
契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日

2430 建築 5,824,980 H26.2.10 H26.2.6

2426 建築 1,974,000 H26.1.20 H26.1.16

2425 建築 3,212,370 H26.1.20 H26.1.16

2424 建築 13,091,925 H26.1.20 H26.1.16

2423 建築 6,085,380 H26.1.20 H26.1.16

2422 建築 8,322,720 H26.1.20 H26.1.16

2421 防水 45,809,190 H26.1.20 H26.1.16

2417
フェ
ンス

3,268,755 H26.1.10 H26.1.9

2416
フェ
ンス

9,646,245 H26.1.10 H26.1.9

2415 塗装 13,927,200 H26.1.10 H26.1.9

2414 塗装 13,488,825 H26.1.10 H26.1.9

2413 建築 4,083,450 H26.1.10 H26.1.9

2412 建築 6,579,720 H26.1.10 H26.1.9

2411 建築 6,619,200 H26.1.10 H26.1.9

2410 建築 7,346,115 H26.1.10 H26.1.9

2409 建築 10,288,950 H26.1.10 H26.1.9

2408 建築 10,568,250 H26.1.10 H26.1.9

2407 建築 11,660,670 H26.1.10 H26.1.9

2406 建築 13,967,835 H26.1.10 H26.1.9

2405 建築 3,261,457 H26.1.10 H26.1.9

2404 建築 3,459,225 H26.1.10 H26.1.9

2403 建築 8,586,900 H26.1.10 H26.1.9

鶴見区総合庁舎会議室改修工事 ㈱　栄幸建設

競争入札の契約結果を表示します。

契約の相手方

平成25年度　　契約結果

工事名

鳥浜第一工場排水処理場フェンス改修工
事

㈲　神原興業

福浦工場排水処理場フェンス改修工事 ㈲　神原興業

入江町公園プール塗装改修工事 横浜塗装工業　㈱

山崎公園プール塗装改修工事 美建工業　㈱

末吉地区センタープレイヤード改修その
他工事

松尾化学工業　㈱

富岡総合公園洋弓場的場上屋改修その
他工事

㈱　大谷工務店

磯子ポンプ場トイレ改修その他工事（建
築・電気・機械）

和同建設　㈱

公田保育園外柵改修その他工事 横浜日建　㈱

上永谷中学校ほか1校外柵改修その他工
事

杜企画　㈱

上瀬谷小学校水泳プール改修工事 石黒建設　㈱

白山地区センター屋根改修その他工事 菅野建設　㈱

栄公会堂屋上改修その他工事 ㈱　似田貝建設

駒林小学校正門門扉改修その他工事 ㈱　大和建設

新田中学校西門門扉改修その他工事 ㈱　大和建設

新田小学校フェンス改修工事 ㈱　大和建設

竹之丸保育園門扉改修その他工事 坂本建設　㈱

桜木ポンプ場外部改修その他工事 坂本建設　㈱

八景小学校屋上改修その他工事 横浜ダイワ　㈱

綱島第二ポンプ場外壁改修その他工事 三武建設　㈱

南綱島ポンプ場外壁改修その他工事 三武建設　㈱

港北水再生センター屋上目隠しパネル改
修その他工事

坂本建設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2402 建築 15,624,000 H26.1.10 H26.1.9

2401 建築 21,803,250 H26.1.10 H26.1.9

2400 建築 23,502,885 H26.1.10 H26.1.9

2399 建築 24,027,150 H26.1.10 H26.1.9

2398 建築 27,740,685 H26.1.10 H26.1.9

2397 建築 9,729,090 H26.1.10 H26.1.9

2396 管 9,314,025 H26.1.10 H26.1.9

2395 管 4,263,000 H25.12.20 H25.12.19

2394 管 4,297,650 H25.12.20 H25.12.19

2393 管 4,543,350 H25.12.20 H25.12.19

2392 管 29,820,000 H25.12.20 H25.12.19

2391 建具 20,055,000 H25.12.20 H25.12.19

2390 防水 4,925,025 H25.12.20 H25.12.19

2389 建築 5,561,535 H25.12.20 H25.12.19

2388 建築 7,375,200 H25.12.20 H25.12.19

2387 建築 1,863,855 H25.12.20 H25.12.19

2386 建築 3,549,735 H25.12.20 H25.12.19

2385 建築 7,710,150 H25.12.20 H25.12.19

2384 建築 14,343,210 H25.12.20 H25.12.19

2383 建築 12,075,000 H25.12.20 H25.12.19

2382 建築 14,311,500 H25.12.20 H25.12.19

2381 建築 4,513,950 H25.12.20 H25.12.19

2380 建築 22,623,300 H25.12.20 H25.12.19

2379 建築 17,563,350 H25.12.20 H25.12.19

2378 建築 2,714,775 H25.12.20 H25.12.19

2377 建築 4,133,010 H25.12.20 H25.12.19

三春学園ガス配管改修その他工事

三保小学校普通教室改造その他工事（機
械）

間門小学校普通教室改造工事（機械・電
気）

金井公園レストハウス衛生設備改修その
他工事（機械・建築）

金沢水再生センター建具改修その他工事

旧若葉台西中学校体育館付帯施設屋上
防水改修その他工事

岸谷小学校教室改造その他工事

日吉台中学校普通教室改造工事（建築・
電気）

野毛山動物園トイレ改修その他工事その
２

野毛山動物園トイレ改修その他工事その
１

高田東小学校防球ネット改修工事

南部水再生センター改修工事（建築・電
気・機械）

都筑地区センター通路屋根改修その他工
事

南部汚泥資源化センター施設改修その他
工事

森中学校防災備蓄庫整備工事

西部水再生センター管理棟外部改修その
他工事

港北小学校防球ネット改修その他工事

鶴見ポンプ場門扉改修その他工事

樽町ポンプ場ほか１施設門扉改修その他
工事

㈱　司工事

㈲　鈴木商店

南設備工業　㈱

㈱　光電社

神奈川アルミ建材　㈱

㈱　サンヨーテック

東栄建設工業　㈱

㈱　水野工務店

㈱　青柳組

㈱　青柳組

今井建設　㈱

杜企画　㈱

㈱　秀建

㈲　エスワイシー

㈲　エスワイシー

㈱　ダイイチ

今井建設　㈱

㈱　栄幸建設

㈱　栄幸建設

横浜商業高等学校トレーニング室改修工
事（機械）

㈱　高栄設備工業

子安小学校屋上手摺嵩上げ改修その他
工事

㈲　リフォームハウザー

豊田中学校屋上防水改修その他工事 ㈱　芳垣建設

六浦消防出張所屋上改修その他工事 横浜塗装工業　㈱

北部公園緑地事務所屋根改修その他工
事

石黒建設　㈱

横浜美術館キャノピー改修その他工事 森田建設　㈱

横浜商業高等学校トレーニング室改修工
事（建築・電気）

原建設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2376 建築 21,520,065 H25.12.20 H25.12.19

2375 建築 19,858,125 H25.12.20 H25.12.19

2374 建築 6,524,595 H25.12.20 H25.12.19

2373 建築 16,644,705 H25.12.20 H25.12.19

2372 建築 28,812,000 H25.12.20 H25.12.19

2371 管 11,235,000 H25.12.16 H25.12.12

2370 管 2,072,490 H25.12.16 H25.12.12

2369 管 11,244,975 H25.12.16 H25.12.12

2367 塗装 6,436,500 H25.12.16 H25.12.12

2366 建具 3,307,500 H25.12.16 H25.12.12

2365 建具 8,977,500 H25.12.16 H25.12.12

2364 建築 6,230,700 H25.12.16 H25.12.12

2363 建築 15,883,350 H25.12.16 H25.12.12

2362 建築 6,391,245 H25.12.16 H25.12.12

2361 建築 4,081,350 H25.12.16 H25.12.12

2360 建築 12,047,070 H25.12.16 H25.12.12

2359 建築 12,915,000 H25.12.16 H25.12.12

2358 建築 14,157,150 H25.12.16 H25.12.12

2357 建築 14,490,000 H25.12.16 H25.12.12

2356 建築 17,215,800 H25.12.16 H25.12.12

2355 建築 827,820 H25.12.16 H25.12.12

2354 建築 17,261,580 H25.12.16 H25.12.12

2353 建築 17,608,500 H25.12.16 H25.12.12

2352 建築 4,700,640 H25.12.16 H25.12.12

2351 建築 9,766,155 H25.12.16 H25.12.12

2350 建築 23,079,000 H25.12.16 H25.12.12

高田東小学校普通教室改造その他工事
（建築・電気・機械）

森田建設　㈱

笠間ポンプ場建屋庇等改修その他工事 横浜ダイワ　㈱

栄第二水再生センター第一ポンプ棟ほか
１施設屋根改修その他工事

横浜ダイワ　㈱

西金沢中学校防球ネット改修工事 横浜ダイワ　㈱

市場小学校普通教室改造その他工事（建
築・電気）

㈱　宮野工務店

駒岡小学校普通教室改造工事（建築・電
気・機械）

今井建設　㈱

川井小学校普通教室改造工事（建築・電
気・機械）

隅田建設　㈱

三保小学校普通教室改造その他工事（建
築）

㈱　栗原工務店

南太田小学校外柵改修工事 風越工業　㈱

横浜商業高等学校別棟トイレ改修工事
（建築・電気）

風越工業　㈱

金沢スポーツセンター排煙窓改修工事 不二物産　㈱

保土ケ谷スポーツセンターすべり出し窓
改修工事

横浜ビル建材　㈱

保土ケ谷ポンプ場外柵改修その他工事 エムゼックリフォーム　㈱

新鶴見小学校普通教室改造工事（建築・
電気・機械）

今井建設　㈱

茅ケ崎小学校普通教室改造工事（建築・
電気・機械）

㈱　オキナ

秋葉小学校普通教室改造工事 アラン建設　㈱

消防訓練センター潜水塔塗装その他工事 ㈱　千代田

間門小学校普通教室改造工事（建築） ㈲　尚雲堂

浜小学校普通教室改造その他工事（機
械・電気）

㈱　神奈川産業

浦舟複合福祉施設量水器取替工事 豊正工業　㈱

横浜商業高等学校別棟トイレ改修工事
（機械）

豊正工業　㈱

潮田ポンプ場管理本館外壁改修その他
工事

野庭中央公園プール改修その他工事

金沢動物園インドゾウ舎屋上改修その他
工事

金沢動物園動物舎屋上改修その他工事

瀬谷地区センター屋上改修その他工事

㈱　栄幸建設

上條建設　㈱

㈱　日野興業

㈱　日野興業

㈱　誠昌建設



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2349 建築 1,450,155 H25.12.16 H25.12.12

