事

川崎市宮前区宮崎298
先
川崎市宮前区宮崎105-
1先　ほか

配水管更新
布設　L=824m
撤去　L=845m

第１四半期 一般競争 040307 水道施設

27
西野川２丁目300㎜～75
㎜配水管布設替工事

川崎市宮前区西野川2-
7-12先
川崎市宮前区西野川3-
42-20先　ほか

配水管更新
布設　L=597m
撤去　L=594m

第１四半期 一般競争 040311 水道施設

28
有馬７丁目150㎜・100㎜
配水管布設替工事（3・
4）

川崎市宮前区有馬5-1-
1先
川崎市宮前区有馬7-9
先　ほか

配水管更新
布設　L=1225m
撤去　L=1225m

第３四半期 一般競争 040810 水道施設

29
平３丁目150㎜～75㎜配
水管布設替工事（3・4）

川崎市宮前区平3-15-1
先
川崎市宮前区平3-12-
11先　ほか

配水管更新
布設　L=1185m
撤去　L=1135m

第３四半期 一般競争 040909 水道施設

30
有馬３丁目100㎜配水管
布設替工事（3・4）

川崎市宮前区有馬3-9-
17先
川崎市宮前区有馬3-
28-20先

配水管更新
布設　L=1120m
撤去　L=1120m

第４四半期 一般競争 041122 水道施設

31
菅生３丁目200㎜～100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市宮前区菅生3-
17-7先
川崎市宮前区菅生3-2-
28先

配水管更新
布設　L=1405m
撤去　L=1405m

第４四半期 総合評価 050130 水道施設

32
堰３丁目350㎜～100㎜
配水管布設替工事

川崎市多摩区堰2-2-3
先
川崎市多摩区堰2-9-26
先

配水管更新
布設　L=967m
撤去　L=963m

第１四半期 一般競争 040215 水道施設

33
中野島３丁目200㎜・100
㎜配水管布設替工事

川崎市多摩区中野島3-
30-22先
川崎市多摩区登戸577
先　ほか

配水管更新
布設　L=896m
撤去　L=864m

第１四半期 一般競争 040218 水道施設

34
宿河原４丁目300㎜～
100㎜配水管布設替工
事（3・4）

川崎市多摩区宿河原4-
21先
川崎市多摩区宿河原4-
22-10先　ほか

配水管更新
布設　L=1020m
撤去　L=1020m

第３四半期 一般競争 040920 水道施設

35
菅５丁目200㎜～100㎜
配水管布設替工事（3・
4）

川崎市多摩区菅5-15先
川崎市多摩区菅稲田堤
1-17-8先　ほか

配水管更新
布設　L=1005m
撤去　L=1005m

第３四半期 一般競争 040905 水道施設

36
東三田３丁目150㎜・100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市多摩区東三田3-
1-30先
川崎市多摩区三田5-1-
8先

配水管更新
布設　L=1100m
撤去　L=1100m

第３四半期 一般競争 040913 水道施設

2 一般・総合評価（上水）一般・総合評価
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37
南生田５丁目200㎜～
100㎜配水管布設替工
事（3・4）

川崎市多摩区南生田3-
6先
川崎市多摩区南生田2-
23先

配水管更新
布設　L=1070m
撤去　L=1080m

第４四半期 一般競争 041219 水道施設

38
王禅寺西７丁目200㎜～
100㎜配水管布設替工
事

川崎市麻生区王禅寺西
7-7-15先
川崎市麻生区王禅寺西
7-13-20先　ほか

配水管更新
布設　L=1236m
撤去　L=1257m

第１四半期 一般競争 040314 水道施設

39
岡上200㎜配水管布設
替工事（3・4）

川崎市麻生区岡上675-
1先
川崎市麻生区岡上1058
先　ほか

配水管更新
布設　L=730m
撤去　L=730m

第３四半期 総合評価 041222 水道施設

40
栗木台３丁目300㎜～75
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市麻生区栗木台3-
3-10先
川崎市麻生区栗木台1-
18-1先　ほか

配水管更新
布設　L=950m
撤去　L=950m

第３四半期 一般競争 040822 水道施設

41
王禅寺西４丁目350㎜～
100㎜配水管布設替工
事（3・4）

川崎市麻生区王禅寺西
4-14-23先
川崎市麻生区白山2-1-
1先

配水管更新
布設　L=1375m
撤去　L=1375m

第３四半期 総合評価 050123 水道施設

42
細山４丁目300㎜～100
㎜配水管布設替工事
（3・4）

川崎市麻生区細山8-14
先
川崎市麻生区細山5-25
先

配水管更新
布設　L=850m
撤去　L=850m

第４四半期 一般競争 041202 水道施設

43
登戸100㎜配水管布設
替工事

川崎市多摩区登戸1814
先
川崎市多摩区登戸1811
先

配水管更新
布設　L=140m
撤去　L=140m

第２四半期 一般競争 040105 水道施設

44
上麻生５丁目350㎜～
100㎜配水管布設替工
事

川崎市麻生区上麻生5-
39先
川崎市麻生区上麻生5-
41先

配水管更新
布設　L=100m
撤去　L=100m

第１四半期 一般競争 031224 水道施設

45
下麻生２丁目300㎜・100
㎜配水管布設替工事

川崎市麻生区下麻生2-
4-1先
川崎市麻生区下麻生2-
30-21先

配水管更新
布設　L=342m
撤去　L=8m

第１四半期 一般競争 040104 水道施設

46
登戸300㎜～100㎜配水
管布設替工事

川崎市多摩区登戸2174
先
川崎市多摩区登戸
2096-1先　ほか

配水管更新
布設　L=1010m
撤去　L=362m

第２四半期 一般競争 040314 水道施設

47
京町500㎜～100㎜配水
管布設替工事（３・４）

川崎市川崎区池田2-5
先
川崎市川崎区京町3-7
先

配水管更新
布設　L=1365m
撤去　L=2620m

第１四半期 総合評価 050115 水道施設

48
工水3号配水支管800㎜
布設替に伴う鋼管製作
現場接合工事（３・４）

川崎市川崎区水江町1
先
川崎市川崎区水江町5
先

鋼管製作現場接合
L=450m

第１四半期 一般競争 041015 鋼構造物

49
工水2号送水管1,300㎜
人孔T字管補強工事

川崎市中原区今井南町
2-1先　ほか４件

人孔T字管補強
２箇所

第１四半期 一般競争 031015 水道施設

50
四谷下町600㎜～150㎜
配水管布設替工事

川崎市川崎区四谷下町
1-1先
川崎市川崎区四谷下町
26-20

配水管更新
布設　L=33m
撤去　L=588m

第１四半期 一般競争 031115 水道施設

51
１号送水管1100㎜～400
㎜仮移設工事（3・4）

川崎市幸区小倉5-24
横浜市鶴見区上末吉5-
12

末吉橋架替えに伴う1号
送水管移設
布設・撤去（橋台部）
L=80ｍ

第２四半期 一般競争 040530 水道施設

52
馬絹配水管400㎜及び
下作延1丁目350㎜～
100㎜布設替工事

川崎市高津区下作延1-
14-7
川崎市高津区下作延4-
20-1

配水管更新
布設　L=515m
撤去　L=698m

第２四半期 一般競争 040815 水道施設

53

工水１号配水支管700
㎜・600㎜及び上水浮島
300㎜配水管布設替工
事（３・４）

川崎市川崎区浮島７先
川崎市川崎区浮島10先

配水管更新
布設　L=1645m
撤去　L=1645m

第３四半期 総合評価 041215 水道施設

54
黒川送水管1000㎜・800
㎜人孔T字管補強工事
(３・４)

川崎市麻生区黒川321-
1先　ほか32件

人孔T字管補強
補強１２箇所
調査２０箇所

第４四半期 一般競争 050315 水道施設

3 一般・総合評価（上水）一般・総合評価
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55

黒川送水管1000㎜・800
㎜人孔T字管補強に伴う
溶接蓋製作及び現場接
合工事(３・４)

川崎市麻生区黒川321-
1先　ほか32件

人孔T字管補強
に伴う人孔蓋製作12箇
所

第４四半期 一般競争 050115 鋼構造物

56
千鳥町配水管600㎜及
び夜光町400㎜～150㎜
配水管布設替工事

川崎市川崎区塩浜3-29
川崎市川崎区夜光2-2

配水管更新
布設　L=446m
撤去　L=449m

第３四半期 一般競争 040815 水道施設

57
（川縦）
3号配水本管仕切弁取
替工事

川崎市川崎区旭町1-1
仕切弁更新
新設１基
撤去１基

第３四半期 一般競争 040215 水道施設

58
工業用水道　日本電気
㈱ほか3箇所流量計測
設備取替工事

川崎市中原区下沼部
1753
(日本電気㈱)ほか3箇所

流量計測設備取替工事 第２四半期 一般競争 040131 電気

59
工業用水道　日本鋳造
㈱池上工場ほか3箇所
流量計測設備取替工事

川崎市川崎区池上町2-
1
(日本鋳造㈱池上工場)
ほか3箇所

流量計測設備取替工事 第２四半期 一般競争 040131 電気

60
高石配水塔長寿命化対
策工事（3-4）

多摩区西生田5-28-1
（高石配水塔）

配水塔長寿命化対策、
仕切弁更新等

第２四半期 一般競争 050331 水道施設

61
千代ヶ丘配水塔更新工
事（3-6）

麻生区千代ヶ丘８-23-
12（千代ヶ丘配水塔）

千代ヶ丘配水塔更新等 第１四半期
総合評価
（ＷＴＯ）

070331 水道施設

62
黒川高区配水池耐震補
強工事（3-4）

麻生区黒川1643（黒川
高区配水池）

配水池耐震補強、配水
池長寿命化対策、流量
計更新等

第１四半期 一般競争 041104 水道施設

63
長沢浄水場排水処理施
設　排水池更新・排泥池
築造工事（3-6）

多摩区長沢5-1-1（長沢
浄水場内）

排水池築造、鉄筋コンク
リート造構造物耐震補
強

第１四半期 総合評価 070331 水道施設

64
潮見台配水所配水池流
入出管等布設替工事
（3-4）

宮前区潮見台4－1（潮
見台配水所内）

配水池流入出管更新
布設　L＝170m
撤去　L＝80m

第１四半期 総合評価 050331 水道施設

65

潮見台配水所配水池流
入出管等布設替に伴う
2000㎜～1100㎜鋼管製
作及び現場接合工事

宮前区潮見台4－1（潮
見台配水所内）

鋼管製作及び現場接合
L＝170m

第１四半期 総合評価 050331 鋼構造物

66

潮見台配水所配水池流
入出管等布設替に伴う
1500㎜不断水弁設置工
事

宮前区潮見台4－1（潮
見台配水所内）

不断水仕切弁
設置＝1基

第１四半期 一般競争 040331 水道施設

67
生田浄水場用地有効利
用に伴う導水管布設工
事

川崎市多摩区中野島２
－１５－８
川崎市多摩区生田１－
１－１　ほか１箇所

導水管
布設　L=７８０m 第１四半期 一般競争 031214 水道施設

68
水質自動測定装置補器
類移設工事

川崎市宮前区菅生５－
２３　ほか４箇所

水質自動測定装置補器
類の移設

第２四半期 一般競争 031214 空調衛生

69
稲田取水所取水口耐震補
強及び制水門（下水門）更
新工事（3-4）

川崎市多摩区菅稲田
堤3-21-1（稲田取水
所）

稲田取水所取水口補
強
下水門更新

第１四半期 一般競争 040617 水道施設

70
黒川配水池　千代ヶ丘
送水ポンプ施設整備工
事

川崎市麻生区黒川３１３
番地（黒川配水池内）

送水ポンプ設備等設置
一式

第１四半期 総合評価 060329 機械

71
第１配水工事事務所
事務所棟給排水そのた
設備改修工事

川崎市中原区上平間
1183番地（第一配水工
事事務所水道整備課場
内）

給排水その他設備改修
一式

第１四半期 一般競争 040630 空調衛生

72
稲田取水所　沈砂池付
属設備更新工事

川崎市多摩区菅稲田堤
３－２１－１（稲田取水所
内）

沈砂池付属設備更新
一式

第２四半期 一般競争 031222 機械

4 一般・総合評価（上水）一般・総合評価
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73

水運用センター　路上局
テレメーター盤、路上局
10ヶ所計装設備等改良
工事

川崎市宮前区土橋3-1-
1（鷺沼配水所内）ほか

路上局テレメータ盤更新
計装設備・流量計更新
ﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ更新　等