2348 建築 9,505,440 H25.12.16 H25.12.12

2347 建築 34,058,220 H25.12.16 H25.12.12

2346 建築 12,465,915 H25.12.16 H25.12.12

2345 建築 22,050,000 H25.12.16 H25.12.12

2344 建築 20,288,520 H25.12.16 H25.12.12

2342 建築 2,847,390 H25.12.9 H25.12.5

2341 建築 8,804,250 H25.12.9 H25.12.5

2340 建築 2,930,760 H25.12.9 H25.12.5

2339 建築 9,165,240 H25.12.9 H25.12.5

2338 建築 28,421,400 H25.12.9 H25.12.5

2337 管 10,860,150 H25.12.9 H25.12.5

2830 電気 14,143,080 H25.12.2 H25.11.28

2336

電気
通信
又は
電気

6,621,510 H25.12.2 H25.11.28

2335

電気
通信
又は
電気

5,833,905 H25.12.2 H25.11.28

2334

電気
通信
又は
電気

7,081,166 H25.12.2 H25.11.28

2333

電気
通信
又は
電気

7,675,395 H25.12.2 H25.11.28

2332

電気
通信
又は
電気

10,616,760 H25.12.2 H25.11.28

2331 建築 10,383,135 H25.12.2 H25.11.28

2330 建築 14,798,700 H25.12.2 H25.11.28

2329
フェ
ンス

4,236,750 H25.11.25 H25.11.21

2328 建築 3,253,740 H25.11.25 H25.11.21

2327 建築 3,952,830 H25.11.25 H25.11.21

竹山小学校外柵改修工事 ㈲　ナカムラ建工

緑小学校外柵改修その他工事 ㈲　ナカムラ建工

嶮山小学校外構フェンス改修その他工事 アサヒスポーツ工業

恩田小学校プール棟屋上改修その他工
事

森田建設　㈱

戸塚地域療育センタートイレ改修その他
工事（建築・電気・機械）

アラン建設　㈱

大鳥中学校ほか２校非常放送設備改修
工事

㈱　ESC

岡野中学校ほか２校非常放送設備改修
工事

㈱　ESC

市民病院外来ほか照明改修工事 ㈱　ツインコムネット

高田中学校ほか１校非常放送設備改修
工事

山正電気工事　㈱

東鴨居中学校ほか１校非常放送設備改
修工事

和光電気工事　㈱

根岸中学校ほか２校非常放送設備改修
工事

横浜消火器　㈱

大鳥中学校グラウンド門門扉改修工事

浅間台小学校防球ネット改修工事

若葉台中学校外柵改修その他工事

新井中学校第二グラウンド防球ネット改
修工事

浜小学校普通教室改造その他工事（建
築）

金沢ポンプ場衛生設備等改修工事（機
械・建築・電気）

菅野建設　㈱

菅野建設　㈱

原建設　㈱

原建設　㈱

㈱　芳垣建設

㈱　司工事

神大寺中央公園こどもログハウス改修工
事

坂本建設　㈱

瀬谷中央公園こどもログハウス改修工事 ㈱　本田工務店

川島町公園こどもログハウス改修工事 日進建設　㈱

保土ケ谷区役所外壁改修その他工事 隅田建設　㈱

北部第一水再生センター公用車車庫改
修その他工事

㈲　カサイ

北部第二水再生センター第二ポンプ場施
設外壁改修その他工事

㈲　カサイ



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2326 建築 13,492,500 H25.11.25 H25.11.21

2325 建築 8,289,120 H25.11.25 H25.11.21

2324 建築 2,144,835 H25.11.25 H25.11.21

2323 建築 11,379,165 H25.11.25 H25.11.21

2322 塗装 44,255,400 H25.11.25 H25.11.21

2321 管 1,813,560 H25.11.25 H25.11.21

2320 管 3,171,840 H25.11.25 H25.11.21

2319 管 6,518,400 H25.11.25 H25.11.21

2318 電気 13,971,720 H25.11.25 H25.11.21

4011 電気 22,218,000 H25.11.25 H25.11.21

4010 電気 22,131,900 H25.11.25 H25.11.21

2317 電気 14,562,450 H25.11.25 H25.11.21

2316 管 15,592,500 H25.11.25 H25.11.21

2315 建築 15,637,440 H25.11.25 H25.11.21

2314 建築 32,343,045 H25.11.25 H25.11.21

2313 建築 37,262,190 H25.11.25 H25.11.21

2829 電気 1,909,110 H25.11.18 H25.11.14

2828 電気 3,430,140 H25.11.18 H25.11.14

2827 電気 3,280,725 H25.11.18 H25.11.14

2826 電気 3,367,770 H25.11.18 H25.11.14

2825 電気 3,133,200 H25.11.18 H25.11.14

2824 電気 4,059,195 H25.11.18 H25.11.14

2312 1,649,235 H25.11.18 H25.11.14

2311 4,343,115 H25.11.18 H25.11.14

2310 2,703,435 H25.11.18 H25.11.14

2309 4,140,465 H25.11.18 H25.11.14

小坪小学校ほか２校プール循環器設備
更新工事

㈲　はま設備工業

十日市場地区センター照明設備改修工
事

横森電気工業　㈱

太尾ポンプ場ほか１施設フェンス改修そ
の他工事

㈱　川上工務店

新横浜公園日産スタジアムコンコース床
改修工事（その１）

㈱　安藤建設

新横浜公園日産スタジアムコンコース床
改修工事（その２）

㈱　安藤建設

矢向地区センタートップライト改修その他
工事

新建装　㈱

中川西小学校正門門扉改修その他工事 ㈲　竣光電設

新横浜公園日産スタジアム観客席塗装改
修その他工事（その２）

㈱　ダイイチ

高田地域ケアプラザ外壁改修その他工事 ㈱　菅原建鉄工業

大豆戸地域ケアプラザ光庭屋上改修その
他工事

㈱　菅原建鉄工業

戸塚高等学校空調機更新工事 根本設備　㈱

笠間ポンプ場屋上給水配管等改修工事 南海工業　㈱

日野南中学校パソコン教室空調機更新工
事

南海工業　㈱

横浜市西部方面施設電気設備緊急改修
工事（その４）

㈱　横山電気工業

横浜市南部方面施設電気設備緊急改修
工事（その３）

㈱　五常

障害者スポーツ文化センター横浜ラポー
ル直流電源設備改修工事（その２）

㈱　アイキン電機工業

峯小学校シャッター集中制御化工事

峯小学校自動火災報知設備改修工事

坂本小学校シャッター集中制御化工事

坂本小学校自動火災報知設備改修工事

常盤台小学校シャッター集中制御化工事

笹山小学校自動火災報知設備改修工事

稲荷台小学校シャッター集中制御化工事

稲荷台小学校自動火災報知設備改修工
事

日野南小学校シャッター集中制御化工事

日野南小学校自動火災報知設備改修工
事

新興電設工業　㈱

新興電設工業　㈱

神電設備工業　㈱

神電設備工業　㈱

㈱　電成社

㈱　電成社

平山防災設備　㈱

平山防災設備　㈱

平山防災設備　㈱

平山防災設備　㈱

消防
施設
及び
電気

消防
施設
及び
電気



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2308 4,980,150 H25.11.18 H25.11.14

2307 4,710,300 H25.11.18 H25.11.14

2306 6,887,160 H25.11.18 H25.11.14

2305 4,334,190 H25.11.18 H25.11.14

2304 6,200,565 H25.11.18 H25.11.14

2303 11,595,885 H25.11.18 H25.11.14

2302 7,015,470 H25.11.18 H25.11.14

2301 10,602,480 H25.11.18 H25.11.14

2300 4,560,990 H25.11.18 H25.11.14

2299 12,017,460 H25.11.18 H25.11.14

2298 7,742,280 H25.11.18 H25.11.14

2297 13,089,720 H25.11.18 H25.11.14

2296
消防
施設

9,436,560 H25.11.18 H25.11.14

2295
消防
施設

10,363,500 H25.11.18 H25.11.14

2294
消防
施設

10,437,420 H25.11.18 H25.11.14

2293 電気 6,945,120 H25.11.18 H25.11.14

2292 電気 7,728,000 H25.11.18 H25.11.14

2291
電気
通信

4,268,250 H25.11.18 H25.11.14

2290 管 3,995,250 H25.11.18 H25.11.14

2289 管 32,592,000 H25.11.18 H25.11.14

2288 建築 9,458,820 H25.11.18 H25.11.14

2287 建築 14,262,780 H25.11.18 H25.11.14

2286 建築 18,081,945 H25.11.18 H25.11.14

2285 建築 18,519,480 H25.11.18 H25.11.14

2284 建築 21,534,345 H25.11.18 H25.11.14

2283 管 17,458,350 H25.11.18 H25.11.14

下野庭小学校シャッター集中制御化工事

下野庭小学校自動火災報知設備改修工
事

洋光台第一小学校ほか１校シャッター集
中制御化工事

洋光台第一小学校自動火災報知設備改
修工事

神橋小学校ほか１校シャッター集中制御
化工事

神橋小学校ほか２校自動火災報知設備
改修工事

笹野台小学校ほか２校シャッター集中制
御化工事

笹野台小学校ほか２校自動火災報知設
備改修工事

生麦中学校ほか１校シャッター集中制御
化工事

生麦中学校ほか２校自動火災報知設備
改修工事

三ツ境小学校ほか１校シャッター集中制
御化工事

三ツ境小学校ほか２校自動火災報知設
備改修工事

本牧小学校ほか１校自動火災報知設備
改修工事

六つ川西小学校ほか２校自動火災報知
設備改修工事

日野高等特別支援学校ほか１校自動火
災報知設備改修工事

金沢高等学校ほか２校シャッター集中制
御化工事

軽井沢中学校校庭夜間照明設備改修工
事

栄第一水再生センター非常放送設備改
修工事

北綱島ポンプ場防災設備等改修工事（機
械）

浜中学校揚水管改修工事

よこはま動物園キジ舎侵入防止その他工
事

野庭保育園外壁改修その他工事

今宿消防出張所外壁改修その他工事

北山田地区センター外壁改修その他工事

六ツ川消防出張所外壁改修その他工事

㈱　シーエスワン

㈱　シーエスワン

平山防災設備　㈱

平山防災設備　㈱

尾鈴電気　㈱

尾鈴電気　㈱

尾鈴電気　㈱

尾鈴電気　㈱

㈱　シーエスワン

㈱　シーエスワン

尾鈴電気　㈱

尾鈴電気　㈱

永和防災　㈱

双信消防設備　㈱

永和防災　㈱

㈱　太洋電設

㈱　太洋電設

大栄電子　㈱

㈲　鈴木商店

㈱　日本工業所

菅野建設　㈱

㈱　タモツ工業

㈱　田辺工務店

小林建設林産　㈱

横浜日建　㈱

消防
施設
及び
電気

消防
施設
及び
電気

消防
施設
及び
電気

消防
施設
及び
電気

消防
施設
及び
電気

消防
施設
及び
電気

神奈川地区センターほか４か所中央監視
装置更新その他工事

田中産商　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2282 管 21,451,500 H25.11.18 H25.11.14

2281 電気 14,314,650 H25.11.18 H25.11.14

2280 建築 2,571,765 H25.11.18 H25.11.14

2279 建築 23,154,285 H25.11.18 H25.11.14

2278 1,160,880 H25.11.11 H25.11.7

2277 3,700,620 H25.11.11 H25.11.7

2276
消防
施設

8,788,080 H25.11.11 H25.11.7

2275 建築 8,343,163 H25.11.11 H25.11.7

2274 建築 13,118,910 H25.11.11 H25.11.7

2273 管 20,891,325 H25.11.11 H25.11.7

2271 管 18,634,350 H25.11.11 H25.11.7

2270 管 21,507,675 H25.11.11 H25.11.7

2269 管 22,365,000 H25.11.11 H25.11.7

2266 建築 48,006,000 H25.11.11 H25.11.7

2823 管 18,039,000 H25.11.1 H25.10.31

2265 電気 11,879,280 H25.11.1 H25.10.31

2263 電気 28,450,800 H25.11.1 H25.10.31

2262 電気 82,233,900 H25.11.1 H25.10.31

2261 建築 10,461,675 H25.11.1 H25.10.31

2259 管 19,099,500 H25.11.1 H25.10.31

2258 管 25,935,000 H25.11.1 H25.10.31

2257 管 28,035,000 H25.11.1 H25.10.31

2256 管 28,035,000 H25.11.1 H25.10.31

2255 管 30,240,000 H25.11.1 H25.10.31

2252 電気 15,164,100 H25.11.1 H25.10.31

2251 電気 19,991,265 H25.11.1 H25.10.31

2250 電気 21,157,500 H25.11.1 H25.10.31

2249 建築 28,329,000 H25.11.1 H25.10.31

2248 建築 52,872,750 H25.11.1 H25.10.31

中央卸売市場本場青果保冷庫改修その
他工事（建築・電気）

見上建設　㈱

消防
施設
及び
電気

すすき野小学校給水管改修工事 ㈲　鈴木商店

つつじが丘小学校給水管改修工事 ㈲　串田設備

南小学校給水管改修工事 ㈲　はま設備工業

本郷小学校防球ネット改修工事 和同建設　㈱

葛野小学校防球ネット改修その他工事 上條建設　㈱

あざみ野中学校給水管改修工事 ㈲　串田設備

西柴中学校シャッター集中制御化工事 平山防災設備　㈱

西柴中学校自動火災報知設備改修工事 平山防災設備　㈱

飯島中学校ほか１校自動火災報知設備
改修工事

横浜消火器　㈱

ニッパツ三ツ沢球技場非常用発電機更新
工事

東洋電装　㈱

金沢自然公園コアラ舎非常用発電機更
新工事

矢口電気　㈱

山下公園駐車場非常用発電機設備更新
工事

新興電設工業　㈱

横浜市総合保健医療センター屋上庭園
改修その他工事

三武建設　㈱

新横浜公園日産スタジアム外壁改修その
他工事

㈱　キクシマ

新横浜公園日産スタジアムスタンド床改
修その他工事

日飛興産　㈱

都筑区総合庁舎直流電源設備更新工事 ナトリ電設　㈱

白根小学校給水管改修工事 ㈱　ヨコレイ

日枝小学校給水管改修工事 興和工業　㈱

山下公園駐車場照明設備改修工事 フジ電工　㈱

松風学園直流電源設備更新その他工事 藤原電気工事　㈱

鶴ケ峰本町公園プール配管改修その他
工事（その２）（機械・建築）

㈱　小松工業

川上小学校給水管改修その他工事 矢崎設備工業　㈱

常盤台小学校給水管改修工事 ㈲　佐藤工業所

上飯田小学校給水管改修工事 ㈱　戸塚工業所

東鴨居中学校防球ネット改修その他工事

横森電気工業　㈱

今井建設　㈱

今井建設　㈱

中部水再生センター空調設備改修工事 相模サービス　㈱

今井消防出張所ほか４か所照明設備改
修工事

田奈中学校門扉改修その他工事（その
２）



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2247 建築 8,613,570 H25.10.28 H25.10.24

2246 建築 18,185,370 H25.10.28 H25.10.24

2241 管 25,630,500 H25.10.28 H25.10.24

2240 電気 12,591,390 H25.10.28 H25.10.24

2239 建築 19,425,000 H25.10.28 H25.10.24

2238 建築 21,408,030 H25.10.28 H25.10.24

2237 建築 3,271,485 H25.10.28 H25.10.24

2236 建築 27,631,065 H25.10.28 H25.10.24

2244
消防
施設

31,754,100 H25.10.21 H25.10.17

2243
消防
施設

32,084,325 H25.10.21 H25.10.17

2242
消防
施設

38,829,000 H25.10.21 H25.10.17

2235
消防
施設

4,664,415 H25.10.21 H25.10.17

2234 電気 7,767,795 H25.10.21 H25.10.17

2233 建築 26,754,000 H25.10.21 H25.10.17

2232 管 19,918,500 H25.10.21 H25.10.17

2231 管 22,258,950 H25.10.21 H25.10.17

2230 電気 13,284,600 H25.10.21 H25.10.17

2229 建築 18,964,155 H25.10.21 H25.10.17

2228 建築 34,461,000 H25.10.21 H25.10.17

2227
電気
通信

4,658,325 H25.10.11 H25.10.10

2226 建具 11,550,000 H25.10.11 H25.10.10

2225 防水 8,320,200 H25.10.11 H25.10.10

2223 建築 2,992,500 H25.10.11 H25.10.10

2222 建築 9,120,720 H25.10.11 H25.10.10

2221 建築 9,789,885 H25.10.11 H25.10.10

2220 建築 11,079,810 H25.10.11 H25.10.10

2219 建築 14,034,930 H25.10.11 H25.10.10

2218 建築 15,256,395 H25.10.11 H25.10.10

2217 建築 11,705,400 H25.10.11 H25.10.10

2216 建築 19,063,800 H25.10.11 H25.10.10

2215 建築 23,476,950 H25.10.11 H25.10.10

南福祉授産所外壁改修その他工事 ㈱　大和建設

青葉台中学校給水管改修工事

㈱　ヨコテック

㈲　フジメンテナンス
舞岡公園消防用エンジンポンプ設備更新
工事（その２）

みその公園消防用エンジンポンプ設備更
新工事（その２）

㈱　シーエスワン

長屋門公園消防用エンジンポンプ設備更
新工事（その２）

㈱　アクトエンジニアリング

南部地域療育センター通園部渡り廊下床
改修工事

東邦電設　㈱

中消防署分電盤改修工事 ㈱　電成社

みその公園横溝屋敷消防設備更新工事 横浜消火器　㈱

横浜文化体育館給水管改修工事 ㈱　金子産商湘南

境木小学校給水管改修工事 ㈱　シンサナミ

港南台駅自転車駐車場改修工事

豊田地区センター外壁改修その他工事 中鉢建設　㈱

藤棚地区センターほか１施設外壁改修そ
の他工事

㈱　芳垣建設

都筑中央公園管理棟外壁改修その他工
事

㈱　ダイイチ

向陽学園職員宿舎外壁改修その他工事 ㈱　大和建設

戸塚福祉授産所外壁改修工事 原建設　㈱

さちが丘消防出張所外壁改修その他工
事

㈱　三洋工業

関内ホール屋上防水改修その他工事 平成ケンソー　㈱

今井消防出張所建具改修工事 美窓工業　㈱

下和泉地区センター屋根改修その他工事 ㈱　似田貝建設

本陣消防出張所外壁改修工事 ㈱　本田工務店

左近山中学校門扉改修その他工事 坂本建設　㈱

鹿取建設　㈱

立場地区センター非常放送設備更新工
事

大栄電子　㈱

翠風荘外壁改修その他工事 ㈱　坂口工務店

西土木事務所屋上改修その他工事 ㈱　テック

南部地域療育センター増築棟外壁改修そ
の他工事

総合保健医療センター直流電源設備改
修工事

鹿取建設　㈱

こども植物園展示研修館外壁改修その他
工事

横浜ダイワ　㈱

中央卸売市場水産物配送センターほか
照明等設備改修工事

神電設備工業　㈱

末吉消防出張所外壁改修その他工事 横浜塗装工業　㈱

野島公園管理棟ほか１か所外壁改修そ
の他工事

柏原建設　㈱

㈲　佐藤工業所



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2214 建築 4,826,850 H25.10.7 H25.10.3

2213 建築 7,478,100 H25.10.7 H25.10.3

2212 建築 7,700,700 H25.10.7 H25.10.3

2211 建築 16,142,900 H25.10.7 H25.10.3

2210 建築 17,189,025 H25.10.7 H25.10.3

4009 電気 19,023,900 H25.10.7 H25.10.3

4008 電気 22,276,275 H25.10.7 H25.10.3

4007 電気 22,171,800 H25.10.7 H25.10.3

2205
電気
通信

17,666,460 H25.10.7 H25.10.3

2204 建築 8,874,600 H25.10.7 H25.10.3

2203 管 5,340,300 H25.9.30 H25.9.26

2202 建築 2,299,815 H25.9.30 H25.9.26

2201 建築 3,193,575 H25.9.30 H25.9.26

2200 建築 8,675,100 H25.9.30 H25.9.26

2199 建築 486,675 H25.9.30 H25.9.26

2198 建築 11,921,910 H25.9.30 H25.9.26

2197 管 15,945,930 H25.9.30 H25.9.26

2196 電気 18,363,450 H25.9.30 H25.9.26

2195 建築 34,574,400 H25.9.30 H25.9.26

2194 管 5,855,325 H25.9.20 H25.9.19

2193 管 6,430,725 H25.9.20 H25.9.19

2192 管 6,530,685 H25.9.20 H25.9.19

2191 建築 12,902,400 H25.9.20 H25.9.19

2190 建築 13,870,500 H25.9.20 H25.9.19

2189 管 11,432,400 H25.9.20 H25.9.19

2814 建築 21,253,890 H25.9.13 H25.9.12

2188 管 6,315,435 H25.9.13 H25.9.12

2187 管 6,720,420 H25.9.13 H25.9.12

2186 電気 32,747,400 H25.9.13 H25.9.12

2185 管 3,696,000 H25.9.9 H25.9.5

よこはま動物園繁殖センター改修工事 ㈱　宮野工務店

平沼記念体育館展望台外壁改修その他
工事

今井建設　㈱

ユートピア青葉階段手すり改修その他工
事

㈱　宮野工務店

横浜市北部方面施設電気設備緊急改修
工事（その２）

弘電工　㈱

こども自然公園青少年野外活動センター
雨天集会場外部改修その他工事

日亜建設　㈱

三殿台考古館外壁改修その他工事 ㈱　なごみ建設

中区庁舎電話交換装置更新工事 ㈱　通信エンジニアリング

横浜市西部方面施設電気設備緊急改修
工事（その３）

㈱　横浜電業

横浜市南部方面施設電気設備緊急改修
工事（その２）

愛光電気　㈱

馬場保育園外壁改修その他工事 三武建設　㈱

二つ橋小学校フェンス改修その他工事 港建興　㈱

西谷中学校門扉改修工事 港建興　㈱

虹の家空調機更新その他工事 ㈱　日本工業所

環境創造局監視センター空調機更新工
事

㈱　ヘルツ

横浜みなとみらいホール２・３階ホワイエ
照明設備改修工事

浜川電気　㈱

松風学園Ａ棟及び職員宿舎外壁改修そ
の他工事

㈱　信友建設

三春台保育園床下改修その他工事 菅野建設　㈱

北上飯田保育園渡り廊下改修工事 ㈱　三洋工業

上飯田西公園プール管理棟屋上改修そ
の他工事

㈱　三洋工業

日吉台西中学校プール給水管改修工事 三和工業　㈱

鶴ケ峰コミュニティハウス屋上改修その他
工事

三共建設　㈱

市民病院電話交換装置更新工事 ㈱　神奈川ケイテクノ

矢向地域ケアプラザ給湯設備改修工事 ㈱　力設備

白山地区センター空調設備更新工事 ㈲　鈴木商店

権太坂小学校プール給水管改修その他
工事

富田屋管工　㈱

本郷台駅自転車駐車場改修工事 ㈱　芳垣建設

中瀬谷消防出張所屋上改修工事 ㈱　八代産業

新杉田地域ケアプラザ給湯設備改修工
事

㈱　シーエスワン

中央卸売市場本場地下排水層排水ポン
プ更新工事

㈲　串田設備

松風学園冷温水ポンプ及び冷却水ポンプ
更新工事

㈱　司工事



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2184 管 3,858,540 H25.9.9 H25.9.5

2183 管 9,628,815 H25.9.9 H25.9.5

2182 管 14,161,035 H25.9.9 H25.9.5

2181 建築 5,373,270 H25.9.9 H25.9.5

2180 管 14,899,500 H25.9.9 H25.9.5

2179 管 17,131,800 H25.9.9 H25.9.5

2178 管 3,067,018 H25.9.2 H25.8.29

2177 管 5,453,490 H25.9.2 H25.8.29

2176 管 6,405,000 H25.9.2 H25.8.29

2175 電気 2,304,750 H25.9.2 H25.8.29

2174 建築 2,625,000 H25.9.2 H25.8.29

2173 建築 23,646,000 H25.9.2 H25.8.29

2172 管 2,931,810 H25.8.9 H25.8.8

2171 管 3,699,990 H25.8.9 H25.8.8

2170 管 6,763,050 H25.8.9 H25.8.8

2169 管 22,365,000 H25.8.9 H25.8.8

2168 建築 8,400,000 H25.8.9 H25.8.8

4006 電気 19,024,950 H25.8.9 H25.8.8

2167 管 15,256,500 H25.8.5 H25.8.1

2166 管 18,616,500 H25.8.5 H25.8.1

2165 建築 88,723,950 H25.8.5 H25.8.1

2812 管 59,010,000 H25.7.29 H25.7.25

2164 管 11,182,500 H25.7.29 H25.7.25

2813 建築 21,223,125 H25.7.24 H25.7.23

2163 管 6,098,400 H25.7.22 H25.7.18

2162 電気 8,618,400 H25.7.22 H25.7.18

2161 管 11,505,900 H25.7.22 H25.7.18

2160 管 16,590,000 H25.7.22 H25.7.18

2810 建築 49,455,000 H25.7.12 H25.7.11

4005 電気 18,969,300 H25.7.12 H25.7.11

高田地域ケアプラザ冷温水発生機等更
新工事

㈲　佐藤工業所

金沢動物園ユーカリ温室改修工事（機
械・電気）

㈱　日本工業所

金沢高等学校門扉改修その他工事 ㈲　サクシード

中スポーツセンター空調機更新工事 ㈱　光電社

中屋敷地域ケアプラザ給水配管等修繕
工事

㈲　鈴木商店

金沢動物園ユーカリ温室改修工事（その
２）（機械・電気）

㈱　日本工業所

藤の木中学校揚水管改修工事 ㈲　正一設備

久良岐能舞台空調機更新工事 クリスタルエンジニアリング　㈱

中図書館排煙窓改修その他工事 横浜ビル建材　㈱

青葉区総合庁舎ほか５か所電気自動車等用
充電設備設置に伴う電気設備改修工事

丸子電気工事　㈱

新羽ポンプ場沈砂池カーテンウォール改
修その他工事

中鉢建設　㈱

山内地区センター空調機更新工事 クリスタルエンジニアリング　㈱

羽沢小学校消火管改修工事 ㈲　正一設備

桜丘高等学校空調設備更新工事 ㈱　司工事

西消防署外壁改修その他工事 ㈱　大勝

釜利谷地区センター空調設備改修工事 ㈱　日生設備

消防司令センター空調機更新工事 三沢電機　㈱

横浜市東部方面施設電気設備緊急改修
工事（その２）

㈱　江電社

荏田消防出張所空調機更新工事 ㈱　政和工業所

平沼集会所空調機更新工事 ㈱　光電社

栄プール直流電源設備改修工事 三沢電機　㈱

横浜市西部方面電気設備緊急改修工事
（その２）

㈱　美友電機サービス

舞岡中学校屋内運動場外部改修その他
工事

大洋建設　㈱

はまぎんこども宇宙科学館空調機更新工
事（２期）

矢崎設備工業　㈱

樽町中学校屋内運動場床改修その他工
事（その２）

三武建設　㈱

消防司令センター中央監視装置更新工
事

興和工業　㈱

中央卸売市場本場水産物部卸棟ほか水
道メータ交換工事

司工事  ㈱

大道中学校格技場湿気対策その他工事 ㈱　青柳組

釜利谷中学校職員更衣室給湯設備改修
工事

㈲　大橋水道設備

泉土木事務所空調設備改修工事 ㈱　シンサナミ



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2159 建築 5,290,215 H25.7.12 H25.7.11