第２四半期 総合評価 060930 電気

74
第２配水工事事務所
照明器具更新工事

川崎市高津区梶ヶ谷２
－１３－５
（第２配水工事事務所
内）

照明設備更新　一式 第２四半期 一般競争 040228 建築

75
鷺沼配水所ほか１箇所
火災報知設備改良工事

川崎市宮前区土橋３-１
-１（鷺沼配水所内）
ほか１箇所

火災報知設備改良　一
式

第１四半期 一般競争 031130 建築

76
末吉配水所管理棟　屋
上防水改修工事

横浜市鶴見区上末吉１
－４－１（末吉配水所
内）

防水改修工事 第１四半期 一般競争 041030 防水

77
鷺沼配水所管理棟　外
壁等改修工事

川崎市宮前区土橋３－
１－１（鷺沼配水所内）

外壁改修工事、防水改
修工事、塗装工事

第１四半期 一般競争 040315 塗装

78
長沢浄水場管理棟　外
壁改修その他工事

川崎市多摩区三田５丁
目1-1（長沢浄水場内）

外壁改修その他工事 第１四半期 一般競争 040215 塗装

79
第３配水工事事務所
屋上防水及び外壁改修
工事

川崎市多摩区生田１－
１－１

防水改修工事、外壁改
修工事

第１四半期 一般競争 040228 防水

80
第二隧道1号監視孔及
び２号監視孔　囲障改修
工事

相模原市緑区橋本台３
－１－２
相模原市中央区中央１
－１３－１６

囲障改修工事 第１四半期 一般競争 031215 とび・土工

81
中部サービスセンター
シャッター改修工事

川崎市高津区末長１－
４４－２４（中部サービス
センター内）

建具改修工事 第１四半期 一般競争 040115 建具

82
中幸町2丁目100mm～
50mm配水管布設工事
(3・4)

川崎市幸区中幸町2-
18-8先
川崎市幸区中幸町1-31
先　ほか

配水管新設
布設　L=958m

第３四半期 一般競争 040916 水道施設

83
中丸子100mm～50mm
配水管布設工事(3・4)

川崎市中原区中丸子
1246先
川崎市中原区中丸子
1280先　ほか

配水管新設
布設　L=967m

第３四半期 一般競争 041021 水道施設

84
登戸100mm～50mm配
水管布設工事(3・4)

川崎市多摩区登戸458
先
川崎市多摩区登戸168-
1先　ほか

配水管新設
布設　L=1236m

第３四半期 一般競争 041125 水道施設

85

令和３年度 長沢浄水場
排水処理施設加圧脱水
機ケーキコンベア３号機
修理工事

川崎市多摩区三田５－
１－１（長沢浄水場内）

加圧脱水機ケーキ搬送
用ベルトコンベアの修理

第１四半期 一般競争 040318 機械

86
令和３年度 稲田取水所
第２除塵機修理工事

川崎市多摩区菅稲田堤
３－21－１（稲田取水所
内）

除塵機のオーバーホー
ル修理

第１四半期 一般競争 040318 機械

87
令和３年度 生田浄水場
ほか２箇所電動弁駆動
部修理工事

川崎市多摩区生田１－
１－１（生田浄水場内）
ほか２箇所

電動弁駆動部の分解修
理

第１四半期 一般競争 040225 機械

88
令和３年度 鷺沼配水所
宮崎送水ポンプ電動弁
駆動部修理工事

川崎市宮前区土橋３－
１－１（鷺沼配水所内）

電動弁駆動部の分解修
理

第１四半期 一般競争 040315 機械

89
長沢浄水場　第2沈でん
池点検歩廊及び下段人
孔蓋修理（その３）工事

川崎市多摩区三田５－
１－１（長沢浄水場内）

第2沈でん池点検歩廊
及び下段人孔蓋修理

第３四半期 一般競争 040315 鋼構造物

90

平間導水管5号さく井連
絡管300㎜及び8号さく
井連絡管250㎜撤去工
事

自：川崎市中原区井田
1-32先
至：川崎市中原区井田
中ノ町23-3先

導水管の撤去 第２四半期 一般競争 031210 水道施設

5 一般・総合評価（上水）一般・総合評価



備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

91
平間導水管19・20・22号
さく井連絡管300㎜撤去
工事

自：川崎市幸区北加瀬
3-16-5先
至：川崎市幸区北加瀬
3-10先

導水管の撤去 第２四半期 一般競争 040120 水道施設

92
平間導水管18号さく井
連絡管300㎜撤去工事

自：川崎市中原区井田
中ノ町6-3先
至：川崎市中原区井田
中ノ町32-5先

導水管の撤去 第３四半期 一般競争 040315 水道施設

6 一般・総合評価（上水）一般・総合評価



1
水管理センター　照明設
備更新工事

川崎市多摩区三田5-1-
1（長沢浄水場内）

照明設備更新　一式
誘導灯設備更新　一式

第２四半期 指名競争 031130 建築

2
水運用センター　計器室
等空調設備更新工事

川崎市宮前区土橋３-１
-１（鷺沼配水所内）

空調設備更新　一式 第１四半期 指名競争 031130 空調衛生

3
生田浄水場　ケーブル
布設替工事

川崎市多摩区生田1-1-
1　（生田浄水場）

ケーブル布設替　一式 第１四半期 随意契約 040318 電気

4
潮見台配水所　高区ポ
ンプ室照明設備改良工
事

川崎市宮前区潮見台４
－１（潮見台配水所内）

照明設備更新　一式 第２四半期 指名競争 031130 建築

5
令和３年度 長沢浄水場
排水処理施設空気圧縮
機修理工事

川崎市多摩区三田５－
１－１（長沢浄水場内）

空気圧縮機のオーバー
ホール、他消耗部品の
交換

第２四半期 指名競争 040304 機械

6
令和３年度 長沢浄水場
排水処理施設ろ布洗浄
ポンプ修理工事

川崎市多摩区三田５－
１－１（長沢浄水場内）

多段渦巻ポンプ分解修
理工事

第２四半期 指名競争 040304 機械

7
令和３年度 長沢浄水場
第２沈でん池1号池弁類
修理工事

川崎市多摩区三田５－
１－１（長沢浄水場内）

電動弁操作機交換修理
工事

第１四半期 随意契約 040318 機械

8
令和３・４年度 長沢浄水
場第４沈でん池汚泥掻
き寄せ機等修理工事

川崎市多摩区三田５－
１－１（長沢浄水場内）

掻き寄せ機、フロキュ
レータ設備の分解修理
工事

第１四半期 随意契約 040603 機械

9
令和３年度 長沢浄水場
薬品注入設備修理工事

川崎市多摩区三田５－
１－１（長沢浄水場内）

薬品注入機の調節弁等
オーバーホール、他分
解修理工事

第２四半期 随意契約 040318 機械

入札時期
入札契約
方式

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （上下水道局）

履行期限 業種工事概要

1 指名・随契（上水）指名・随契



1
南町地区ほか下水枝線
工事

川崎市川崎区南町地内
ほか

管布設工
φ250～700㎜
L=765m

第１四半期 一般競争 040331 下水管きょ

2
南町地区ほか下水枝線
工事

川崎市川崎区南町地内
ほか

管布設工
φ250～1,000㎜
L=415m

第１四半期 一般競争 040331 下水管きょ

3 塩浜地区下水枝線工事
川崎市川崎区塩浜４丁
目地内

管推進工・特殊人孔工
φ1,000㎜
L=18m
N=1基

第１四半期 一般競争 031228 下水管きょ

4
東田町地区ほか下水枝
線工事

川崎市川崎区東田町地
内ほか

管布設工
φ250～400㎜
L=250m

第２四半期 一般競争 040228 下水管きょ

5 六郷遮集幹線工事
川崎市川崎区港町地内
ほか

シールド工
φ2,400㎜
L=820m

第２四半期 総合評価 051130 下水管きょ

6 六郷遮集幹線工事
川崎市川崎区港町地内
ほか

シールド工
φ1,650㎜
L=735m

第３四半期 総合評価 050929 下水管きょ

7 六郷遮集幹線工事
川崎市川崎区旭町１丁
目地内ほか

シールド工
φ1,650㎜
L=525m

第３四半期 総合評価 050731 下水管きょ

8 小田地区下水枝線工事
川崎市川崎区小田３丁
目地内

管布設工・推進工
φ250～700㎜
L=550m

第３四半期 一般競争 050315 下水管きょ

9 戸手遮集幹線工事
川崎市川崎区旭町１丁
目地内ほか

管布設工
φ1,100㎜
L=30m

第３四半期 一般競争 040930 下水管きょ

10
大師駅前地区ほか下水
幹線工事

川崎市川崎区大師駅前
2丁目、塩浜4丁目地内
ほか

管更生工・可とう継手工
φ1,200㎜
L=70m

第１四半期 一般競争 031130 下水管きょ

11
上平間地区下水枝線工
事

川崎市中原区上平間地
内

管布設工
φ250～700㎜
L=565m

第１四半期 一般競争 040428 下水管きょ

12
都町地区ほか下水枝線
工事

川崎市幸区都町地内ほ
か

管布設工
φ250～700㎜
L=375m

第２四半期 一般競争 040531 下水管きょ

13
等々力・戸手圧送管工
事

川崎市幸区下平間地内
ほか

管布設工
φ300㎜
L=800m

第３四半期 一般競争 050131 下水管きょ

14
小向仲野町地区下水枝
線工事

川崎市幸区小向仲野町
地内

管布設工・管更生工
φ300～800㎜
L=275m

第４四半期 一般競争 041130 下水管きょ

15
新城その２下水幹線工
事

川崎市中原区下小田中
１丁目地内ほか

管更生工
φ800～□1,800×1,800
㎜
L=170m

第１四半期 一般競争 040131 下水管きょ

16
井田その１下水幹線工
事

川崎市中原区下小田中
３丁目地内ほか

管更生工
□2,100×1,890㎜
L=230m

第１四半期 一般競争 040531 下水管きょ

17
井田その１下水幹線工
事

川崎市中原区井田中ノ
町地内ほか

管更生工
□2,700×1,890㎜
L=235m

第２四半期 総合評価 041130 下水管きょ

18
井田その１下水幹線工
事

川崎市中原区井田杉山
町地内ほか

管更生工
□2,100×1,890㎜
L=450m

第２四半期 総合評価 050331 下水管きょ

入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

1 一般・総合評価（下水）一般・総合評価



入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

19
新城その２下水幹線工
事

川崎市中原区下小田中
６丁目地内ほか

管更生工
□2,250×1,800～□
2,400×1,920㎜
L=360m

第３四半期 総合評価 050331 下水管きょ

20
等々力・戸手下水圧送
管工事

川崎市中原区丸子通１
丁目地内ほか

管布設工
φ300㎜
L=900m

第３四半期 一般競争 041228 下水管きょ

21
等々力・戸手下水圧送
管工事

川崎市中原区中丸子地
内ほか

管布設工
φ300㎜
L=820m

第３四半期 一般競争 041228 下水管きょ

22 木月下水幹線工事
川崎市中原区木月大町
地内

管更生工
□2,250×2,240㎜
L＝345m

第２四半期 総合評価 041031 下水管きょ

23 木月下水幹線工事
川崎市幸区矢上、中原
区木月4丁目地内

管更生工
□3,000×3,000㎜
L=150m

第３四半期 総合評価 040930 下水管きょ

24 木月下水幹線工事
川崎市中原区木月2丁
目地内

管更生工
□3,600×1,800～□
2,800×2,500㎜
L=150m

第２四半期 一般競争 040428 下水管きょ

25
宮内排水樋管補助ゲー
ト改築工事

川崎市中原区宮内1丁
目地内

管布設工・躯体工
□1,600×3,240～□
2,700×3,240㎜
L=10m

第１四半期 一般競争 040315 下水管きょ

26
麻生・等々力下水圧送
管工事

川崎市高津区野川、子
母口地内

管布設工
φ300㎜
L=500m

第１四半期 一般競争 040228 下水管きょ

27 宮内１号下水幹線工事
川崎市高津区末長3丁
目、4丁目地内

管更生工
φ1,200㎜
L=345m

第１四半期 一般競争 040131 下水管きょ

28
久末地区ほか下水枝線
工事

川崎市高津区久末、下
野毛2丁目地内

管布設工
φ250～400㎜
L=510m

第２四半期 一般競争 040630 下水管きょ

29 千年地区下水枝線工事 川崎市高津区千年
管布設工
φ700㎜～800mm
L=195m

第３四半期 一般競争 040729 下水管きょ

30 末長地区下水枝線工事 川崎市末長1丁目地内
管布設工
φ600㎜
L=120m

第２四半期 一般競争 040531 下水管きょ

31
麻生・等々力下水圧送
管工事

川崎市馬絹4丁目地内
管布設工
φ300㎜
L=500m

第２四半期 一般競争 040428 下水管きょ

32 有馬地区下水枝線工事
川崎市宮前区有馬4丁
目、7丁目地内

管更生工
φ250㎜
L=740m

第２四半期 一般競争 031228 下水管きょ

33 土橋地区下水枝線工事
川崎市宮前区土橋1丁
目、7丁目地内ほか

管布設工
φ250～600　L=510m
特殊人孔工
N=4基

第４四半期 一般競争 050131 下水管きょ

34
菅北浦地区下水枝線工
事

川崎市多摩区菅北浦2
丁目地内

管布設工
□1,200×1,000～□
1,700×1,000㎜
L=200m

第４四半期 一般競争 050228 下水管きょ

35
登戸土地区画整理地区
内下水枝線工事

川崎市多摩区登戸地内
管布設工
φ250㎜
L=420m

第１四半期 一般競争 040131 下水管きょ

36
登戸土地区画整理地区
内下水枝線工事

川崎市多摩区登戸地内
管布設工
φ250㎜
L=465m

第２四半期 一般競争 040315 下水管きょ

2 一般・総合評価（下水）一般・総合評価



入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

37
麻生・等々力下水圧送
管工事

川崎市麻生区王禅寺東
3丁目地内

管布設工
φ300㎜
L=500m

第２四半期 一般競争 040630 下水管きょ

38
下麻生地区ほか下水枝
線工事

川崎市麻生区下麻生2
丁目、上麻生6丁目地内
ほか

管布設工
φ250㎜～350mm
L=365m

第２四半期 一般競争 040315 下水管きょ

39 土橋地区下水枝線工事
川崎市宮前区宮前平2
丁目地内

管布設工
φ400㎜～600mm
L=415m

第３四半期 一般競争 040930 下水管きょ

40
南生田地区ほか下水枝
線工事

川崎市多摩区南生田3
丁目、麻生区千代ヶ丘8
丁目地内ほか

管更生工
φ250mm～800mm
L=1130m

第２四半期 一般競争 040228 下水管きょ

41 渡田地区下水枝線工事
川崎市川崎区渡田３丁
目地内ほか

管布設工・管更生工
φ250～600㎜
L=485m

第１四半期 一般競争 040228 下水管きょ

42
令和３年度西部下水管
内取付管布設第１号工
事

川崎市宮前区地内
取付管布設工
取付管撤去工
ます設置工

第１四半期 一般競争 040131 下水管きょ

43
令和３年度西部下水管
内取付管更新工事

川崎市宮前区地内 取付管布設替工 第１四半期 一般競争 040315 下水管きょ

44
令和３年度中部下水管
内取付管布設第２号工
事

川崎市中原区，高津区
地内

取付管布設工
ます設置工

第１四半期 一般競争 040331 下水管きょ

45
令和３年度南部下水管
内マンホール補修工事

川崎市川崎区，幸区地
内

マンホール補修工 第２四半期 一般競争 041130 下水管きょ

46
令和３年度南部下水管
内取付管更新工事

川崎市川崎区、幸区地
内

取付管布設替工 第２四半期 一般競争 041130 下水管きょ

47
令和３年度北部下水管
内マンホール補修工事

川崎市多摩区，麻生区
地内

マンホール補修工 第２四半期 一般競争 040131 下水管きょ

48
令和３年度南部下水管
内管きょ緊急補修第２号
工事

川崎市川崎区，幸区地
内ほか

取付管・マンホール補修
工、マンホール高調整
工、浸水対策工、弁補修
工

第２四半期 一般競争 040331 下水管きょ

49
令和３年度中部下水管
内管きょ緊急補修第２号
工事

川崎市中原区，高津区
地内

取付管・マンホール補修
工、マンホール高調整
工、浸水対策工、弁補修
工

第２四半期 一般競争 040331 下水管きょ

50
令和３年度西部下水管
内管きょ緊急補修第２号
工事

川崎市宮前区地内ほか
取付管補修工、マンホー
ル補修工、マンホール高
調整工、浸水対策工

第２四半期 一般競争 040331 下水管きょ

51
令和３年度北部下水管
内管きょ緊急補修第２号
工事

川崎市多摩区，麻生区
地内ほか

取付管・マンホール補修
工、マンホール高調整
工、浸水対策工、弁補修
工

第２四半期 一般競争 040331 下水管きょ

52
令和３年度南部下水管
内取付管布設第2号工
事

川崎市川崎区，幸区地
内

取付管布設工
ます設置工

第２四半期 一般競争 040331 下水管きょ

53
令和３年度西部下水管
内取付管布設第２号工
事

川崎市宮前区地内
取付管布設工
ます設置工

第２四半期 一般競争 040331 下水管きょ

54
令和３年度北部下水管
内取付管布設第２号工
事

川崎市多摩区，麻生区
地内

取付管布設工
ます設置工

第２四半期 一般競争 040331 下水管きょ

3 一般・総合評価（下水）一般・総合評価



入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

55
宮内地区下水枝線撤去
工事 川崎市中原区宮内地内

本管撤去工
取付管撤去工

第３四半期 一般競争 040315 下水管きょ

56
渋川ポンプ場№３高段
雨水ポンプ用エンジン整
備工事

川崎市幸区矢上４－１
雨水ポンプ用エンジン整
備

第２四半期 一般競争 040315 機械

57
戸手ポンプ場№３雨水
ポンプ用エンジン整備工
事

川崎市幸区戸手４－４
－２

雨水ポンプ用エンジン整
備

第２四半期 一般競争 040315 機械

58
麻生水処理センター反
応タンク流入スクリーン
整備工事

川崎市麻生区上麻生６
－１５－１

反応タンク流入スクリー
ン整備

第２四半期 一般競争 040315 機械

59
令和３年度入江崎総合
スラッジセンター焼却設
備定期整備工事

川崎市川崎区塩浜３－
２４－１２

焼却設備 第１四半期 一般競争 040315 機械

60
入江崎水処理センター
東系終沈汚泥かき寄せ
機整備その他工事

川崎市川崎区塩浜３－
１７－１

汚泥かき寄せ機整備
撹拌機整備

第２四半期 一般競争 040315 機械

61
大島ポンプ場しさ搬送
機整備工事

川崎市川崎区浜町４
－１７－１１

しさ搬送機整備 第２四半期 一般競争 040315 機械

62
等々力水処理セン
ター高度処理作動弁
整備その他工事

川崎市中原区宮内３
－２２－１

高度処理作動弁整備 第２四半期 一般競争 040315 機械

63
渋川ポンプ場変電設
備室蓄電池取替その
他工事

川崎市幸区矢上４－１
ほか

蓄電池取替 第３四半期 一般競争 040315 電気

64
等々力水処理セン
タースクラバー取替工
事

川崎市中原区宮内３
－２２－１

スクラバー取替 第２四半期 一般競争 040315 機械

65
大師河原貯留管建設土
木工事

川崎市川崎区塩浜３－
１７－１

防食ほか 第１四半期 一般競争 040315 土木

66
入江崎水処理センター
汚泥焼却施設撤去工事
①

川崎市川崎区塩浜３－
１７－１

ダイオキシン除去 第１四半期 総合評価 040315 解体

67
入江崎水処理センター
汚泥焼却施設撤去工事
②

川崎市川崎区塩浜３－
１７－１

石綿撤去 第１四半期 一般競争 040315 解体

68 江川ポンプ場建設工事
川崎市中原区井田１－
３５－１

地下タンク改良 第１四半期 一般競争 040315 建築

69
諏訪仮排水所建設機械
工事

川崎市高津区諏訪２－
１５－５地先

排水ポンプ設備更新 第１四半期 一般競争 040315 機械

70
諏訪仮排水所建設電気
工事

川崎市高津区諏訪２－
１５－５地先

排水ポンプ電気設備更
新

第１四半期 一般競争 040315 電気

71
大師河原貯留管建設
機械工事

川崎市川崎区塩浜３
－１７－１

建築付帯 第１四半期 一般競争 040729 空調衛生

72
大師河原貯留管建設
機械工事

川崎市川崎区塩浜３－
１７－１

脱臭設備 第１四半期 一般競争 041031 機械

4 一般・総合評価（下水）一般・総合評価



入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

73
渡田雨水滞水池建設
電気工事

川崎市川崎区小田７
－３－１

監視制御 第１四半期 総合評価 050317 電気

74
京町雨水滞水池建設
電気工事

川崎市川崎区京町２
－２４－８

監視制御 第１四半期 総合評価 050317 電気

75
観音川雨水滞水池建
設電気工事

川崎市川崎区四谷下
町２５－６

監視制御 第１四半期 総合評価 050317 電気

76
等々力水処理セン
ター建設土木工事

川崎市中原区宮内３
－２２－１

分水・返水施設築造 第１四半期 総合評価 051228 土木

77
雨量レーダ基地撤去
工事

川崎市麻生区栗木台
５－１７

鉄塔解体 第１四半期 一般競争 050315 解体

78
宮内排水樋管補助ゲー
ト建設機械工事

川崎市中原区宮内１丁
目地先

ゲート機械設備更新 第１四半期 一般競争 040930 機械

79
宮内排水樋管補助ゲー
ト建設電気工事

川崎市中原区宮内１丁
目地先

ゲート電気設備更新 第１四半期 一般競争 040930 電気

80
大師河原ポンプ場改築
機械工事

川崎市川崎区小島町１
０－１

汚水沈砂池設備更新 第１四半期 一般競争 041231 機械

81
加瀬水処理センター建
設機械工事

川崎市幸区南加瀬４－
４０－２２

汚泥かき寄せ機設備更
新

第１四半期 総合評価 050315 機械

82
等々力水処理センター
建設機械工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１

脱臭設備 第１四半期 総合評価 050315 機械

83
入江崎総合スラッジセン
ター用水用空気圧縮機
取替工事

川崎市川崎区塩浜３－
２４－１２

用水用空気圧縮機更新 第１四半期 一般競争 040315 機械

84
大師河原ポンプ場改築
土木

川崎市川崎区小島町１
０－１

雨水バイパス管ほか 第２四半期 総合評価 050531 土木

85
大師河原ポンプ場改築
電気工事

川崎市川崎区小島町１
０－１

汚水沈砂池設備更新 第２四半期 総合評価 050315 電気

86
渡田ポンプ場改築土木
工事

川崎市川崎区鋼管通４
－１７－１

雨水ポンプ棟躯体築造 第２四半期 総合評価 050315 土木

87
入江崎水処理センター
改築建築

川崎市川崎区塩浜３－
１７－１

地下オイルタンク更新 第２四半期 一般競争 050315 建築

88
入江崎水処理センター
改築機械

川崎市川崎区塩浜３－
１７－１

反応タンク設備更新 第２四半期 一般競争 060315 機械

89
入江崎余熱利用プール
ＬＥＤ更新工事

川崎市川崎区塩浜３
－２４－１２

ＬＥＤ更新 第２四半期 一般競争 040315 電気

90
等々力水処理センター
建設土木工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１

脱窒ろ過躯体築造 第３四半期
総合評価
（ＷＴＯ）

070315 土木

5 一般・総合評価（下水）一般・総合評価



入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

91
観音川ポンプ場改築建
築工事

川崎市川崎区塩浜２－
２４－９

雨水ポンプ防水 第３四半期 一般競争 040630 防水

92
等々力水処理センター
改築機械工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１

スクラバー整備 第３四半期 一般競争 040315 機械

93
等々力水処理センター
建設機械工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１

建築機械 第３四半期 一般競争 040930 空調衛生

94
等々力水処理センター
建設電気工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１

建築電気 第３四半期 一般競争 041228 電気

95
大島雨水滞水池空調設
備更新

川崎市川崎区浅野町２
－２

空気調和設備 第３四半期 一般競争 040315 空調衛生

96
等々力・戸手下水圧送
管

川崎市中原区小杉陣屋
町ほか

下水圧送管
φ３００ｍｍ　Ｌ＝８００ｍ

第３四半期 一般競争 ０４1228 下水管きょ

97
等々力・戸手下水圧送
管

川崎市幸区戸手ほか
下水圧送管
φ３００ｍｍ　Ｌ＝８００ｍ

第３四半期 一般競争 ０４1228 下水管きょ

98
等々力・戸手下水圧送
管

川崎市中原区小杉御殿
町ほか

下水圧送管
φ３００ｍｍ　Ｌ＝５００ｍ

第４四半期 一般競争 ０４1228 下水管きょ

99
等々力ポンプ場改築機
械

川崎市中原区等々力２
０－１

雨水ポンプ設備更新 第４四半期 総合評価 060315 機械

100 江川ポンプ場建設機械
川崎市中原区井田１－
３５－１

雨水ポンプ用エンジン更
新

第４四半期 総合評価 050630 機械

101
宿河原排水樋管改築機
械

川崎市多摩区宿河原地
先

ゲート機械設備更新 第４四半期 一般競争 050315 機械

102
宿河原排水樋管改築電
気

川崎市多摩区宿河原地
先

ゲート電気設備更新 第４四半期 一般競争 050315 電気

6 一般・総合評価（下水）一般・総合評価



1
戸手ポンプ場汚水ポン
プVVVF制御盤整備工
事

川崎市幸区戸手４－４
－２

汚水ポンプVVVF制御盤
整備

第１四半期 随意契約 031029 電気

2
等々力水処理センター
分配可動堰整備その他
工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１ほか