2158 建築 6,564,096 H25.7.12 H25.7.11

2157 建築 3,462,900 H25.7.12 H25.7.11

2156 建築 3,714,900 H25.7.12 H25.7.11

2155 建築 10,349,083 H25.7.12 H25.7.11

2154 建築 12,924,555 H25.7.12 H25.7.11

2153 建築 1,950,375 H25.7.12 H25.7.11

2152 建築 11,054,820 H25.7.12 H25.7.11

2151 建築 16,548,000 H25.7.12 H25.7.11

2150 建築 18,066,510 H25.7.12 H25.7.11

2149 建築 19,856,550 H25.7.12 H25.7.11

2148 建築 28,706,895 H25.7.12 H25.7.11

2147 建築 23,410,800 H25.7.12 H25.7.11

2146 防水 12,985,035 H25.7.8 H25.7.4

2145 建築 2,961,840 H25.7.8 H25.7.4

2144 建築 4,097,310 H25.7.8 H25.7.4

2143 建築 6,105,750 H25.7.8 H25.7.4

2142 建築 16,294,110 H25.7.8 H25.7.4

2141 建築 14,621,670 H25.7.8 H25.7.4

2140 建築 19,029,150 H25.7.8 H25.7.4

2139 建築 20,149,920 H25.7.8 H25.7.4

2138 建築 3,138,765 H25.7.1 H25.6.27

2137 建築 3,717,735 H25.7.1 H25.6.27

2136 建築 3,438,855 H25.7.1 H25.6.27

2135 建築 2,571,975 H25.7.1 H25.6.27

2134 建築 3,103,170 H25.7.1 H25.6.27

2133 建築 5,193,510 H25.7.1 H25.6.27

2132 建築 9,714,390 H25.7.1 H25.6.27

2131 建築 8,080,590 H25.7.1 H25.6.27

2130 管 7,490,700 H25.7.1 H25.6.27

二俣川小学校門扉改修その他工事 ㈱　ダイイチ

北綱島特別支援学校西側門扉改修その
他工事

㈱　ダイイチ

根岸小学校門門扉改修その他工事 風越工業　㈱

港中学校通用門扉改修その他工事 風越工業　㈱

坂本小学校門扉改修その他工事 ㈱　ダイイチ

南希望が丘中学校ほか２校パソコン教室
空調機更新工事

㈱　政和工業所

鴨志田中学校ほか１校通級指導教室整
備工事（建築・電気）

㈱　佐藤薫工務店

宮谷小学校屋内運動場屋根改修その他
工事

㈱　大和建設

善部小学校普通教室改造その他工事（建
築・電気）

㈱　栗原工務店

上永谷中学校屋内運動場内部改修その
他工事

㈱　青柳組

汲沢中学校個別支援学級教室改修その
他工事（建築・電気・機械）

日進建設　㈱

本宿中学校教室梁仕上改修その他工事 ㈱　三洋工業

本郷台小学校門扉改修その他工事 ㈱　柏原工務店

東中田小学校ほか１校屋上手すり改修そ
の他工事

㈱　柏原工務店

下田小学校門扉改修その他工事 ㈱　菅原建鉄工業

太尾小学校屋上手摺改修工事 横浜塗装工業　㈱

横浜商業高等学校別科屋上防水改修そ
の他工事

平成ケンソー　㈱

神橋小学校耐火書庫設置工事（建築・電
気）

㈲　カサイ

日限山小学校Ａ棟階段室天井改修その
他工事

㈱　上條建設

つたのは学園食堂内装改修その他工事 日亜建設　㈱

仏向小学校屋内運動場外壁改修その他
工事

風越工業　㈱

港南中学校屋内運動場外部改修その他
工事

㈱　サショー

芹が谷中学校屋内運動場床改修その他
工事

㈱　ダイイチ

高舟台小学校屋内運動場床改修工事 ㈱　谷津建設

菅田中学校屋内運動場屋根改修その他
工事

㈱　宮野工務店

汲沢小学校屋上手すり改修工事 ㈱　芳垣建設

瀬ケ崎小学校屋内運動場外壁改修その
他工事

㈱　似田貝建設

田奈小学校西通用門門扉改修その他工
事

㈱　菅原建鉄工業

森中学校屋内運動場外壁改修工事 ㈱　なごみ建設

日限山小学校屋上手すり改修工事 ㈱　上條建設



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2129 電気 6,125,070 H25.7.1 H25.6.27

2128 管 10,046,400 H25.7.1 H25.6.27

2127 管 10,934,700 H25.7.1 H25.6.27

2126 電気 9,335,550 H25.7.1 H25.6.27

2125 電気 9,949,800 H25.7.1 H25.6.27

2124 建築 19,159,875 H25.7.1 H25.6.27

2123 建築 36,829,800 H25.7.1 H25.6.27

2122 管 2,034,585 H25.6.24 H25.6.20

2121 管 4,266,465 H25.6.24 H25.6.20

2120 管 5,598,600 H25.6.24 H25.6.20

2119 管 6,843,900 H25.6.24 H25.6.20

2118 管 6,571,950 H25.6.24 H25.6.20

2117 管 10,014,900 H25.6.24 H25.6.20

2116
電気
通信

6,093,465 H25.6.24 H25.6.20

2115 電気 4,145,505 H25.6.24 H25.6.20

2114 電気 8,147,265 H25.6.24 H25.6.20

2113 建築 5,569,200 H25.6.24 H25.6.20

2112 建築 10,583,160 H25.6.24 H25.6.20

2111 建築 16,137,933 H25.6.24 H25.6.20

2110 管 8,731,800 H25.6.24 H25.6.20

2109 管 59,850,000 H25.6.24 H25.6.20

2108 電気 9,527,700 H25.6.24 H25.6.20

2107 電気 9,259,950 H25.6.24 H25.6.20

2106 電気 9,901,500 H25.6.24 H25.6.20

2105 電気 15,421,350 H25.6.24 H25.6.20

2104 電気 16,129,050 H25.6.24 H25.6.20

2103 電気 3,307,185 H25.6.24 H25.6.20

2102 電気 15,752,415 H25.6.24 H25.6.20

2101 電気 45,864,000 H25.6.24 H25.6.20

2100 建築 8,372,700 H25.6.24 H25.6.20

西中学校ほか３校パソコン教室空調機更
新工事

鷹羽工業　㈱

金沢自然公園電話交換機更新工事 誠友テクノス　㈱

都田西小学校普通教室改造その他工事
（機械・電気）

㈲　はま設備工業

都田西小学校普通教室改造その他工事
（建築）

森田建設　㈱

さわの里小学校ほか２校高圧ケーブル改
修工事

㈱　五常

森中学校ほか２校パソコン教室空調機更
新工事

㈱　日本工業所

文庫小学校流沫給水管改修その他工事 南海工業　㈱

富岡中学校ほか２校パソコン教室空調機
更新工事

㈱　神奈川産業

瀬戸ケ谷小学校個別支援教室改修工事
（建築・電気・機械）

㈱　エス・ティー・シー

新井中学校屋内運動場照明改修工事 神電設備工業　㈱

あざみ野第二小学校屋内運動場外壁改
修工事

㈱　芳垣建設

上菅田特別支援学校教室等照明設備改
修工事

新興電設工業　㈱

石川小学校ほか１校屋内運動場照明改
修工事

熊沢電気　㈱

洋光台第三小学校高圧引込ケーブル改
修工事

㈱　秀栄

洋光台第三小学校教室等照明設備改修
工事

㈱　秀栄

洋光台第四小学校教室等照明設備改修
工事

平野電気　㈱

金沢高等学校換気設備改修工事 アオキ工業　㈱

さわの里小学校給水管改修工事 アオキ工業　㈱

田奈中学校屋内運動場照明改修その他
工事

窪倉電設　㈱

中図書館閲覧室照明設備改修工事 ㈱　シンデン

蓬莱荘冷凍機等更新工事 興和工業　㈱

汐見台小学校教室等照明設備改修工事 宇田川電設　㈱

戸塚地域療育センター水治療室改修その
他工事

幸和建設工業　㈱

都岡中学校ほか３校高圧引込ケーブル改
修工事

丸子電気工事　㈱

西が岡小学校通級指導教室改修工事
（電気）

㈲　エムエム電気工業

西が岡小学校通級指導教室改修工事
（建築）

上條建設　㈱

あざみ野中学校屋内運動場改修工事 小雀建設　㈱

戸塚消防署排水配管改修工事 紘永工業　㈱

西が岡小学校通級指導教室改修工事
（機械）

東洋水工　㈱

神奈川図書館直流電源設備改修工事 逗子電設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2099 管 5,148,675 H25.6.17 H25.6.20