高度処理分配可動堰整
備
汚泥引抜弁整備

第１四半期 随意契約 040315 機械

3
大師河原ポンプ場№４
雨水除じん機整備その
他工事

川崎市川崎区小島町１
０－１ほか

雨水除じん機整備 第１四半期 随意契約 040315 機械

4
大師河原ポンプ場№１
汚水ポンプ整備工事

川崎市川崎区小島町１
０－１

汚水ポンプ整備 第２四半期 随意契約 040315 機械

5
加瀬ポンプ場沈砂搬出
機整備その他工事

川崎市幸区南加瀬５－
１０－２２

沈砂搬送機整備
汚泥かき寄せ機整備

第１四半期 随意契約 040315 機械

6
渋川雨水貯留管№１
スクリーン整備その他
工事

川崎市幸区矢上４－１
反応タンク流入スク
リーン整備

第１四半期 随意契約 040315 機械

7
令和３年度等々力水
処理センターVSA酸素
製造装置整備工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１

VSA酸素製造装置整
備

第２四半期 随意契約 040315 機械

8
令和３年度等々力水
処理センター反応タン
ク曝気機整備工事

川崎市中原区宮内３－
２２－１

曝気機整備 第２四半期 随意契約 040315 機械

9
入江崎総合スラッジセ
ンター３系脱水機整備
工事

川崎市川崎区塩浜３－
２４－１２

汚泥脱水機整備 第２四半期 随意契約 040315 機械

10
入江崎総合スラッジセ
ンター４系遠心濃縮機
整備工事

川崎市川崎区塩浜３－
２４－１２

遠心濃縮機整備 第２四半期 随意契約 040315 機械

入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （上下水道局）

No 工事件名 履行場所 工事概要

1 指名・随契（下水）指名・随契



1
鷲ヶ峰営業所給湯設備
改修工事

川崎市宮前区菅生ヶ丘
41-1

浴室系統の給湯設備の
改修工事、既存設備の
撤去および処分

第３四半期 一般競争 040311 空調衛生

2
子母口小学校入口ほか
２か所バス停留所上屋
設置工事

川崎市高津区子母口５
５１先ほか２か所

バス停留所上屋３か所
の上屋設置工事

第３四半期 一般競争 040324 建築

3
中島二丁目ほか２か所
バス停留所上屋設置工
事

川崎市川崎区藤崎１丁
目１３番地先ほか２か所

バス停留所上屋３か所
の上屋設置工事

第３四半期 一般競争 040324 建築

4
上平間営業所給油所改
築その他工事（建築）

川崎市中原区上平間
1140番地

給油所棟の改築工事、、
土壌汚染対策工事、外
構工事ほか

第３四半期 一般競争 040910 建築

5
上平間営業所給油所改
築その他工事（電気）

川崎市中原区上平間
1140番地

電灯設備、動力設備、構
内配電線路、構内通信
線路

第３四半期 一般競争 040910 電気

備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （交通局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

1 一般・総合評価



1
市道中原11号線道路補
修（切削）工事

川崎市中原区井田1丁目
27番1号
・市道中原１１号線
・市道井田20号線

市道中原11号線及び市
道井田20号線道路補修
（切削）工事

第２四半期 一般競争 040331 舗装

2
川崎病院解剖室系統換
気設備改修工事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

PH1階解剖室系統排気
ファンユニットの更新

第２四半期 一般競争 040115 空調衛生

3
川崎病院7階電気室空
調機その他設備改修工
事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

7階電気室内パッケージ
エアコン（2基）の更新

第２四半期 一般競争 031217 空調衛生

4
川崎病院15階鉄骨ブ
レース外装改修工事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

15階鉄骨ブレース外装
の改修

第２四半期 一般競争 040315 建築

5
川崎病院排水処理その
他設備改修工事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

排水処理設備の更新 第１四半期 一般競争 040315 空調衛生

6
川崎病院手術室系統
空調機その他設備改
修工事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

手術室系統空調用チ
ラーの更新

第２四半期 一般競争 031217 空調衛生

7
川崎病院放射線撮影
室用更衣室扉改修工
事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

放射線撮影室用更衣
室扉の改修

第２四半期 一般競争 040315 建築

8
川崎病院燃料移送用
ポンプ設備改修工事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

燃料移送用ポンプ設
備の改修

第２四半期 一般競争 040315 電気

9
川崎病院自動火災報
知設備改修その2工
事

川崎市川崎区
新川通１２番１号
川崎市立川崎病院

自動火災報知設備の
改修（第２期）

第１四半期 一般競争 040131 消防

10
多摩病院スクリューチ
ラー冷凍機改修工事

川崎市多摩区宿河原
1丁目30番37号

水冷スクリューチラー１基の撤
去・新設を行う。これに伴い、
機器廻り配管の撤去・新設を
行う。

第１四半期 一般競争 030930 機械

11
多摩病院燃料移送用ポン
プ設備改修工事

川崎市多摩区宿河原1丁
目30番37号

非常用発電設備の燃料
移送ポンプ及び付帯設
備の改修を行う。

第２四半期 一般競争 040311 電気

入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （病院局）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

1 一般・総合評価



1
川崎区内道路補修(緊急
21-1)工事

川崎市川崎区役所道路
公園センター管内

道路補修工 N=1式 第１四半期 一般競争 030930 土木

2
市道小川町線他1路線舗
装道補修（切削）工事

川崎市川崎区小川町6
番他1箇所地先

切削　A=1,830m2
打換　A=660m2

第１四半期 一般競争 031030 舗装

3
市道貝塚京町線舗装道補
修（切削）工事

川崎市川崎区渡田3丁
目2番地先

切削　A=2,500m2 第１四半期 一般競争 031030 舗装

4
市道塩浜6号線道路補修
（打換）工事

川崎市川崎区塩浜1丁
目16番地先

打換　A=1,500m2 第１四半期 一般競争 030930 舗装

5
県道扇町川崎停車場道路
補修（切削）工事

川崎市川崎区新川通1
番地先

切削　A=2,000m2 第１四半期 一般競争 031030 舗装

6
市道駅前本町20号線道路
補修（切削）工事

川崎市川崎区駅前本町
26番地先

切削　A=790m2 第１四半期 一般競争 031030 舗装

7
市道扇町3号線舗装道補
修（打換）工事

川崎市川崎区扇町6番
地先

切削　A=730m2 第１四半期 一般競争 031030 舗装

8
市道大島52号線道路補修
（打換）工事

川崎市川崎区大島2丁
目12番地先

打換　A=1,600m2 第１四半期 一般競争 030930 舗装

9 大師橋長寿命化修繕工事
川崎市川崎区大師河原
１丁目3番地先

当て板補修工　N=1式 第２四半期 一般競争 040331 とび土工

10
市道追分町11号線他2路
線道路補修（打換・L型側
溝）工事

川崎市川崎区追分町11
番地先他2箇所

打換　A=300m2
L型　L=350m

第２四半期 一般競争 031230 土木

11
川崎区内道路補修(緊急
21-2)工事

川崎市川崎区役所道路
公園センター管内

道路補修工 N=1式 第２四半期 一般競争 040331 土木

12 日進町歩道橋補修工事
川崎市川崎区日進町１
－３７先

塗装塗替え工 N=1式 第２四半期 一般競争 040331 塗装

13 田辺新田歩道橋補修工事
川崎市川崎区田辺新田
１－１先

塗装塗替え工 N=1式 第２四半期 一般競争 040331 塗装

14
黒塚跨線橋橋りょう補修
(橋面舗装)工事

川崎市川崎区鋼管通5
丁目8番地先

切削 A=500m2 第２四半期 一般競争 040331 舗装

15
市道白石町3号線道路補
修（切削）工事

川崎市川崎区白石町6
番地先

打換　A=1,000m2 第２四半期 一般競争 031130 舗装

16
川崎区殿町地区周辺自転
車通行環境整備（その４）
工事

川崎市川崎区大師駅前
1丁目6番地先

　矢羽根設置　N=270箇
所
舗装補修　A=2,000m2

第２四半期 一般競争 040130 舗装

17
川崎河港水門人道橋補修
工事

川崎市川崎区港町６番
地先

断面修復工　N=1式 第２四半期 一般競争 040130 とび土工

18
連節バス走行環境整備工
事

川崎市川崎区大師河原
２丁目地内

舗装工A=220m2
街渠L=20m

第３四半期 一般競争 031215 舗装

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （川崎区）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

1 一般・総合評価



履行期限 業種 備考No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

19
主要地方道東京大師横浜
線舗装道補修（切削）工事

川崎市川崎区浅田4丁
目16番地先

切削 A=26,000m2 第３四半期 一般競争 040331 舗装

20
市道東扇島１号線舗装道
補修（切削）工事

川崎市川崎区東扇島14
番地先

切削 A=4,200m2 第３四半期 一般競争 040331 舗装

21
市道扇町5号線道路補修
（冠水対策）工事

川崎市川崎区扇町地内 排水施設工　N=1式 第３四半期 一般競争 040331 土木

22
市道皐橋水江町線舗装道
補修(切削)工事

川崎市川崎区境町9番
地先

切削 A=19,500m2 第３四半期 一般競争 040331 舗装

23
塩浜１７号線ほか街路
樹更新工事

川崎市川崎区日ノ出1丁
目16-11ほか

樹木撤去工
舗装打換え工　ほか

第２四半期 一般競争 040315 造園

24 渡田第１公園改修工事
川崎市川崎区渡田東町
5-1

園路広場整備工
雨水排水設備工
管理施設整備工　ほか

第２四半期 一般競争 040315 造園

25
藤崎けやき公園ほか遊
具更新工事

川崎市川崎区藤崎2丁
目11-3ほか

遊具更新　N=1式 第２四半期 一般競争 040315 造園

26
浅田なかよし公園ほか
遊具更新工事

川崎市川崎区浅田4丁
目6-7ほか

遊具更新　N=1式 第２四半期 一般競争 040315 造園

2 一般・総合評価



1
川崎区内道路補修(区画
線)工事

川崎市川崎区役所道路
公園センター管内

区画線補修 N=1式 第１四半期 指名競争 030930 塗装

2
市道浮島町2号線中央分
離帯補修工事

川崎市川崎区浮島町11
番地先

コンクリート舗装
A=300m2

第１四半期 指名競争 030930 舗装

3
市道浅田24号線道路補修
（打換）工事

川崎市川崎区浅田2丁
目11番地先

打換　A=400m2 第１四半期 指名競争 031230 舗装

4
市道元木7号線他1路線道
路補修（打換）工事

川崎市川崎区元木1丁
目6番地先

打換　A=650m2 第２四半期 指名競争 031230 舗装

5
市道東門前8号線道路補
修（打換）工事

川崎市川崎区東門前3
丁目11番地先

打換　A=800m2 第２四半期 指名競争 031230 舗装

6 川崎区内区画線補修工事
川崎市川崎区役所道路
公園センター管内

区画線補修工 N=1式 第２四半期 指名競争 040331 塗装

7
川崎河港水門自家用電気
工作物周辺整備工事

川崎市川崎区港町６番
地先

舗装工　A=100m2 第２四半期 指名競争 040228 舗装

8
川崎区内公園施設補修
（緊急）工事

川崎市川崎区役所道路
公園センター管内

サービス施設工　ほか 第１四半期 指名競争 031130 造園

9
川崎区内公園施設補修
（緊急その２）工事

川崎市川崎区役所道路
公園センター管内

サービス施設工　ほか 第２四半期 指名競争 040331 造園

10 大師プール補修工事
川崎市川崎区大師公園
１番地

部材塗装工　N＝１式
部材交換工　N＝１式

第２四半期 指名競争 040315 造園

11
東扇島１号線沿道環境
整備工事

川崎市川崎東扇島29番
地先

道路植栽工　ほか 第３四半期 指名競争 040331 造園

入札時期
入札契約
方式

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （川崎区）

履行期限 業種工事概要

1 指名・随契



1
幸区内市道南幸町渡田
線舗装道補修（切削）工
事

川崎市幸区南幸町一丁
目45番地先

切削　t=5cm
A=5,050m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

2
幸区内主要地方道幸多
摩線舗装道補修（切削）
工事

川崎市幸区古市場二丁
目127番地先

切削　t=5cm
A=3,100m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

3
幸区内主要地方道鶴見
溝ノ口舗装道補修（切
削）工事

川崎市幸区南加瀬三丁
目16番3地先他1箇所

切削　t=5cm
A=1,725m2 第１四半期 一般競争 030630 舗装

4
市道幸6号線舗装道補
修（切削・打換）工事

川崎市幸区幸町一丁目
996番地先

切削　t=5cm A=1,193m2
打換　t=15cm A=105m2

第１四半期 一般競争 030731 舗装

5
幸区内主要地方道鶴見
溝ノ口舗装道補修（歩道
透水性）工事

川崎市幸区南加瀬二丁
目31番19地先

歩道打換工事
A=2200m2

第２四半期 一般競争 031228 舗装

6
市道中幸町1号線道路
補修（切削）工事

川崎市幸区河原町1地
先

切削 t=5cm
A=1,320m2

第１四半期 一般競争 030630 舗装

7
市道南加瀬111号線道
路補修（打換）工事

川崎市幸区南加瀬四丁
目29番地先

打換 t=5cm
A=1,630m2

第１四半期 一般競争 030630 舗装

8
市道北加瀬61号線道路
補修（打換）工事

川崎市幸区北加瀬一丁
目9番地先他1箇所

打換　t=10cm
A=900m2

第１四半期 一般競争 030630 舗装

9
川崎駅中央通路改修工
事

川崎市幸区堀川町72番
地先

吊天井補修1式
電気設備補修1式

第３四半期 一般競争 050331 とび・土工

10
幸区内県道大田神奈川
舗装道補修（切削）工事

川崎市幸区南加瀬四丁
目21番地先他1箇所

切削　t=5cm
A=4,900m2

第３四半期 一般競争 040331 舗装

11
幸区内道路補修（緊急
その1）工事

川崎市幸区役所道路公
園センター管内

緊急工事 N=1式 第１四半期 一般競争 030930 舗装

12
幸区内道路補修（緊急
その2）工事

川崎市幸区役所道路公
園センター管内

緊急工事 N=1式 第２四半期 一般競争 040331 舗装

13
川崎駅西口周辺自転車
等駐車場第2施設補修
工事

川崎市幸区大宮町6-19
地先

自転車ラック設置 N=1式第３四半期 一般競争 040331 とび・土工

14
河川・水路維持（幸）工
事

水路補修工事 N=1式 第１四半期 一般競争 040331 土木

15
遠藤町公園ほか遊具更
新工事

川崎市幸区遠藤町44-3
ほか

遊具更新 第２四半期 一般競争 040331 造園

16 柳町公園整備工事 川崎市幸区柳町４２ 公園再整備 第２四半期 一般競争 040331 造園

17 小向第５公園整備工事
川崎市幸区小向４丁目
８１

トイレ改修 第２四半期 一般競争 040331 建築

18
御幸公園防球ネット整備
工事

川崎市幸区東古市場１ 防球ネット整備 第３四半期 一般競争 040331 造園

工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （幸区）

No 工事件名 履行場所

1 一般・総合評価



1
市道小倉15号線道路補
修（切削）工事

川崎市幸区小倉三丁目
1番地先

切削 t=5cm
A=1,350m2

第１四半期 指名競争 030630 舗装

2
市道古市場7号線道路
補修（打換）工事

川崎市幸区古市場二丁
目90-11地先

打換 t=5cm
A=1,150m2

第１四半期 指名競争 030630 舗装

3
市道北加瀬18号線道路
補修（切削）工事

川崎市幸区北加瀬二丁
目1番地先

切削 t=5cm
A=760m2

第２四半期 指名競争 031031 舗装

4
市道北加瀬18号線道路
補修（歩道透水性）工事

川崎市幸区北加瀬二丁
目1番地先

打換 t=3cm
A=230m2

第２四半期 指名競争 031031 舗装

5
市道河原町2号線道路
補修（歩道透水性）工事

川崎市幸区遠藤町55番
2先他2箇所

打換 t=4cm
A=200m2

第１四半期 指名競争 030730 舗装

6
幸区内道路補修（区画
線）工事

川崎市幸区役所道路公
園センター管内

区画線工 N=1式 第１四半期 指名競争 040331 塗装

7
幸区内安全施設設置工
事

川崎市幸区役所道路公
園センター管内

車止めﾎﾟｽﾄ設置 N=30
本
道路反射鏡設置

第３四半期 指名競争 040315 とび・土工

8 越路歩道橋補修工事
川崎市幸区南加瀬四丁
目3番地先

歩道橋補修 N=1式 第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

9 幸区内区画線補修工事
川崎市幸区役所道路公
園センター管内

区画線工 N=1式 第１四半期 指名競争 040228 塗装

10
幸区内道路反射鏡補修
工事

川崎市幸区役所道路公
園センター管内

道路反射鏡補修 N=1式 第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

11
幸区内公園施設補修
（緊急）工事

川崎市幸区役所道路公
園センター管内

緊急補修 N=1式 第１四半期 指名競争 030930 造園

12
幸区内公園施設補修
（緊急その２）工事

川崎市幸区役所道路公
園センター管内

緊急補修 N=1式 第２四半期 指名競争 040331 造園

13 御幸公園梅林整備工事 川崎市幸区東古市場1 梅林整備 第３四半期 指名競争 040331 造園

14

15

入札時期
入札契約
方式

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （幸区）

履行期限 業種工事概要

1 一般・総合評価指名・随契



1
市道中丸子202号線道
路補修（打換）工事

川崎市中原区中丸子
386番地先他1箇所

（第1工区）
舗装打換 A=1130m2
（第2工区)
舗装打換 A=320m2

第１四半期 一般競争 031030 舗装

2
中原区内道路補修（緊
急21-2）工事

川崎市中原区役所道路
公園センター管内

緊急対応　N=1式 第２四半期 一般競争 040331 舗装

3
市道苅宿小田中線（Ⅰ）
舗装道補修（切削）工事

川崎市中原区下小田中
5丁目1番地先

切削オーバーレイ
A=5000m２

第３四半期 一般競争 040130 舗装

4
ガス橋橋りょう長寿命化
工事

川崎市中原区上平間
378番地先

歩道床版補修 N=1式 第３四半期 一般競争 040331 鋼構造物

5 渋川整備工事
川崎市中原区西加瀬13
番地先

環境整備工事 N=1式 第３四半期 一般競争 040331 土木

6 渋川護岸改良工事
川崎市中原区今井南
町16番地先

護岸改良工事 N=1式 第２四半期 一般競争 031228 土木

7
水路改修（中原2）工
事

中原区下新城1丁目
15番地先

床版補修　N=1式 第２四半期 一般競争 031228 土木

8
水路改修（中原3）工
事

中原区下小田中3丁
目26番地先

床版補修　N=1式 第２四半期 一般競争 031228 土木

9 木月歩道橋補修工事
川崎市中原区今井南町
地内

橋面補修 N=1式
附属物補修 N=1式

第２四半期 一般競争 040331 鋼構造物

10
等々力緑地Jリーグ開催
時対応施設補修（緊急）
工事

川崎市中原区等々力1-
1

緊急補修工事 第１四半期 一般競争 ０４０３３１ 造園

11
木月下町公園ほか遊具
更新工事

川崎市中原区木月4丁
目25-6ほか

遊具更新工事 第３四半期 一般競争 ０４０２２８ 造園

12
井田杉山町北公園防球
用天井ネット整備工事

川崎市中原区井田中ノ
町1-11

防球ネット天井整備工事第３四半期 一般競争 ０４０３３１ 造園

備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （中原区）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

1 一般・総合評価



1
市道木月115号線道路
補修（打換）工事

川崎市中原区木月3丁
目27番地先

舗装打換 A=510m2 第１四半期 指名競争 031030 舗装

2
市道小杉陣屋町38号線
道路補修（打換）工事

川崎市中原区小杉陣屋
町1丁目19番地先

舗装打換 A=350m2 第１四半期 指名競争 031030 舗装

3
市道上小田中94号線道
路補修（L型側溝）工事

川崎市中原区上小田中
1丁目7番地先

舗装打換 A=200m2
L型側溝   L=56m

第１四半期 指名競争 031030 土木

4
市道下小田中26号線道
路補修（打換）工事

川崎市中原区下小田中
2丁目27番地先

舗装打換 A=600m2 第１四半期 指名競争 031030 舗装

5
中原区内都市計画道路
予定地整備工事

川崎市中原区役所道路
公園センター管内

表層 A=150m2
路盤 A=750m2
単管立入防止柵
L=190m

第１四半期 指名競争 040331 舗装

6
二ヶ領用水護岸天端
補強(管理用通路舗装
（その1）工事

川崎市中原区上小田
中2丁目9番地先他1
箇所

舗装打換　A=950m2 第２四半期 指名競争 031228 舗装

7
二ヶ領用水護岸天端
補強(管理用通路舗装
（その2）工事

川崎市中原区上小田
中6丁目47番地先他1
箇所

舗装打換　A=820m2
側溝　L=60m

第２四半期 指名競争 031228 舗装

8 二ヶ領用水護岸改良工事
川崎市中原区宮内2
丁目32番地先

護岸改良　N=1式 第２四半期 指名競争 031228 土木

9
市道井田三舞町5号
線交差点改良工事

川崎市中原区井田三
舞町6番地先

点字ブロック　L=153m 第２四半期 指名競争 031228 土木

10 中原区内防護柵設置工事
川崎市中原区宮内2
丁目1番地先他2箇所

防護柵　L=111m 第３四半期 指名競争 040331 土木

11
市道小杉町1号線点
字ブロック設置工事

川崎市中原区小杉町2
丁目201番地先

点字ブロック　L=200m 第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

12 水路維持（中原2）工事 管内一円 水路補修　Ｎ=1式 第２四半期 指名競争 040331 土木

13
中原区内公園施設補修
（緊急）工事

川崎市中原区役所道路
公園センター管内

公園緑地緊急補修工事 第１四半期 指名競争 ０４０３３１ 造園

14
今井公園ほか管理柵更
新工事

川崎市中原区今井仲町
14-14ほか

管理柵更新工事 第３四半期 指名競争 ０４０２２８ 造園

15
川崎市中原平和公園排
水施設整備工事

川崎市中原区木月住吉
町33-1

排水施設整備工事 第３四半期 指名競争 ０４０２２８ 造園

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （中原区）

履行期限 業種工事概要 入札時期
入札契約
方式

1 一般・総合評価指名・随契



1
高津区内平瀬川護岸改
修（その４）工事

川崎市高津区上作延４
６１地先

河川護岸補修　Ｎ＝１式 第１四半期 総合評価 040331 土木
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

2
高津区内道路補修（緊
急２１－１）工事

高津区役所道路公園セ
ンター管内

緊急維持補修　Ｎ＝１式 第１四半期 一般競争 031031 土木
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