2098 管 5,856,270 H25.6.17 H25.6.20

2097 管 10,090,500 H25.6.17 H25.6.20

2096 管 9,813,300 H25.6.17 H25.6.20

2095 管 5,562,900 H25.6.17 H25.6.20

2094 電気 4,506,495 H25.6.17 H25.6.13

2093 電気 3,904,005 H25.6.17 H25.6.13

2092 電気 5,666,325 H25.6.17 H25.6.13

2091 電気 5,647,845 H25.6.17 H25.6.13

2090 電気 5,581,380 H25.6.17 H25.6.13

2089 電気 6,807,465 H25.6.17 H25.6.13

2088 電気 7,405,860 H25.6.17 H25.6.13

2087 電気 7,947,450 H25.6.17 H25.6.13

2086 電気 8,130,150 H25.6.17 H25.6.13

2085 電気 8,862,945 H25.6.17 H25.6.13

2084
電気
通信

6,333,075 H25.6.17 H25.6.13

2083
消防
施設

7,209,825 H25.6.17 H25.6.13

2082 電気 11,202,240 H25.6.17 H25.6.13

2081 電気 12,275,550 H25.6.17 H25.6.13

2080 電気 13,072,500 H25.6.17 H25.6.13

2079 電気 13,849,500 H25.6.17 H25.6.13

2078 電気 13,385,400 H25.6.17 H25.6.13

2077 電気 14,249,235 H25.6.17 H25.6.13

2076 電気 13,843,830 H25.6.17 H25.6.13

2075 電気 15,698,550 H25.6.17 H25.6.13

2074 電気 2,906,295 H25.6.17 H25.6.13

2073 電気 17,454,150 H25.6.17 H25.6.13

2072 電気 15,813,000 H25.6.17 H25.6.13

2071 電気 16,495,500 H25.6.17 H25.6.13

2070 電気 3,844,470 H25.6.17 H25.6.13

大鳥中学校ほか２校パソコン教室空調機
更新工事

㈱　康栄社

谷本中学校ほか１校パソコン教室空調機
更新工事

中央電器住設　㈱

田奈中学校ほか１校パソコン教室空調機
更新工事

㈲　鈴木商店

生麦小学校ほか３校高圧引込ケーブル改
修工事

東洋電装　㈱

瀬戸ケ谷小学校教室等照明設備改修工
事

メルビック電工　㈱

保土ケ谷公会堂非常放送設備改修工事 ㈱　エヌティシー

大口台小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　シンデン

日吉台小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　江電社

奈良小学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

大口電設　㈱

六ツ川中学校ほか２校高圧引込ケーブル
改修工事

㈱　九州電業社

豊田小学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

㈱　美友電機サービス

岡津小学校特別教室改造工事（機械） 東洋水工　㈱

品濃小学校屋内運動場照明改修工事 相信工業　㈱

大道小学校屋内運動場照明改修工事 相信工業　㈱

旭小学校教室等照明設備改修工事 東洋電装　㈱

茅ケ崎中学校ほか２校高圧引込ケーブル
改修工事

㈲　竣光電設

あざみ野中学校ほか２校パソコン教室空
調機更新工事

興和工業　㈱

小坪小学校屋内運動場照明改修工事 ㈱　秀栄

岡津小学校特別教室改造工事（電気） ㈱　コスモ

南が丘中学校教室等照明設備改修工事 ㈱　清康社

名瀬ホーム照明設備改修工事 親和電設　㈱

屏風浦小学校教室等照明設備改修工事 神奈川綜合設備　㈱

保土ケ谷公会堂自動火災報知設備改修
工事

㈲　フジメンテナンス

白根小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　浜電気

下末吉小学校教室等照明設備改修工事 京浜電設　㈱

日限山小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　コスモ

日限山小学校高圧引込ケーブル改修工
事

㈱　コスモ

東台小学校教室等照明設備改修工事 一富士電工　㈱

稲荷台小学校高圧引込ケーブル改修工
事

㈱　シンデン

白幡小学校教室等照明設備改修工事 窪倉電設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2069 電気 15,523,830 H25.6.17 H25.6.13

2068 電気 15,830,129 H25.6.17 H25.6.13

2067 電気 2,139,480 H25.6.17 H25.6.13

2066 電気 20,106,870 H25.6.17 H25.6.13

2065 電気 21,367,500 H25.6.17 H25.6.13

2064 電気 18,363,555 H25.6.17 H25.6.13

2063 電気 68,596,500 H25.6.17 H25.6.13

2062
電気
通信

43,050,000 H25.6.17 H25.6.13

2061 建築 25,741,590 H25.6.17 H25.6.13

2807 電気 9,649,920 H25.6.10 H25.6.6

2060 管 2,190,405 H25.6.10 H25.6.6

2059 管 3,849,195 H25.6.10 H25.6.6

2058 管 7,100,730 H25.6.10 H25.6.6

2057 管 6,412,980 H25.6.10 H25.6.6

2056 管 7,247,310 H25.6.10 H25.6.6

2055 管 7,698,600 H25.6.10 H25.6.6

2054 管 7,505,400 H25.6.10 H25.6.6

2053 管 8,095,500 H25.6.10 H25.6.6

2052 建築 3,893,295 H25.6.10 H25.6.6

2051 建築 9,541,350 H25.6.10 H25.6.6

2050 建築 9,982,665 H25.6.10 H25.6.6

2049 建築 10,739,085 H25.6.10 H25.6.6

2048 建築 11,746,350 H25.6.10 H25.6.6

2047 建築 11,881,275 H25.6.10 H25.6.6

2046 建築 13,040,580 H25.6.10 H25.6.6

2045 建築 14,154,000 H25.6.10 H25.6.6

2044 建築 18,900,000 H25.6.10 H25.6.6

2043 電気 10,835,895 H25.6.10 H25.6.6

2042 電気 11,684,715 H25.6.10 H25.6.6

2041 電気 14,478,450 H25.6.10 H25.6.6

稲荷台小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　シンデン

下瀬谷中学校教室等照明設備改修工事 大冷工業　㈱

初音が丘小学校教室等照明設備改修工
事

和光電気工事　㈲

山内中学校教室等照明設備改修工事 日章電気工事　㈱

山内中学校高圧引込ケーブル改修工事 日章電気工事　㈱

岡津小学校特別教室改造工事（建築） 原建設　㈱

横浜文化体育館舞台音響設備更新工事 通信設備　㈱

戸塚斎場照明設備更新工事 妙光電機　㈱

横浜文化体育館舞台照明設備更新工事 窪倉電設　㈱

泉が丘中学校ほか２校パソコン教室空調
機更新工事
末吉中学校ほか２校パソコン教室空調機
更新工事

錦台中学校ほか１校パソコン教室空調機
更新工事

南山田小学校給食室床改修工事

さちが丘小学校配膳カウンター改修工事

藤塚小学校配膳カウンター改修その他工
事

都田小学校配膳カウンター改修その他工
事

中川西小学校配膳カウンター改修その他
工事

根岸小学校配膳カウンター改修その他工
事

豊田中学校教室等照明設備改修工事

鴨志田第一小学校給食室改修その他工
事（電気）
権太坂小学校給食室改修その他工事（電
気）

向陽学園照明設備改修工事

南戸塚小学校流沫給水管改修その他工
事
戸塚中学校ほか１校パソコン教室空調機
更新工事
城郷中学校ほか２校パソコン教室空調機
更新工事

飯島中学校ほか２校パソコン教室空調機
更新工事
永田中学校ほか２校パソコン教室空調機
更新工事

市沢小学校配膳カウンター改修その他工
事

希望ケ丘小学校配膳カウンター改修その
他工事
荏田小学校ほか１校配膳カウンター改修
その他工事

㈱　ニッセツ

アーバン・エンジニアーズ　㈱

神電設備工業　㈱

東洋水工　㈱

菅野建設　㈱

㈱　ダイイチ

会津電業　㈱

㈱　芳垣建設

㈱　小松工業

㈱　政和工業所

㈱　水野工務店

横浜塗装工業　㈱

アラン建設　㈱

㈲　ナカムラ建工

東洋水工　㈱

㈱　小松工業

横森電気工業　㈱

㈲　ナカムラ建工

アラン建設　㈱

㈱　電成社

㈱　横山電気工業



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2040 電気 15,399,615 H25.6.10 H25.6.6

2039 電気 16,691,850 H25.6.10 H25.6.6

2038 電気 17,650,500 H25.6.10 H25.6.6

2037 電気 19,035,450 H25.6.10 H25.6.6

2036 電気 21,427,875 H25.6.10 H25.6.6

2035 管 10,528,350 H25.6.10 H25.6.6

2034 管 17,236,800 H25.6.10 H25.6.6

2033 建築 44,100,000 H25.6.10 H25.6.6

2032 建築 40,257,000 H25.6.10 H25.6.6

2806 電気 69,804,000 H25.6.3 H25.5.30

2031 電気 6,815,550 H25.6.3 H25.5.30

2030 電気 7,032,795 H25.6.3 H25.5.30

2029 建築 14,730,660 H25.6.3 H25.5.30

2028 建築 17,163,300 H25.6.3 H25.5.30

2027 建築 46,959,150 H25.6.3 H25.5.30

2026 管 47,040,000 H25.5.20 H25.5.16

2025 建築 14,847,000 H25.5.20 H25.5.16

2024 管 5,501,790 H25.4.26 H25.4.18

2023 管 7,173,600 H25.4.26 H25.4.18

2022 管 6,278,790 H25.4.26 H25.4.18

2021 建築 10,656,975 H25.4.5 H25.3.28

2020 建築 13,336,890 H25.4.5 H25.3.28

2019 建築 13,324,290 H25.4.5 H25.3.28

2018 建築 13,247,325 H25.4.5 H25.3.28

2017 建築 14,141,610 H25.4.5 H25.3.28

2016 建築 14,018,760 H25.4.5 H25.3.28

2015 建築 14,448,000 H25.4.5 H25.3.28

2014 建築 14,616,000 H25.4.5 H25.3.28

2013 建築 14,199,150 H25.4.5 H25.3.28

2012 建築 14,242,200 H25.4.5 H25.3.28

神奈川地区センター体育室照明設備改
修工事

㈱　横山電気工業

㈱　共栄社

大道中学校教室等照明設備改修工事

上菅田中学校教室等照明設備改修工事

西中学校教室等照明設備改修工事

㈱　小俣組

入船小学校ほか１校水泳プール改修その
他工事

㈲　カサイ

㈱　佐藤薫工務店

長津田地区センター体育室照明設備改
修工事

ナトリ電設　㈱

㈱　青柳組

新橋小学校ほか１校水泳プール改修その
他工事

㈱　坂口工務店

菅野建設　㈱

十日市場駅北口自転車駐車場改修工事
（その2）

坂本建設　㈱

根本建設　㈱
旧富士銀行映像文化施設外壁改修その
他工事

日進建設　㈱

太建工業　㈱向陽学園衛生配管改修工事

名瀬中学校ほか１校水泳プール改修その
他工事

港北消防署（港北区総合庁舎）排水管改
修工事

三和工業　㈱

旭中学校ほか２校パソコン教室空調機更
新工事

根本設備　㈱

山下小学校ほか１校水泳プール改修その
他工事

今井建設　㈱

上白根小学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事
六浦南小学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事

永田中学校ほか１校水泳プール改修その
他工事

荏田南中学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事

霧が丘小学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事

㈱　大谷工務店

六角橋中学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事

今井建設　㈱

市役所本庁舎行政棟たてどい改修その
他工事

鴨志田第一小学校給食室改修その他工
事（機械）
権太坂小学校給食室改修その他工事（機
械）

㈱　松尾工務店

横浜文化体育館アリーナ照明改修工事

㈱　佐藤薫工務店

境木中学校ほか２校パソコン教室空調機
更新工事

マコト設備工業　㈱

鴨志田第一小学校給食室改修その他工
事（建築）
権太坂小学校給食室改修その他工事（建
築）

磯子ポンプ場送泥ポンプ棟アスベスト撤
去工事

井土ケ谷小学校教室等照明設備改修工
事

舞岡中学校教室等照明設備改修工事

㈱　小俣組

㈱　松尾工務店

栄光電設　㈱

新興電設工業　㈱

㈱　日生設備

根本設備　㈱

栄光電設　㈱

㈱　平岡電機工事

向洋電機土木　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日契約の相手方工事名

2011 建築 15,876,210 H25.4.5 H25.3.28

2010 建築 16,926,000 H25.4.5 H25.3.28

2009 建築 16,660,875 H25.4.5 H25.3.28

2008 建築 19,723,200 H25.4.5 H25.3.28

2007 建築 20,981,100 H25.4.5 H25.3.28

2006 管 16,623,600 H25.4.1 H25.3.28

2005 管 2,565,780 H25.4.5 H25.3.28

2004 管 3,458,070 H25.4.5 H25.3.28

2003 管 9,038,400 H25.4.5 H25.3.28

2002 管 14,099,694 H25.4.1 H25.3.28

2001 管 131,334,000 H25.4.1 H25.3.28

4004 電気 21,351,750 H25.4.1 H25.3.28

4003 電気 18,894,645 H25.4.1 H25.3.28

4002 電気 23,198,385 H25.4.1 H25.3.28

4001 電気 21,289,380 H25.4.1 H25.3.28

今井小学校ほか２校水泳プール改修その
他工事

今井建設　㈱

勝田小学校ほか１校水泳プール改修その
他工事
青葉台中学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事

㈱　菅原建鉄工業

㈲　エスワイシー

大道小学校プール給水管改修その他工
事

㈱　小松工業

白山地区センター冷温水発生機等更新
工事

㈱　高栄設備工業

南小学校屋上プール排水管改修工事 ㈱　小松工業

旭中学校ほか１校水泳プール改修その他
工事

㈱　大谷工務店

㈱　シンサナミ

クリスタルエンジニアリング　㈱

川本工業　㈱

丸子電気工事　㈱

新橋小学校ほか１校プール循環器設備
改修工事

横浜国際プールボイラー更新工事

総合保健医療センター自動制御機器更
新工事
横浜市北部方面施設電気設備緊急改修
工事

大綱小学校ほか２校水泳プール改修その
他工事

東栄建設工業　㈱

横浜市南部方面施設電気設備緊急改修
工事
横浜市西部方面施設電気設備緊急改修
工事
横浜市東部方面施設電気設備緊急改修
工事

㈱　新川電気

藤電設工業　㈱

横森電気工業　㈱
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		4		2430		鶴見区総合庁舎会議室改修工事						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				5,824,980		H26.2.10		41676.0

		40		2426		桜木ポンプ場外部改修その他工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				1,974,000		H26.1.20		41655.0

		39		2425		竹之丸保育園門扉改修その他工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				3,212,370		H26.1.20		41655.0

		38		2424		港北水再生センター屋上目隠しパネル改修その他工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				13,091,925		H26.1.20		41655.0

		37		2423		南綱島ポンプ場外壁改修その他工事						建築 ケンチク		三武建設　㈱				6,085,380		H26.1.20		41655.0

		36		2422		綱島第二ポンプ場外壁改修その他工事						建築 ケンチク		三武建設　㈱				8,322,720		H26.1.20		41655.0

		35		2421		八景小学校屋上改修その他工事						防水 ボウスイ		横浜ダイワ　㈱				45,809,190		H26.1.20		41655.0

		22		2417		鳥浜第一工場排水処理場フェンス改修工事						フェンス		㈲　神原興業				3,268,755		H26.1.10		41648.0

		21		2416		福浦工場排水処理場フェンス改修工事						フェンス		㈲　神原興業				9,646,245		H26.1.10		41648.0

		20		2415		入江町公園プール塗装改修工事						塗装 トソウ		横浜塗装工業　㈱				13,927,200		H26.1.10		41648.0

		19		2414		山崎公園プール塗装改修工事						塗装 トソウ		美建工業　㈱				13,488,825		H26.1.10		41648.0

		18		2413		末吉地区センタープレイヤード改修その他工事						建築 ケンチク		松尾化学工業　㈱				4,083,450		H26.1.10		41648.0

		17		2412		富岡総合公園洋弓場的場上屋改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大谷工務店				6,579,720		H26.1.10		41648.0

		16		2411		磯子ポンプ場トイレ改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		和同建設　㈱				6,619,200		H26.1.10		41648.0

		15		2410		公田保育園外柵改修その他工事						建築 ケンチク		横浜日建　㈱				7,346,115		H26.1.10		41648.0

		14		2409		上永谷中学校ほか1校外柵改修その他工事						建築 ケンチク		杜企画　㈱				10,288,950		H26.1.10		41648.0

		13		2408		上瀬谷小学校水泳プール改修工事						建築 ケンチク		石黒建設　㈱				10,568,250		H26.1.10		41648.0

		12		2407		白山地区センター屋根改修その他工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				11,660,670		H26.1.10		41648.0

		11		2406		栄公会堂屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　似田貝建設				13,967,835		H26.1.10		41648.0

		10		2405		駒林小学校正門門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大和建設				3,261,457		H26.1.10		41648.0

		9		2404		新田中学校西門門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大和建設				3,459,225		H26.1.10		41648.0

		8		2403		新田小学校フェンス改修工事						建築 ケンチク		㈱　大和建設				8,586,900		H26.1.10		41648.0

		7		2402		子安小学校屋上手摺嵩上げ改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　リフォームハウザー				15,624,000		H26.1.10		41648.0

		6		2401		豊田中学校屋上防水改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				21,803,250		H26.1.10		41648.0

		5		2400		六浦消防出張所屋上改修その他工事						建築 ケンチク		横浜塗装工業　㈱				23,502,885		H26.1.10		41648.0

		4		2399		北部公園緑地事務所屋根改修その他工事						建築 ケンチク		石黒建設　㈱				24,027,150		H26.1.10		41648.0

		3		2398		横浜美術館キャノピー改修その他工事						建築 ケンチク		森田建設　㈱				27,740,685		H26.1.10		41648.0

		2		2397		横浜商業高等学校トレーニング室改修工事（建築・電気）						建築 ケンチク		原建設　㈱				9,729,090		H26.1.10		41648.0

		1		2396		横浜商業高等学校トレーニング室改修工事（機械）						管 カン		㈱　高栄設備工業				9,314,025		H26.1.10		41648.0

		78		2395		三春学園ガス配管改修その他工事						管 カン		㈱　司工事				4,263,000		H25.12.20		41627.0

		77		2394		三保小学校普通教室改造その他工事（機械）						管 カン		㈲　鈴木商店				4,297,650		H25.12.20		41627.0

		76		2393		間門小学校普通教室改造工事（機械・電気）						管 カン		南設備工業　㈱				4,543,350		H25.12.20		41627.0

		75		2392		金井公園レストハウス衛生設備改修その他工事（機械・建築）						管 カン		㈱　光電社				29,820,000		H25.12.20		41627.0

		74		2391		金沢水再生センター建具改修その他工事						建具 タテグ		神奈川アルミ建材　㈱				20,055,000		H25.12.20		41627.0

		73		2390		旧若葉台西中学校体育館付帯施設屋上防水改修その他工事						防水 ボウスイ		㈱　サンヨーテック				4,925,025		H25.12.20		41627.0

		72		2389		岸谷小学校教室改造その他工事						建築 ケンチク		東栄建設工業　㈱				5,561,535		H25.12.20		41627.0

		71		2388		日吉台中学校普通教室改造工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　水野工務店				7,375,200		H25.12.20		41627.0

		70		2387		野毛山動物園トイレ改修その他工事その２						建築 ケンチク		㈱　青柳組				1,863,855		H25.12.20		41627.0

		69		2386		野毛山動物園トイレ改修その他工事その１						建築 ケンチク		㈱　青柳組				3,549,735		H25.12.20		41627.0

		68		2385		高田東小学校防球ネット改修工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				7,710,150		H25.12.20		41627.0

		67		2384		南部水再生センター改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		杜企画　㈱				14,343,210		H25.12.20		41627.0

		66		2383		都筑地区センター通路屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　秀建				12,075,000		H25.12.20		41627.0

		65		2382		南部汚泥資源化センター施設改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　エスワイシー				14,311,500		H25.12.20		41627.0

		64		2381		森中学校防災備蓄庫整備工事						建築 ケンチク		㈲　エスワイシー				4,513,950		H25.12.20		41627.0

		63		2380		西部水再生センター管理棟外部改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				22,623,300		H25.12.20		41627.0

		62		2379		港北小学校防球ネット改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				17,563,350		H25.12.20		41627.0

		61		2378		鶴見ポンプ場門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				2,714,775		H25.12.20		41627.0

		60		2377		樽町ポンプ場ほか１施設門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				4,133,010		H25.12.20		41627.0

		59		2376		潮田ポンプ場管理本館外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				21,520,065		H25.12.20		41627.0

		58		2375		野庭中央公園プール改修その他工事						建築 ケンチク		上條建設　㈱				19,858,125		H25.12.20		41627.0

		57		2374		金沢動物園インドゾウ舎屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　日野興業				6,524,595		H25.12.20		41627.0

		56		2373		金沢動物園動物舎屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　日野興業				16,644,705		H25.12.20		41627.0

		55		2372		瀬谷地区センター屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　誠昌建設				28,812,000		H25.12.20		41627.0

		49		2371		浜小学校普通教室改造その他工事（機械・電気）						管 カン		㈱　神奈川産業				11,235,000		H25.12.16		41620.0

		48		2370		浦舟複合福祉施設量水器取替工事						管 カン		豊正工業　㈱				2,072,490		H25.12.16		41620.0

		47		2369		横浜商業高等学校別棟トイレ改修工事（機械）						管 カン		豊正工業　㈱				11,244,975		H25.12.16		41620.0

		45		2367		消防訓練センター潜水塔塗装その他工事						塗装 トソウ		㈱　千代田				6,436,500		H25.12.16		41620.0

		44		2366		金沢スポーツセンター排煙窓改修工事						建具 タテグ		不二物産　㈱				3,307,500		H25.12.16		41620.0

		43		2365		保土ケ谷スポーツセンターすべり出し窓改修工事						建具 タテグ		横浜ビル建材　㈱				8,977,500		H25.12.16		41620.0

		42		2364		保土ケ谷ポンプ場外柵改修その他工事						建築 ケンチク		エムゼックリフォーム　㈱				6,230,700		H25.12.16		41620.0

		41		2363		新鶴見小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		今井建設　㈱				15,883,350		H25.12.16		41620.0

		40		2362		茅ケ崎小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　オキナ				6,391,245		H25.12.16		41620.0

		39		2361		秋葉小学校普通教室改造工事						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				4,081,350		H25.12.16		41620.0

		38		2360		間門小学校普通教室改造工事（建築）						建築 ケンチク		㈲　尚雲堂				12,047,070		H25.12.16		41620.0

		37		2359		市場小学校普通教室改造その他工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				12,915,000		H25.12.16		41620.0

		36		2358		駒岡小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		今井建設　㈱				14,157,150		H25.12.16		41620.0

		35		2357		川井小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		隅田建設　㈱				14,490,000		H25.12.16		41620.0

		34		2356		三保小学校普通教室改造その他工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　栗原工務店				17,215,800		H25.12.16		41620.0

		33		2355		南太田小学校外柵改修工事						建築 ケンチク		風越工業　㈱				827,820		H25.12.16		41620.0

		32		2354		横浜商業高等学校別棟トイレ改修工事（建築・電気）						建築 ケンチク		風越工業　㈱				17,261,580		H25.12.16		41620.0

		31		2353		高田東小学校普通教室改造その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		森田建設　㈱				17,608,500		H25.12.16		41620.0

		30		2352		笠間ポンプ場建屋庇等改修その他工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				4,700,640		H25.12.16		41620.0

		29		2351		栄第二水再生センター第一ポンプ棟ほか１施設屋根改修その他工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				9,766,155		H25.12.16		41620.0

		28		2350		西金沢中学校防球ネット改修工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				23,079,000		H25.12.16		41620.0

		27		2349		北部第二水再生センター第二ポンプ場施設外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				1,450,155		H25.12.16		41620.0

		26		2348		北部第一水再生センター公用車車庫改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				9,505,440		H25.12.16		41620.0

		25		2347		保土ケ谷区役所外壁改修その他工事						建築 ケンチク		隅田建設　㈱				34,058,220		H25.12.16		41620.0

		18		2346		川島町公園こどもログハウス改修工事						建築 ケンチク		日進建設　㈱				12,465,915		H25.12.16		41620.0

		17		2345		瀬谷中央公園こどもログハウス改修工事						建築 ケンチク		㈱　本田工務店				22,050,000		H25.12.16		41620.0

		16		2344		神大寺中央公園こどもログハウス改修工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				20,288,520		H25.12.16		41620.0

		14		2342		大鳥中学校グラウンド門門扉改修工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				2,847,390		H25.12.9		41613.0

		13		2341		浅間台小学校防球ネット改修工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				8,804,250		H25.12.9		41613.0

		12		2340		若葉台中学校外柵改修その他工事						建築 ケンチク		原建設　㈱				2,930,760		H25.12.9		41613.0

		11		2339		新井中学校第二グラウンド防球ネット改修工事						建築 ケンチク		原建設　㈱				9,165,240		H25.12.9		41613.0

		10		2338		浜小学校普通教室改造その他工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				28,421,400		H25.12.9		41613.0

		9		2337		金沢ポンプ場衛生設備等改修工事（機械・建築・電気）						管 カン		㈱　司工事				10,860,150		H25.12.9		41613.0

		8		2830		市民病院外来ほか照明改修工事						電気 デンキ		㈱　ツインコムネット				14,143,080		H25.12.2		41606.0

		7		2336		岡野中学校ほか２校非常放送設備改修工事						電気通信又は
電気 デンキツウシンマタデンキ		㈱　ESC				6,621,510		H25.12.2		41606.0

		6		2335		根岸中学校ほか２校非常放送設備改修工事						電気通信又は
電気 デンキツウシンマタデンキ		横浜消火器　㈱				5,833,905		H25.12.2		41606.0

		5		2334		東鴨居中学校ほか１校非常放送設備改修工事						電気通信又は
電気 デンキツウシンマタデンキ		和光電気工事　㈱				7,081,166		H25.12.2		41606.0