3
高津区内道路補修（緊
急２１－２）工事

高津区役所道路公園セ
ンター管内

緊急維持補修　Ｎ＝１式 第２四半期 一般競争 040331 土木

4
高津区内主要地方道丸
子中山茅ヶ崎舗装道補
修（切削）工事

川崎市高津区東野川２
丁目８番地先

切削
Ｌ＝１８５ｍ、Ｗ＝６．５ｍ
Ａ＝１２００㎡

第１四半期 一般競争 030930 舗装
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

5
高津区内主要地方道幸
多摩線舗装道補修（切
削）工事

川崎市高津区諏訪2丁
目１６番地先他１個所

切削
Ｌ＝７７０ｍ、Ｗ＝７ｍ
Ａ＝５３９０㎡

第１四半期 一般競争 030930 舗装
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

6
高津区内市道野川柿生
線舗装道補修（切削）工
事

川崎市高津区下作延５
丁目９番地先

切削
Ｌ＝２１０ｍ、Ｗ＝７ｍ
Ａ＝１４７０㎡

第１四半期 一般競争 030930 舗装
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

7
高津区内主要地方道鶴
見溝ノ口舗装道補修（切
削）工事

川崎市高津区久本２丁
目３番地先

切削
Ｌ＝１４０ｍ、Ｗ＝７ｍ
Ａ＝９８０㎡

第１四半期 一般競争 030930 舗装
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

8
高津区内主要地方道幸
多摩線舗装道補修（切
削その２）工事

川崎市高津区二子１丁
目２５番地先

切削
Ｌ＝２７０ｍ、Ｗ＝１０ｍ
Ａ＝２７００㎡

第３四半期 一般競争 040315 舗装

9
市道坂戸５７号線道路
補修（打換）工事

川崎市高津区坂戸１丁
目１０番地先

打換
Ｌ＝１８０ｍ、Ｗ＝６．５ｍ
Ａ＝１１７０㎡

第３四半期 一般競争 040315 舗装

10
市道上作延１４１号線道
路防護工事

川崎市高津区上作延７
２３番地先

土留工Ｎ＝１式、転落防
止柵L=13m

第２四半期 一般競争 040315 土木

11
高津区内市道鶴見溝ノ
口線道路修繕（切削）工
事

川崎市高津区明津２００
番地先

切削
Ｌ＝２４０ｍ、Ｗ＝９ｍ
Ａ＝２２００㎡

第２四半期 一般競争 031228 舗装

12
市道高津６号線道路修
繕（切削）工事

川崎市高津区梶ヶ谷３
丁目１番地先

切削
Ｌ＝１５０ｍ、Ｗ＝８ｍ
Ａ＝１２４０㎡

第２四半期 一般競争 031228 舗装

13
市道千年新町１１号線
歩道設置（改築）工事

川崎市高津区千年８０５
番地先

現場打ち床版
Ｌ＝６０ｍ、Ｗ＝２ｍ

第２四半期 一般競争 040315 土木

14
武蔵溝ノ口駅周辺地区
歩道改良工事

川崎市高津区下作延１
丁目５番地先

景観舗装Ａ＝５２０㎡
現場打ち床版Ｌ＝１３０
ｍ

第２四半期 一般競争 040315 舗装

15
別所橋橋りょう長寿命化
修繕工事

川崎市高津区上作延２
２６番地先

断面修復 第２四半期 一般競争 040315 とび・土工

16
新井台橋他１橋橋りょう
長寿命化修繕工事

川崎市高津区上作延４
４０番地先他

断面修復 第２四半期 一般競争 040315 とび・土工

17
高津区内水路改修（高
津２）工事

川崎市高津区新作３丁
目地内

現場打ち床版（要求時）
Ｌ＝１１０ｍ

第２四半期 一般競争 040315 土木

18
高津区内水路改修（高
津３）工事

川崎市高津区二子３丁
目地内

ボックスカルバート
Ｌ＝８９ｍ

第２四半期 一般競争 040315 土木

入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （高津区）

No 工事件名 履行場所 工事概要

1 一般・総合評価



1 河川維持（高津）工事
高津区役所道路公園セ
ンター管内

除草　Ｎ＝１式
構造物補修　Ｎ＝１式

第１四半期 指名競争 040331 土木
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

2
都市基盤河川維持（高
津）工事

高津区役所道路公園セ
ンター管内

除草　Ｎ＝１式
構造物補修　Ｎ＝１式

第１四半期 指名競争 040331 土木
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

3 水路維持（高津）工事
高津区役所道路公園セ
ンター管内

除草　Ｎ＝１式
構造物補修　Ｎ＝１式

第１四半期 指名競争 031228 土木
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

4 水路維持（高津２）工事
高津区役所道路公園セ
ンター管内

除草　Ｎ＝１式
構造物補修　Ｎ＝１式

第３四半期 指名競争 040331 土木

5
高津区内道路補修（区
画線）工事

高津区役所道路公園セ
ンター管内

区画線復旧　Ｎ＝１式 第１四半期 指名競争 040331 塗装
本工事に係る予
算の議決を契約
条件とします。

6
高津区内主要地方道川
崎府中舗装道補修（側
溝）工事

川崎市高津区久地４丁
目１１番地先

側溝　Ｌ＝１５０ｍ 第２四半期 指名競争 040315 土木

7
市道明津２０号線道路
補修（打換）工事

川崎市高津区明津５４
番地先

打換
Ｌ＝１６０ｍ、Ｗ＝４．５ｍ
Ａ＝７２０㎡

第２四半期 指名競争 031228 舗装

8
市道溝口１３１号線道路
補修（打換）工事

川崎市高津区溝口１丁
目７番地先

打換
Ｌ＝１０３ｍ、Ｗ＝５．５ｍ
Ａ＝５６７㎡

第２四半期 指名競争 031228 舗装

9
市道千年新町３０号線
道路補修（Ｌ型側溝）工
事

川崎市高津区千年新町
３７番地先

打換
Ｌ＝８０ｍ、Ｗ＝４ｍ
Ａ＝３２０㎡
Ｌ型側溝　Ｌ＝１６０ｍ

第２四半期 指名競争 040315 土木

10
市道千年２６号線道路
補修（打換）工事

川崎市高津区子母口６
２５番地先

打換
Ｌ＝１６３ｍ、Ｗ＝５．６ｍ
Ａ＝９１３㎡

第２四半期 指名競争 031228 舗装

11
市道溝口８８号線道路
補修（切削）工事

川崎市高津区溝口２丁
目１６番地先

切削
Ｌ＝１１０ｍ、Ｗ＝８ｍ
Ａ＝８８０㎡

第３四半期 指名競争 040315 舗装

12
市道溝口４３号線道路
補修（打換）工事

川崎市高津区溝口５丁
目８番地先

打換
Ｌ＝８０ｍ、Ｗ＝５ｍ
Ａ＝４００㎡

第３四半期 指名競争 040315 舗装

13
市道坂戸３３号線道路
補修（側溝）工事

川崎市高津区坂戸１丁
目９番地先

側溝
Ｌ＝３９ｍ

第２四半期 指名競争 040315 土木

14
旧動物愛護センター舗
装整備工事

川崎市高津区蟹ヶ谷１１
９番地

舗装新設Ａ＝６０㎡、舗
装打換A=148㎡、地先境
界ブロックＬ＝５２ｍ

第２四半期 指名競争 031228 舗装

15
市道諏訪５０号線舗装
新設工事

川崎市高津区諏訪２丁
目１７番地先

舗装
Ｌ＝２５ｍ、Ｗ＝４ｍ
Ａ＝１００㎡

第１四半期 指名競争 030930 舗装

16
市道久末１２８号線側溝
新設工事

川崎市高津区久末６２７
番地先

側溝
Ｌ＝６０ｍ

第１四半期 指名競争 030930 土木

17
久本跨線人道橋補修工
事

川崎市高津区久本３丁
目３番地先

橋面舗装
Ａ＝１２８㎡

第１四半期 指名競争 030930 舗装

18
高津区内主要地方道幸
多摩線防護柵補修工事

川崎市高津区瀬田３番
地先

防護柵
Ｌ＝２００ｍ

第２四半期 指名競争 030930 土木

備考

局区名 （高津区）

履行期限 業種工事概要 入札時期
入札契約
方式

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所

1 指名指名・随契



19
高津区内大型標識補修
工事

川崎市高津区梶ヶ谷２
丁目１番地先

大型標識補修
Ｎ＝１基

第２四半期 指名競争 040315 とび・土工

20
久本１号橋橋りょう長寿
命化修繕工事

川崎市高津区久本３丁
目７番地先

断面修復 第２四半期 指名競争 040315 とび・土工

21
円筒分水水門ワイヤー
ロープ・ワイヤーシープ
取替工事

川崎市高津区久地１丁
目３６番地先

ワイヤーロープ・ワイ
ヤーシープ取替工

第２四半期 指名競争 040331 鋼構造物

22
平瀬川護岸天端補強
（管理用通路舗装化）工
事

川崎市高津区久地３丁
目地内

舗装
Ｌ＝１４５ｍ、Ｗ＝４ｍ
Ａ＝５８０㎡

第２四半期 指名競争 031228 舗装

23
矢上川護岸天端補強
（管理用通路舗装化）工
事

川崎市高津区久末２１２
８番地先他１箇所

舗装
Ａ＝９６４㎡（合計）

第２四半期 指名競争 031228 舗装

24
高津区内水路改修（高
津１）工事

川崎市高津区久末９６４
番地先

現場打ち床版
Ｌ＝３５０ｍ

第２四半期 指名競争 040315 土木

25
高津区内水路改修（高
津４）工事

川崎市高津区千年２０２
番地

現場打ち床版
Ｌ＝４４ｍ

第２四半期 指名競争 040315 土木

26
高津区内公園施設補修
（緊急）工事

川崎市高津区役所道路
公園センター管内

管理施設整備工　N=１
式

第４四半期 指名競争 031031 造園

本工事にかかる
予算の議決を契
約条件としま
す。

27
高津区内公園施設補修
（緊急その２）工事

川崎市高津区役所道路
公園センター管内

管理施設整備工　N=１
式

第３四半期 指名競争 040331 造園

2 指名指名・随契



1
市道長尾宮崎線（Ⅰ）舗
装道補修（打換）工事

川崎市宮前区土橋7丁
目7番地先

切削A=1,400m2 第１四半期 一般競争 030730 舗装

2
市道有馬120号線道路
補修（打換）工事

川崎市宮前区有馬8丁
目27番地先

舗装A=830m2 第１四半期 一般競争 030730 舗装

3 市道菅生435号線道路補修（打換）工事川崎市宮前区潮見台10番地先舗装A=1,050m2 第１四半期 一般競争 030730 舗装

4 市道野川273号線道路補修（打換）工事 川崎市宮前区西野川3丁目17番地先 舗装A=1,400m2 第１四半期 一般競争 030730 舗装

5
宮前区内市道尻手黒川
線道路修繕（舗装その
４）工事

川崎市宮前区梶ヶ谷
1056番地先

切削A=3,760m2 第１四半期 一般競争 031130 舗装

6
宮崎台駅周辺自転車等
駐車場第2施設整備工
事

川崎市宮前区宮崎2丁
目2番地先

管渠工N=1式
駐輪場整備N=1式

第１四半期 一般競争 031228 土木

7 平瀬川防護柵改良工事
川崎市宮前区役所道路
公園センター管内

防護柵L=438m 第１四半期 一般競争 031228 とび・土工

8
市道宮前6号線舗装道
補修（切削）工事

川崎市宮前区野川2608
番地先

切削A=4,200m2 第２四半期 一般競争 040131 舗装

9
市道久末鷺沼線（Ⅰ）舗
装道補修（切削）工事

川崎市宮前区土橋3丁
目27番地先

切削A=700m2 第２四半期 一般競争 031228 舗装

10
市道土橋31号線道路
補修（打換）工事

川崎市宮前区土橋5
丁目4番地先他1箇所

舗装A=1,200m2
舗装A=1,200m2

第２四半期 一般競争 031228 舗装

11 市道菅生698号線道路補修（打換）工事 川崎市宮前区菅生5丁目18番地先他1箇所
舗装A=550m2
舗装A=1,050m2

第２四半期 一般競争 031228 舗装

12
宮前区内道路補修（緊急
2）工事

川崎市宮前区役所道路公
園センター管内 舗装A=2,200m2 第２四半期 一般競争 040331 舗装

13
菅生小学校擁壁改修工
事

川崎市宮前区菅生1丁
目5番地

軽量盛土工V=220m3
補強土擁壁A=120m2

第２四半期 一般競争 040315 土木

14 矢上川防護柵改良工事
川崎市宮前区役所道路
公園センター管内

防護柵L=400m 第２四半期 一般競争 040315 とび・土工

15
宮前平駅周辺自転車等
駐車場第3施設駐輪場
改修工事

川崎市宮前区宮前平1
丁目10番地先他1箇所

塗装塗替A=770m2
ラック設置N=140台

第２四半期 一般競争 040131 とび・土工

16
宮前区内公園遊具更新
工事

川崎市宮前区役所道路
公園センター管内

遊具更新 第２四半期 一般競争 040315 造園

17
宮崎三ツ叉公園擁壁補
修工事

川崎市宮崎１丁目１３－
７８

擁壁補修 第２四半期 一般競争 040315 造園

18
市道向ヶ丘遊園駅菅生
線（Ⅴ）舗装道補修（切
削）工事

川崎市宮前区犬蔵2丁
目1番地先

切削A=3,500m2 第３四半期 一般競争 040315 舗装

備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （宮前区）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

1 一般・総合評価



備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （宮前区）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限 業種

19 市道向ヶ丘3号線道路補修（打換）工事 川崎市宮前区土橋7丁目11番地先 舗装A=900m2 第３四半期 一般競争 040315 舗装

20
宮前区内主要地方道横
浜生田舗装道補修（切
削）工事

川崎市宮前区菅生1丁
目3番地先

切削A=4,300m2 第３四半期 一般競争 040315 舗装

21
平4丁目公園耐震性貯
水槽設置工事

川崎市宮前区平4丁目
17番地

貯水槽設置N=1基 第３四半期 一般競争 040315 土木

22
野川こども文化センター
擁壁補修工事

川崎市宮前区野川台1
丁目25番地

表面被覆A=320m2 第３四半期 一般競争 040315 土木

23 水路改修（宮前）工事
川崎市宮前区土橋6丁
目12番地先

防護柵L=200m 第３四半期 一般競争 040315 とび・土工

24 有馬中央公園整備工事
川崎市有馬４丁目１５－
１

公園改修 第３四半期 一般競争 040315 造園

2 一般・総合評価



1
市道有馬223号線側溝
新設工事

川崎市宮前区東有馬1
丁目20番地先

U型側溝L=30m 第１四半期 指名競争 030930 土木

2 市道土橋20号線点字ブロック補修工事 川崎市宮前区土橋7丁目28番地先 点字ブロックL=100m 第１四半期 指名競争 030730 塗装

3 宮前区内区画線補修工事 川崎市宮前区役所道路公園センター管内 区画線N=1式 第１四半期 指名競争 031228 塗装

4
市道神木22号線道路補
修（打換）工事

川崎市宮前区神木2丁
目6番地先

舗装A=350m2 第２四半期 指名競争 031228 舗装

5
市道野川221号線道路
補修（打換）工事

川崎市宮前区野川1511
番地先他1箇所

舗装A=400m2
舗装A=460m2

第２四半期 指名競争 031228 舗装

6
市道神木本町89号線道
路補修（打換）工事

川崎市宮前区宮崎672
番地先

舗装A=500m2 第２四半期 指名競争 031228 舗装

7
宮前区内市道尻手黒川
線歩道設置（改築）工事

川崎市宮前区犬蔵1丁
目24番地先

現場打甲蓋L=90m
透水性舗装A=150m2

第２四半期 指名競争 040131 土木

8
市道馬絹22号線防護柵
改良工事

川崎市宮前区馬絹5丁
目20番地先

転落防止柵付Gr設置
L=30m

第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

9
市道菅生208号線手
摺設置工事

川崎市宮前区菅生2
丁目23番地先他1箇
所

手摺設置L=45m 第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

10 宮前区内市道尻手黒川線大型案内標識補修工事 川崎市宮前区馬絹4丁目1番地先他1箇所
大型標識工N=1箇所
他

第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

11
宮前区内道路反射鏡補修
工事

川崎市宮前区役所道路公
園センター管内

道路反射鏡補修N=1
式

第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

12
馬絹1号橋橋りょう整備
（高欄改良）工事

川崎市宮前区馬絹6丁
目23番地先他1箇所

高欄改良L=7m
高欄改良L=13m

第２四半期 指名競争 040131 とび・土工

13
榊橋橋りょう長寿命化修
繕工事

川崎市宮前区神木本町
1丁目1番地先

塗装塗替工A=100m2 第２四半期 指名競争 040315 塗装

14
宮前区内公園管理柵更
新工事

川崎市宮前区役所道路
公園センター管内

管理柵更新 第２四半期 指名競争 040315 造園

15
平瀬川支川水門補修工
事

川崎市宮前区菅生1丁
目9番地先

水門補修N=1基 第２四半期 指名競争 031228 鋼構造物

16 水路改修（宮前2）工事
川崎市宮前区役所道路
公園センター管内

水門補修N=3基 第２四半期 指名競争 040131 鋼構造物

17
土橋8号橋橋りょう補修
工事

川崎市宮前区有馬1丁
目16番地先

ひび割れ補修等N=1式 第３四半期 指名競争 040315 土木

18 有馬川柵渠補修工事
川崎市宮前区有馬8丁
目14番地先

柵渠補修N=1式 第３四半期 指名競争 040315 土木

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （宮前区）

履行期限 業種工事概要 入札時期
入札契約
方式

1 指名・随契



No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （宮前区）

履行期限 業種工事概要 入札時期
入札契約
方式

19
向丘中学校下バスベイ
設置工事

川崎市宮前区平5丁目1
番地先

舗装A=100m2 第３四半期 指名競争 040315 土木

20 宮前区内区画線設置工事川崎市宮前区役所道路公園センター管内区画線N=1式 第３四半期 指名競争 040315 塗装

21
宮前区内公園施設補修
（緊急その２）工事

川崎市宮前区役所道路
公園センター管内

緊急補修　N＝1式 第３四半期 指名競争 040331 造園

2 指名・随契



1
市道長沢80号線道路補
修（切削）工事

川崎市多摩区長沢4丁
目15番地先他1箇所

切削 L=560m W=7.0m
A=3,900m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

2
市道多摩第19号線舗装
道補修（打換）工事

川崎市多摩区西生田4
丁目5番地先

打換 L=800m W=5.0m
A=4,000m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

3
市道多摩第21号線舗装
道補修（切削）工事

川崎市多摩区長沢4丁
目37番地先

切削 L=635m W=10.0m
A=6,350m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

4
市道多摩第7号線舗装
道補修（切削）工事

川崎市多摩区登戸新町
400番地先

切削 L=180m W=10.0m
A=1,800m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

5
多摩区内主要地方道世
田谷町田舗装道補修
（切削）工事

川崎市多摩区西生田1
丁目13番地先

切削 L=265m W=10.0m
A=2,650m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

6
多摩区内主要地方道川
崎府中舗装道補修（切
削）工事

川崎市多摩区長尾1丁
目8番地先

切削 L=250m W=6.0m
A=1,700m2

第１四半期 一般競争 030730 舗装

7
市道中野島62号線道路
補修（打換）工事

川崎市多摩区中野島6
丁目22番地先

打換 L=140m W=6.0m
A=830m2
現場打側溝蓋 L=30m

第１四半期 一般競争 030730 舗装

8
市道南生田88号線道路
防護（法面）工事

川崎市多摩区南生田1
丁目14番地先

舗装工 N=1式
鋼矢板 N=1式

第１四半期 一般競争 031228 土木

9
宿河原（北）橋橋りょう長
寿命化修繕工事

川崎市宿河原6丁目26
番地先

高欄改良 L=30m　ひび
割れ補修 N=1式

第１四半期 一般競争 031228 土木

10
宿河原（南）橋橋りょう長
寿命化修繕工事

川崎市宿河原6丁目24
番地先

高欄改良 L=30m　ひび
割れ補修 N=1式

第１四半期 一般競争 031228 土木

11
多摩区内河川管理用通
路舗装補修工事

川崎市多摩区役所道路
公園センター管内

打換 A=1,300m2 第１四半期 一般競争 031029 舗装

12 水路改修（多摩3）工事
川崎市多摩区宿河原4
丁目地先

側溝舗装新設 L=110m 第１四半期 一般競争 031130 土木

13
平瀬川支川護岸改修工
事

川崎市多摩区長沢地内 護岸ブロック L=30m 第１四半期 一般競争 031228 土木

14
藤子・F不二雄ミュージア
ム植栽等改修工事

川崎市多摩区長尾２丁
目８－１

植栽等改修 第１四半期 一般競争 030730 造園

15
市道生田260号線道路
補修（側溝）工事

川崎市多摩区生田4丁
目11番地先

指示工 N=1式 第２四半期 一般競争 040315 舗装

16
多摩区内道路補修（緊
急21-2）工事

川崎市多摩区役所道路
公園センター管内

指示工 N=1式 第２四半期 一般競争 040315 舗装

17
多摩区内主要地方道幸
多摩舗装道補修（切削）
工事

川崎市多摩区宿河原7
丁目2番地先

切削
L=830m,W=7.0m,A=5,810
m2

第２四半期 一般競争 031228 舗装

18
生田根岸跨線橋（本線）
橋りょう長寿命化修繕工
事

川崎市多摩区枡形4丁
目5番地先

塗装塗替 A=1,100m2
ひび割れ補修 N=1式
他

第２四半期 一般競争 040315 塗装

業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名 （多摩区）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