		4		2333		高田中学校ほか１校非常放送設備改修工事						電気通信又は
電気 デンキツウシンマタデンキ		山正電気工事　㈱				7,675,395		H25.12.2		41606.0

		3		2332		大鳥中学校ほか２校非常放送設備改修工事						電気通信又は
電気 デンキツウシンマタデンキ		㈱　ESC				10,616,760		H25.12.2		41606.0

		2		2331		戸塚地域療育センタートイレ改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				10,383,135		H25.12.2		41606.0

		1		2330		恩田小学校プール棟屋上改修その他工事						建築 ケンチク		森田建設　㈱				14,798,700		H25.12.2		41606.0

		105		2329		嶮山小学校外構フェンス改修その他工事						フェ
ンス		アサヒスポーツ工業				4,236,750		H25.11.25		41599.0

		104		2328		竹山小学校外柵改修工事						建築 ケンチク		㈲　ナカムラ建工				3,253,740		H25.11.25		41599.0

		103		2327		緑小学校外柵改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　ナカムラ建工				3,952,830		H25.11.25		41599.0

		102		2326		太尾ポンプ場ほか１施設フェンス改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　川上工務店				13,492,500		H25.11.25		41599.0

		101		2325		中川西小学校正門門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　竣光電設				8,289,120		H25.11.25		41599.0

		100		2324		大豆戸地域ケアプラザ光庭屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				2,144,835		H25.11.25		41599.0

		99		2323		高田地域ケアプラザ外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				11,379,165		H25.11.25		41599.0

		98		2322		新横浜公園日産スタジアム観客席塗装改修その他工事（その２）						塗装 トソウ		㈱　ダイイチ				44,255,400		H25.11.25		41599.0

		97		2321		日野南中学校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		南海工業　㈱				1,813,560		H25.11.25		41599.0

		96		2320		笠間ポンプ場屋上給水配管等改修工事						管 カン		南海工業　㈱				3,171,840		H25.11.25		41599.0

		95		2319		戸塚高等学校空調機更新工事						管 カン		根本設備　㈱				6,518,400		H25.11.25		41599.0

		94		2318		障害者スポーツ文化センター横浜ラポール直流電源設備改修工事（その２）						電気 デンキ		㈱　アイキン電機工業				13,971,720		H25.11.25		41599.0

		92		4011		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事（その３）						電気 デンキ		㈱　五常				22,218,000		H25.11.25		41599.0

		91		4010		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事（その４）						電気 デンキ		㈱　横山電気工業				22,131,900		H25.11.25		41599.0

		84		2317		十日市場地区センター照明設備改修工事						電気 デンキ		横森電気工業　㈱				14,562,450		H25.11.25		41599.0

		83		2316		小坪小学校ほか２校プール循環器設備更新工事						管 カン		㈲　はま設備工業				15,592,500		H25.11.25		41599.0

		82		2315		矢向地区センタートップライト改修その他工事						建築 ケンチク		新建装　㈱				15,637,440		H25.11.25		41599.0

		81		2314		新横浜公園日産スタジアムコンコース床改修工事（その２）						建築 ケンチク		㈱　安藤建設				32,343,045		H25.11.25		41599.0

		80		2313		新横浜公園日産スタジアムコンコース床改修工事（その１）						建築 ケンチク		㈱　安藤建設				37,262,190		H25.11.25		41599.0

		79		2829		峯小学校シャッター集中制御化工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				1,909,110		H25.11.18		41592.0

		78		2828		峯小学校自動火災報知設備改修工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				3,430,140		H25.11.18		41592.0

		77		2827		坂本小学校シャッター集中制御化工事						電気 デンキ		神電設備工業　㈱				3,280,725		H25.11.18		41592.0

		76		2826		坂本小学校自動火災報知設備改修工事						電気 デンキ		神電設備工業　㈱				3,367,770		H25.11.18		41592.0

		75		2825		常盤台小学校シャッター集中制御化工事						電気 デンキ		㈱　電成社				3,133,200		H25.11.18		41592.0

		74		2824		笹山小学校自動火災報知設備改修工事						電気 デンキ		㈱　電成社				4,059,195		H25.11.18		41592.0

		73		2312		稲荷台小学校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		平山防災設備　㈱				1,649,235		H25.11.18		41592.0

		72		2311		稲荷台小学校自動火災報知設備改修工事								平山防災設備　㈱				4,343,115		H25.11.18		41592.0

		71		2310		日野南小学校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		平山防災設備　㈱				2,703,435		H25.11.18		41592.0

		70		2309		日野南小学校自動火災報知設備改修工事								平山防災設備　㈱				4,140,465		H25.11.18		41592.0

		69		2308		下野庭小学校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		㈱　シーエスワン				4,980,150		H25.11.18		41592.0

		68		2307		下野庭小学校自動火災報知設備改修工事								㈱　シーエスワン				4,710,300		H25.11.18		41592.0

		67		2306		洋光台第一小学校ほか１校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		平山防災設備　㈱				6,887,160		H25.11.18		41592.0

		66		2305		洋光台第一小学校自動火災報知設備改修工事								平山防災設備　㈱				4,334,190		H25.11.18		41592.0

		65		2304		神橋小学校ほか１校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		尾鈴電気　㈱				6,200,565		H25.11.18		41592.0

		64		2303		神橋小学校ほか２校自動火災報知設備改修工事								尾鈴電気　㈱				11,595,885		H25.11.18		41592.0

		63		2302		笹野台小学校ほか２校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		尾鈴電気　㈱				7,015,470		H25.11.18		41592.0

		62		2301		笹野台小学校ほか２校自動火災報知設備改修工事								尾鈴電気　㈱				10,602,480		H25.11.18		41592.0

		61		2300		生麦中学校ほか１校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		㈱　シーエスワン				4,560,990		H25.11.18		41592.0

		60		2299		生麦中学校ほか２校自動火災報知設備改修工事								㈱　シーエスワン				12,017,460		H25.11.18		41592.0

		59		2298		三ツ境小学校ほか１校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		尾鈴電気　㈱				7,742,280		H25.11.18		41592.0

		58		2297		三ツ境小学校ほか２校自動火災報知設備改修工事								尾鈴電気　㈱				13,089,720		H25.11.18		41592.0

		57		2296		本牧小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		永和防災　㈱				9,436,560		H25.11.18		41592.0

		56		2295		六つ川西小学校ほか２校自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		双信消防設備　㈱				10,363,500		H25.11.18		41592.0

		55		2294		日野高等特別支援学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		永和防災　㈱				10,437,420		H25.11.18		41592.0

		54		2293		金沢高等学校ほか２校シャッター集中制御化工事						電気 デンキ		㈱　太洋電設				6,945,120		H25.11.18		41592.0

		53		2292		軽井沢中学校校庭夜間照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　太洋電設				7,728,000		H25.11.18		41592.0

		52		2291		栄第一水再生センター非常放送設備改修工事						電気通信 デンキツウシン		大栄電子　㈱				4,268,250		H25.11.18		41592.0

		51		2290		北綱島ポンプ場防災設備等改修工事（機械）						管 カン		㈲　鈴木商店				3,995,250		H25.11.18		41592.0

		50		2289		浜中学校揚水管改修工事						管 カン		㈱　日本工業所				32,592,000		H25.11.18		41592.0

		49		2288		よこはま動物園キジ舎侵入防止その他工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				9,458,820		H25.11.18		41592.0

		48		2287		野庭保育園外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　タモツ工業				14,262,780		H25.11.18		41592.0

		47		2286		今宿消防出張所外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　田辺工務店				18,081,945		H25.11.18		41592.0

		46		2285		北山田地区センター外壁改修その他工事						建築 ケンチク		小林建設林産　㈱				18,519,480		H25.11.18		41592.0

		45		2284		六ツ川消防出張所外壁改修その他工事						建築 ケンチク		横浜日建　㈱				21,534,345		H25.11.18		41592.0

		37		2283		神奈川地区センターほか４か所中央監視装置更新その他工事						管 カン		田中産商　㈱				17,458,350		H25.11.18		41592.0

		36		2282		中部水再生センター空調設備改修工事						管 カン		相模サービス　㈱				21,451,500		H25.11.18		41592.0

		35		2281		今井消防出張所ほか４か所照明設備改修工事						電気 デンキ		横森電気工業　㈱				14,314,650		H25.11.18		41592.0

		34		2280		田奈中学校門扉改修その他工事（その２）						建築 ケンチク		今井建設　㈱				2,571,765		H25.11.18		41592.0

		33		2279		東鴨居中学校防球ネット改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				23,154,285		H25.11.18		41592.0

		32		2278		西柴中学校シャッター集中制御化工事						消防施設及び電気 ショウボウシセツオヨデンキ		平山防災設備　㈱				1,160,880		H25.11.11		41585.0

		31		2277		西柴中学校自動火災報知設備改修工事								平山防災設備　㈱				3,700,620		H25.11.11		41585.0

		30		2276		飯島中学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		横浜消火器　㈱				8,788,080		H25.11.11		41585.0

		29		2275		本郷小学校防球ネット改修工事						建築 ケンチク		和同建設　㈱				8,343,163		H25.11.11		41585.0

		28		2274		葛野小学校防球ネット改修その他工事						建築 ケンチク		上條建設　㈱				13,118,910		H25.11.11		41585.0

		27		2273		あざみ野中学校給水管改修工事						管 カン		㈲　串田設備				20,891,325		H25.11.11		41585.0

		25		2271		すすき野小学校給水管改修工事						管 カン		㈲　鈴木商店				18,634,350		H25.11.11		41585.0

		24		2270		つつじが丘小学校給水管改修工事						管 カン		㈲　串田設備				21,507,675		H25.11.11		41585.0

		23		2269		南小学校給水管改修工事						管 カン		㈲　はま設備工業				22,365,000		H25.11.11		41585.0

		20		2266		中央卸売市場本場青果保冷庫改修その他工事（建築・電気）						建築 ケンチク		見上建設　㈱				48,006,000		H25.11.11		41585.0

		19		2823		鶴ケ峰本町公園プール配管改修その他工事（その２）（機械・建築）						管 カン		㈱　小松工業				18,039,000		H25.11.1		41578.0

		18		2265		ニッパツ三ツ沢球技場非常用発電機更新工事						電気 デンキ		東洋電装　㈱				11,879,280		H25.11.1		41578.0

		16		2263		金沢自然公園コアラ舎非常用発電機更新工事						電気 デンキ		矢口電気　㈱				28,450,800		H25.11.1		41578.0

		15		2262		山下公園駐車場非常用発電機設備更新工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				82,233,900		H25.11.1		41578.0

		14		2261		横浜市総合保健医療センター屋上庭園改修その他工事						建築 ケンチク		三武建設　㈱				10,461,675		H25.11.1		41578.0

		12		2259		上飯田小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　戸塚工業所				19,099,500		H25.11.1		41578.0

		11		2258		常盤台小学校給水管改修工事						管 カン		㈲　佐藤工業所				25,935,000		H25.11.1		41578.0

		10		2257		川上小学校給水管改修その他工事						管 カン		矢崎設備工業　㈱				28,035,000		H25.11.1		41578.0

		9		2256		日枝小学校給水管改修工事						管 カン		興和工業　㈱				28,035,000		H25.11.1		41578.0

		8		2255		白根小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　ヨコレイ				30,240,000		H25.11.1		41578.0

		5		2252		松風学園直流電源設備更新その他工事						電気 デンキ		藤原電気工事　㈱				15,164,100		H25.11.1		41578.0

		4		2251		山下公園駐車場照明設備改修工事						電気 デンキ		フジ電工　㈱				19,991,265		H25.11.1		41578.0

		3		2250		都筑区総合庁舎直流電源設備更新工事						電気 デンキ		ナトリ電設　㈱				21,157,500		H25.11.1		41578.0

		2		2249		新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事						建築 ケンチク		日飛興産　㈱				28,329,000		H25.11.1		41578.0

		1		2248		新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　キクシマ				52,872,750		H25.11.1		41578.0

		69		2247		こども植物園展示研修館外壁改修その他工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				8,613,570		H25.10.28		41571.0

		68		2246		野島公園管理棟ほか１か所外壁改修その他工事						建築 ケンチク		柏原建設　㈱				18,185,370		H25.10.28		41571.0