履行期限

1 一般・総合評価



19
下島橋橋りょう長寿命化
修繕工事

川崎市多摩区菅1丁目
14番地先

塗装塗替 A=1,000m2
橋面防水 A=180m2　他

第２四半期 一般競争 040331 塗装

20
生田大橋橋りょう長寿命
化修繕工事

川崎市多摩区生田8丁
目7番地先

伸縮継手 L=10m　橋梁
付属工 N=1式

第２四半期 一般競争 040315 とび・土工

21
中の橋橋りょう長寿命化
修繕工事

川崎市多摩区菅1丁目4
番地先

塗装塗替 N=1式　支承
補修 N=1式

第２四半期 一般競争 040315 塗装

22
朝日橋橋りょう補修（高
欄改良）工事

川崎市多摩区登戸2832
番地先

高欄改良 L=20m　塗装
塗替 N=1式　ひび割れ
補修 N=1式他

第２四半期 一般競争 040228 土木

23
木村橋橋りょう補修（高
欄改良）工事

川崎市多摩区宿河原2
丁目45番地先

高欄改良 L=20m　塗装
塗替 N=1式　ひび割れ
補修 N=1式他

第２四半期 一般競争 040228 土木

24
多摩区内橋りょう補修
（高欄改良）工事

川崎市多摩区役所道路
公園センター管内

高欄改良 N=1式 第２四半期 一般競争 040315 土木

25
五反田川河床改良（護
岸）工事

川崎市多摩区枡形3丁
目地内

河床工 A=1,040m2 第２四半期 一般競争 040228 土木

26
二ヶ領用水（宿河原線）
親水施設改良工事

川崎市多摩区3丁目9番
地先

ウッドデッキ補修 N=1式 第２四半期 一般競争 040228 土木

27
寺尾台第4公園ほか遊
具更新工事

川崎市多摩区寺尾台２
丁目４－５ほか

公園遊具撤去・設置 第２四半期 一般競争 040315 造園

28
多摩区内市道子母口宿
河原線道路擁壁補修工
事

川崎市多摩区長尾2丁
目8番地先

擁壁補修工 A=205m2
法面吹付工 A=2,000m2

第３四半期 一般競争 040331 土木

29
登戸駅周辺自転車等
駐車場台６施設改築
工事

川崎市多摩区登戸新町
316番7他

駐輪場改築 N=1式 第３四半期 一般競争 040315 とび・土工

30
登戸駅周辺自転車等
駐車場台７施設新設
工事

川崎市多摩区登戸２５７
０番地先

駐輪場新設 N=1式 第３四半期 一般競争 040315 とび・土工

31
宿河原駅周辺自転車
等駐車場第１施設補
修工事

川崎市多摩区宿河原3
丁目1333番1地先

擬木柵補修 N=1式 第３四半期 一般競争 040315 とび・土工

32
登戸・向ヶ丘遊園駅周
辺自転車通行環境整
備（その３）工事

川崎市多摩区役所道路
公園センター管内

矢羽根、自転車ナビマー
ク N=1式

第３四半期 一般競争 040315 塗装

33
寺尾台22号線街路樹更
新工事

川崎市多摩区寺尾台1
丁目、2丁目地内

街路樹撤去・更新 第３四半期 一般競争 040315 造園

34
(仮称)中野島3丁目公園
整備工事

川崎市多摩区中野島３
丁目３１－１６

新規公園整備 第３四半期 一般競争 040315 造園

35
農業技術支援センター
ナシ園改修工事

川崎市多摩区菅仙谷３
丁目１７－１

ナシ棚改修 第３四半期 一般競争 040315 造園

36
川崎国際生田緑地ゴル
フ場８番ホール他ほか
防球ネット補修工事

宮前区初山１丁目地内
防球ネット設置、フェンス
補修ほか

第３四半期 一般競争 040331 とび土工

37
日本民家園佐々木家広
場ほか補修工事

川崎市多摩区枡形７－
１－１

園路舗装補修、排水施
設補修ほか

第３四半期 一般競争 040315 造園

38
生田緑地ﾋﾟｸﾆｯｸ広場入
口木製園路補修工事

多摩区枡形６丁目地内 木製園路補修ほか 第３四半期 一般競争 040315 造園

2 一般・総合評価



1
市道菅稲田堤3号線道
路補修（打換）工事

川崎市多摩区菅稲田堤
2丁目12番地先他2箇所

打換 L=340m W=3.7m
A=1,250m2

第１四半期 指名競争 030831 舗装

2
市道栗谷66号線道路補
修（打換）工事

川崎市多摩区栗谷2丁
目10番地先他1箇所

打換 L=360m W=3.2m
A=1,150m2

第１四半期 指名競争 030831 舗装

3
市道枡形109号線道路
補修（打換）工事

川崎市多摩区東三田1
丁目1番地先

打換 L=190m W=10.0m
A=1,030m2

第１四半期 指名競争 030831 舗装

4
市道菅70号線道路補修
（打換）工事

川崎市多摩区菅5丁目
13番地先他1箇所

打換 L=340m W=6.0m
A=2,050m2

第１四半期 指名競争 030831 舗装

5
市道登戸170号線道路
補修（打換）工事

川崎市多摩区登戸1043
番地先

打換 L=120m W=5.5m
A=650m2

第１四半期 指名競争 030831 舗装

6
多摩区内路肩カラー舗
装設置工事

川崎市多摩区役所道路
公園センター管内

路肩カラー舗装
A=600m2

第１四半期 指名競争 031029 塗装

7 水路改修（多摩1）工事
川崎市多摩区枡形5丁
目17番地先

管路更生工 N=1式 第１四半期 指名競争 031130 土木

8 水路改修（多摩2）工事
川崎市多摩区堰3丁目2
番地先

特殊グレーチング
L=11m

第１四半期 指名競争 031130 土木

9 水路改修（多摩5）工事
川崎市多摩区菅5丁目
11番地先

自由勾配側溝 L=45m 第１四半期 指名競争 031130 土木

10 水路改修（多摩6）工事
川崎市多摩区長尾3丁
目11番地先

Ｕ形側溝 L=30m 第１四半期 指名競争 031130 土木

11 八幡堀水路改修工事
川崎市多摩区堰1丁目
地内

植栽工 N=1式 第１四半期 指名競争 031029 造園

12
多摩区内公園施設補修
（緊急）工事

川崎市多摩区管内 公園施設撤去・設置 第１四半期 指名競争 031029 造園

13
生田緑地公園施設補修
（緊急）工事

多摩区枡形６丁目ほか
（生田緑地内）

緊急補修　Ｎ＝一式 第１四半期 指名競争 040331 造園

14
多摩区内主要地方道世
田谷町田安全施設設置
工事

川崎市多摩区枡形4丁
目11番地先

区画線設置 N=1式　車
線分離標 N=1式

第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

15
多摩区内標識補修（大
型案内）工事

川崎市多摩区西生田2
丁目15番地先

大型案内標識補修 N=1
基

第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

16
多摩区内主要地方道幸
多摩防護柵設置工事

川崎市多摩区宿河原７
丁目２番地先

ガードレール設置
L=80m

第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

17
上布田一之橋橋りょう長
寿命化修繕工事

川崎市多摩区菅稲田堤
3丁目20番地先

橋面防水 A=100m2 第２四半期 指名競争 031130 舗装

18
二ヶ領用水（宿河原線）
防護柵補修工事

川崎市多摩区3丁目9番
地先

防護柵補修 L=70m 第２四半期 指名競争 040228 とび・土工

No 工事件名

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表

履行場所 備考

局区名 （多摩区）

履行期限 業種工事概要 入札時期
入札契約
方式

1 指名・随契



19
多摩区内水路維持（転
落防止柵）補修工事

川崎市多摩区菅6丁目
10番地先

転落防止柵補修 N=1式 第２四半期 指名競争 031228 とび・土工

20
多摩区内公園施設補修
（緊急その２）工事

川崎市多摩区管内 公園施設撤去・設置 第２四半期 指名競争 040331 造園

21
三田第2公園第1期管理
用通路整備工事

川崎市多摩区三田1丁
目２６－１４

公園施設撤去・設置 第２四半期 指名競争 040315 造園

22
菅第3公園管理柵更新
工事

川崎市多摩区菅稲田堤
３丁目８－５

管理柵撤去・更新 第３四半期 指名競争 040315 造園

23
生田雁俣谷公園管理柵
更新工事

川崎市多摩区西生田４
丁目１８－５

管理柵撤去・更新 第３四半期 指名競争 040315 造園

24
小沢城址特別緑地保全
地区土留め補修工事

川崎市多摩区菅仙谷１
丁目４地内

木製土留め撤去・更新 第３四半期 指名競争 040315 造園

25
生田土淵公園管理柵更
新工事

川崎市多摩区生田５丁
目２８－１

管理柵撤去・更新 第４四半期 指名競争 040315 造園

26
多摩特別緑地保全地区
管理柵補修工事

川崎市多摩区西生田１
丁目２１地内

管理柵撤去・更新 第４四半期 指名競争 040315 造園

2 指名・随契



1
主要地方道世田谷町田
線舗装道補修(冠水対
策)工事

川崎市麻生区万福寺1
丁目11番地先

都市型側溝
L=95m

第１四半期 一般競争 031031 土木

2
市道菅早野線舗装道補
修(冠水対策）工事

川崎市麻生区下麻生2
丁目1番地先

管渠工他
L=100m

第１四半期 一般競争 031031 土木

3
市道東百合丘104号線
道路補修（L型側溝）工
事

川崎市麻生区東百合丘
4丁目31番地先他１箇所

L型側溝
L=138m
他

第１四半期 一般競争 031031 土木

4
市道千代ヶ丘133号線道
路補修（自由勾配側溝）
工事

川崎市麻生区千代ヶ丘4
丁目14番地先他１箇所

自由勾配側溝
L１=130m、Ｌ２=66m

第１四半期 一般競争 031031 土木

5
市道上麻生140号線道
路補修（L型側溝）工事

川崎市麻生区上麻生5
丁目36番地先

L型側溝
L=160m

第１四半期 一般競争 031031 土木

6
市道百合丘14号線道路
補修及び手摺設置工事

川崎市麻生区百合丘1
丁目18番地先

階段面積 A=67m2
手摺設置 L=40m

第１四半期 一般競争 031031 土木

7
市道片平213号線道路
補修(冠水対策)工事

川崎市麻生区片平4丁
目3番地先

自由勾配側溝
L=51m

第１四半期 一般競争 031031 土木

8
市道下麻生21号線道路
補修（床版）工事

川崎市麻生区下麻生2
丁目32番地先他１箇所

床版補修 L=40m
自由勾配側溝 L=26m

第１四半期 一般競争 031031 土木

9
市道片平108号線舗装
新設工事

川崎市麻生区片平1396
番地先

舗装工A=780m2
地先境界ブロック
L=160m

第１四半期 一般競争 040315 舗装

10
市道麻生12号線道路補
修（切削）工事

川崎市麻生区白鳥1丁
目1番地先他2箇所

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
A=1000m2
打換 A=345m2 他

第２四半期 一般競争 040315 舗装

11
市道尻手黒川線舗装道
補修（切削）工事

川崎市麻生区上麻生4
丁目4番地先

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
A=1,680m2

第２四半期 一般競争 040315 舗装

12
市道万福寺王禅寺線舗
装道補修（切削）工事

川崎市麻生区上麻生1
丁目11番地先

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
A=1,480m2

第２四半期 一般競争 040315 舗装

13
一般県道真光寺長津田
舗装道補修（切削）工事

川崎市麻生区岡上845
番地先

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
A=2,400m2

第２四半期 一般競争 040315 舗装

14
麻生区内道路補修（緊
急21-2）工事

川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

道路緊急工事 第２四半期 一般競争 031031 舗装

15
白根橋橋りょう長寿命化
修繕工事

川崎市麻生区上麻生6
丁目31番地先

橋梁補修工N=1式 第２四半期 一般競争 040315 とび・土工

16
岡上跨線橋橋りょう長寿
命化修繕工事

川崎市麻生区岡上17番
地先

高欄改良工N=1式
橋体補修工N=1式
歩道階段補修工N=1式
歩道部橋面勾配改良

第２四半期 一般競争 040315 とび・土工

17
柿生大橋橋りょう長寿命
化修繕工事

川崎市麻生区上麻生6
丁目13番地先

伸縮装置取替え工N=1
式

第２四半期 一般競争 040315 土木

18
市道東百合丘102号線
歩道設置（改築）工事

川崎市麻生区東百合丘
4丁目46番地先

歩道改築
L=182m　W=2m
A=364m2

第２四半期 一般競争 040315 土木

入札契約
方式

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名（麻生区）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期

1 一般・総合評価



19
市道千代ヶ丘19号線手
摺設置工事

川崎市麻生区千代ヶ丘8
丁目16番地先他1箇所

手摺設置L=80m 第２四半期 一般競争 040315 とび・土工

20
虹ヶ丘歩道橋補修（塗装
塗替）工事

川崎市麻生区虹ヶ丘1丁
目20番地先

塗装塗替A=358m2 第２四半期 一般競争 040315 土木

21 白山第3歩道橋補修工事 川崎市麻生区白山4丁目1番地先 施設維持 第２四半期 一般競争 040315 土木

22 片平公園改修工事その2 川崎市麻生区片平5丁目27-1

遊戯施設整備工　Ｎ
＝1式
管理施設整備工　Ｎ
＝1式

第２四半期 一般競争 040315 造園

23
千代ヶ丘5丁目公園ほ
か遊具更新工事

川崎市千代ヶ丘5丁目9ほか
遊具施設整備工　Ｎ
＝1式

第２四半期 一般競争 040131 造園

24
柿生学園駐車場・運動
場等改修工事

川崎市麻生区五力田2
丁目20-20

駐車場改修工事
運動場改修工事

第３四半期 一般競争 040315 舗装

25 河川維持（麻生）工事
川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

河川維持工事 第４四半期 一般競争 040331 土木

26 調整池維持（麻生）工事
川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

調整池維持工事 第４四半期 一般競争 040331 土木

27 水路維持（麻生）工事
川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

水路維持工事 第４四半期 一般競争 040331 土木

28
麻生区内道路補修（区
画線）工事

川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

区画線補修 第４四半期 一般競争 040315 塗装

29
麻生区内道路補修（緊
急22-1）工事

川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

道路緊急工事 第４四半期 一般競争 040331 舗装

30
柿生学園駐車場・運動
場等改修工事

川崎市麻生区五力田2
丁目20-20

駐車場改修工事
運動場改修工事

第３四半期 一般競争 040315 舗装

2 一般・総合評価



1
一般県道上麻生連光寺
舗装道補修(切削)工事

川崎市麻生区栗木台2
丁目10番地先

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
L=120m、W=8.8m
A=1,056m2

第１四半期 指名競争 031031 舗装

2
市道麻生9号線舗装道
補修(切削)工事

川崎市麻生区王禅寺西
5丁目7番地先

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
L=198m、W=6m
A=1,188m2

第１四半期 指名競争 031031 舗装

3
市道細山65号線道路補
修（階段）工事

川崎市麻生区細山4丁
目13番地先他１箇所

階段面積
A=13m2
打換 A=200m2

第１四半期 指名競争 031031 土木

4
市道上麻生126号線道
路補修（打換）工事

川崎市麻生区上麻生5
丁目20番地先

舗装打換
L=130m、W=2～5m
A=480m2

第１四半期 指名競争 031031 舗装

5
市道黒川253号線道路
補修（打換）工事

川崎市麻生区黒川1番
地先

舗装打換
L=110m、W=6m
A=660m2

第１四半期 指名競争 031031 舗装

6
川内橋橋りょう補修（高
欄改良）工事

川崎市麻生区岡上108
番地先他１箇所

防護柵設置L＝21m 第２四半期 指名競争 040315 とび・土工

7
大谷戸橋りょう補修（橋
面）工事

川崎市麻生区上麻生6
丁目28番地先他１箇所

橋面補修 第２四半期 指名競争 040315 とび・土工

8
市道麻生2号線予定地
整備工事

川崎市麻生区千代ヶ丘4
丁目23番地先

舗装工A=151m2 第１四半期 指名競争 031031 舗装

9
市道高石68号線防護柵
補修工事

川崎市麻生区高石2丁
目35番地先

防護柵補修L=30m 第２四半期 指名競争 040315 とび・土工

10
市道百合丘14号線手
摺補修工事

川崎市麻生区百合丘
1丁目1番地先

手摺補修L=40m 第２四半期 指名競争 040315 とび・土工

11
細山調整池照明設備
改良工事

川崎市麻生区細山地
内

照明設備改良 第２四半期 指名競争 040315 電気

12 水路改修（麻生１）
川崎市麻生区古沢６２３
番地先

H鋼矢板設置　L=5.5ｍ
U型側溝　L=27ｍ　　　他

第２四半期 指名競争 040315 土木

13 水路改修（麻生２）
川崎市麻生区早野４２６
番地先

側溝補修工　L=135m 第２四半期 指名競争 040315 土木

14
麻生区内公園施設補修
（緊急その2）工事

川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

緊急維持補修工　Ｎ＝１
式

第３四半期 指名競争 040331 造園

15
栗木公園管理柵更新工
事

川崎市栗木1丁目11 柵工　Ｎ＝1式 第３四半期 指名競争 040315 造園

16
麻生区内公園施設補修
（緊急）工事

川崎市麻生区役所道路
公園センター管内

緊急維持補修工　Ｎ＝１
式

第４四半期 指名競争 050331 造園

本工事にかかる
予算の議決を契
約の条件としま
す。

履行期限 業種 備考

令和３年度　年間発注予定(進捗確認)一覧表 局区名（麻生区）

No 工事件名 履行場所 工事概要 入札時期
入札契約
方式

1 一般・総合評価指名・随契