		46		2241		青葉台中学校給水管改修工事						管 カン		㈲　佐藤工業所				25,630,500		H25.10.28		41571.0

		44		2240		中央卸売市場水産物配送センターほか照明等設備改修工事						電気 デンキ		神電設備工業　㈱				12,591,390		H25.10.28		41571.0

		43		2239		末吉消防出張所外壁改修その他工事						建築 ケンチク		横浜塗装工業　㈱				19,425,000		H25.10.28		41571.0

		42		2238		南福祉授産所外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大和建設				21,408,030		H25.10.28		41571.0

		41		2237		南部地域療育センター通園部渡り廊下床改修工事						建築 ケンチク		鹿取建設　㈱				3,271,485		H25.10.28		41571.0

		40		2236		南部地域療育センター増築棟外壁改修その他工事						建築 ケンチク		鹿取建設　㈱				27,631,065		H25.10.28		41571.0

		64		2244		長屋門公園消防用エンジンポンプ設備更新工事（その２）						消防施設 ショウボウシセツ		㈱　アクトエンジニアリング				31,754,100		H25.10.21		41564.0

		63		2243		みその公園消防用エンジンポンプ設備更新工事（その２）						消防施設 ショウボウシセツ		㈱　シーエスワン				32,084,325		H25.10.21		41564.0

		62		2242		舞岡公園消防用エンジンポンプ設備更新工事（その２）						消防施設 ショウボウシセツ		㈲　フジメンテナンス				38,829,000		H25.10.21		41564.0

		39		2235		みその公園横溝屋敷消防設備更新工事						消防施設 ショウボウシセツ		横浜消火器　㈱				4,664,415		H25.10.21		41564.0

		38		2234		中消防署分電盤改修工事						電気 デンキ		㈱　電成社				7,767,795		H25.10.21		41564.0

		37		2233		港南台駅自転車駐車場改修工事						建築 ケンチク		㈱　ヨコテック				26,754,000		H25.10.21		41564.0

		36		2232		境木小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　シンサナミ				19,918,500		H25.10.21		41564.0

		35		2231		横浜文化体育館給水管改修工事						管 カン		㈱　金子産商湘南				22,258,950		H25.10.21		41564.0

		34		2230		総合保健医療センター直流電源設備改修工事						電気 デンキ		東邦電設　㈱				13,284,600		H25.10.21		41564.0

		33		2229		西土木事務所屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　テック				18,964,155		H25.10.21		41564.0

		32		2228		翠風荘外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　坂口工務店				34,461,000		H25.10.21		41564.0

		30		2227		立場地区センター非常放送設備更新工事						電気通信 デンキツウシン		大栄電子　㈱				4,658,325		H25.10.11		41557.0

		29		2226		今井消防出張所建具改修工事						建具 タテグ		美窓工業　㈱				11,550,000		H25.10.11		41557.0

		28		2225		関内ホール屋上防水改修その他工事						防水 ボウスイ		平成ケンソー　㈱				8,320,200		H25.10.11		41557.0

		26		2223		左近山中学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				2,992,500		H25.10.11		41557.0

		25		2222		本陣消防出張所外壁改修工事						建築 ケンチク		㈱　本田工務店				9,120,720		H25.10.11		41557.0

		24		2221		下和泉地区センター屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　似田貝建設				9,789,885		H25.10.11		41557.0

		23		2220		さちが丘消防出張所外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　三洋工業				11,079,810		H25.10.11		41557.0

		22		2219		戸塚福祉授産所外壁改修工事						建築 ケンチク		原建設　㈱				14,034,930		H25.10.11		41557.0

		21		2218		向陽学園職員宿舎外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大和建設				15,256,395		H25.10.11		41557.0

		17		2217		都筑中央公園管理棟外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				11,705,400		H25.10.11		41557.0

		16		2216		藤棚地区センターほか１施設外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				19,063,800		H25.10.11		41557.0

		15		2215		豊田地区センター外壁改修その他工事						建築 ケンチク		中鉢建設　㈱				23,476,950		H25.10.11		41557.0

		14		2214		ユートピア青葉階段手すり改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				4,826,850		H25.10.7		41550.0

		13		2213		平沼記念体育館展望台外壁改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				7,478,100		H25.10.7		41550.0

		12		2212		よこはま動物園繁殖センター改修工事						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				7,700,700		H25.10.7		41550.0

		11		2211		三殿台考古館外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　なごみ建設				16,142,900		H25.10.7		41550.0

		10		2210		こども自然公園青少年野外活動センター雨天集会場外部改修その他工事						建築 ケンチク		日亜建設　㈱				17,189,025		H25.10.7		41550.0

		9		4009		横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事（その２）						電気 デンキ		弘電工　㈱				19,023,900		H25.10.7		41550.0

		8		4008		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事（その２）						電気 デンキ		愛光電気　㈱				22,276,275		H25.10.7		41550.0

		7		4007		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事（その３）						電気 デンキ		㈱　横浜電業				22,171,800		H25.10.7		41550.0

		2		2205		中区庁舎電話交換装置更新工事						電気通信 デンキツウシン		㈱　通信エンジニアリング				17,666,460		H25.10.7		41550.0

		1		2204		馬場保育園外壁改修その他工事						建築 ケンチク		三武建設　㈱				8,874,600		H25.10.7		41550.0

		42		2203		虹の家空調機更新その他工事						管 カン		㈱　日本工業所				5,340,300		H25.9.30		41543.0

		41		2202		二つ橋小学校フェンス改修その他工事						建築 ケンチク		港建興　㈱				2,299,815		H25.9.30		41543.0

		40		2201		西谷中学校門扉改修工事						建築 ケンチク		港建興　㈱				3,193,575		H25.9.30		41543.0

		39		2200		三春台保育園床下改修その他工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				8,675,100		H25.9.30		41543.0

		38		2199		北上飯田保育園渡り廊下改修工事						建築 ケンチク		㈱　三洋工業				486,675		H25.9.30		41543.0

		37		2198		上飯田西公園プール管理棟屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　三洋工業				11,921,910		H25.9.30		41543.0

		28		2197		環境創造局監視センター空調機更新工事						管 カン		㈱　ヘルツ				15,945,930		H25.9.30		41543.0

		27		2196		横浜みなとみらいホール２・３階ホワイエ照明設備改修工事						電気 デンキ		浜川電気　㈱				18,363,450		H25.9.30		41543.0

		26		2195		松風学園Ａ棟及び職員宿舎外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　信友建設				34,574,400		H25.9.30		41543.0

		25		2194		松風学園冷温水ポンプ及び冷却水ポンプ更新工事						管 カン		㈱　司工事				5,855,325		H25.9.20		41536.0

		24		2193		中央卸売市場本場地下排水層排水ポンプ更新工事						管 カン		㈲　串田設備				6,430,725		H25.9.20		41536.0

		23		2192		新杉田地域ケアプラザ給湯設備改修工事						管 カン		㈱　シーエスワン				6,530,685		H25.9.20		41536.0

		22		2191		中瀬谷消防出張所屋上改修工事						建築 ケンチク		㈱　八代産業				12,902,400		H25.9.20		41536.0

		21		2190		本郷台駅自転車駐車場改修工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				13,870,500		H25.9.20		41536.0

		17		2189		権太坂小学校プール給水管改修その他工事						管 カン		富田屋管工　㈱				11,432,400		H25.9.20		41536.0

		18		2814		鶴ケ峰コミュニティハウス屋上改修その他工事						建築 ケンチク		三共建設　㈱				21,253,890		H25.9.13		41529.0

		16		2188		白山地区センター空調設備更新工事						管 カン		㈲　鈴木商店				6,315,435		H25.9.13		41529.0

		15		2187		矢向地域ケアプラザ給湯設備改修工事						管 カン		㈱　力設備				6,720,420		H25.9.13		41529.0

		14		2186		市民病院電話交換装置更新工事						電気 デンキ		㈱　神奈川ケイテクノ				32,747,400		H25.9.13		41529.0

		13		2185		日吉台西中学校プール給水管改修工事						管 カン		三和工業　㈱				3,696,000		H25.9.9		41522.0

		12		2184		中屋敷地域ケアプラザ給水配管等修繕工事						管 カン		㈲　鈴木商店				3,858,540		H25.9.9		41522.0

		11		2183		金沢動物園ユーカリ温室改修工事（その２）（機械・電気）						管 カン		㈱　日本工業所				9,628,815		H25.9.9		41522.0

		10		2182		金沢動物園ユーカリ温室改修工事（機械・電気）						管 カン		㈱　日本工業所				14,161,035		H25.9.9		41522.0

		9		2181		金沢高等学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　サクシード				5,373,270		H25.9.9		41522.0

		8		2180		中スポーツセンター空調機更新工事						管 カン		㈱　光電社				14,899,500		H25.9.9		41522.0

		7		2179		高田地域ケアプラザ冷温水発生機等更新工事						管 カン		㈲　佐藤工業所				17,131,800		H25.9.9		41522.0

		6		2178		久良岐能舞台空調機更新工事						管 カン		クリスタルエンジニアリング　㈱				3,067,018		H25.9.2		41515.0

		5		2177		山内地区センター空調機更新工事						管 カン		クリスタルエンジニアリング　㈱				5,453,490		H25.9.2		41515.0

		4		2176		桜丘高等学校空調設備更新工事						管 カン		㈱　司工事				6,405,000		H25.9.2		41515.0

		3		2175		青葉区総合庁舎ほか５か所電気自動車等用充電設備設置に伴う電気設備改修工事						電気 デンキ		丸子電気工事　㈱				2,304,750		H25.9.2		41515.0

		2		2174		中図書館排煙窓改修その他工事						建築 ケンチク		横浜ビル建材　㈱				2,625,000		H25.9.2		41515.0

		1		2173		新羽ポンプ場沈砂池カーテンウォール改修その他工事						建築 ケンチク		中鉢建設　㈱				23,646,000		H25.9.2		41515.0

		9		2172		羽沢小学校消火管改修工事						管 カン		㈲　正一設備				2,931,810		H25.8.9		41494.0

		8		2171		藤の木中学校揚水管改修工事						管 カン		㈲　正一設備				3,699,990		H25.8.9		41494.0

		7		2170		釜利谷中学校職員更衣室給湯設備改修工事						管 カン		㈲　大橋水道設備				6,763,050		H25.8.9		41494.0

		6		2169		泉土木事務所空調設備改修工事						管 カン		㈱　シンサナミ				22,365,000		H25.8.9		41494.0

		5		2168		大道中学校格技場湿気対策その他工事						建築 ケンチク		㈱　青柳組				8,400,000		H25.8.9		41494.0

		4		4006		横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事（その２）						電気 デンキ		㈱　江電社				19,024,950		H25.8.9		41494.0

		3		2167		釜利谷地区センター空調設備改修工事						管 カン		㈱　日生設備				15,256,500		H25.8.5		41487.0

		2		2166		消防司令センター空調機更新工事						管 カン		三沢電機　㈱				18,616,500		H25.8.5		41487.0

		1		2165		西消防署外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大勝				88,723,950		H25.8.5		41487.0

		112		2812		はまぎんこども宇宙科学館空調機更新工事（２期）						管 カン		矢崎設備工業　㈱				59,010,000		H25.7.29		41480.0

		86		2164		消防司令センター中央監視装置更新工事						管 カン		興和工業　㈱				11,182,500		H25.7.29		41480.0

		166		2813		樽町中学校屋内運動場床改修その他工事（その２）						建築 ケンチク		三武建設　㈱				21,223,125		H25.7.24		41478.0

		85		2163		荏田消防出張所空調機更新工事						管 カン		㈱　政和工業所				6,098,400		H25.7.22		41473.0

		84		2162		栄プール直流電源設備改修工事						電気 デンキ		三沢電機　㈱				8,618,400		H25.7.22		41473.0

		58		2161		中央卸売市場本場水産物部卸棟ほか水道メータ交換工事						管 カン		司工事  ㈱				11,505,900		H25.7.22		41473.0

		57		2160		平沼集会所空調機更新工事						管 カン		㈱　光電社				16,590,000		H25.7.22		41473.0

		55		2810		舞岡中学校屋内運動場外部改修その他工事						建築 ケンチク		大洋建設　㈱				49,455,000		H25.7.12		41466.0

		54		4005		横浜市西部方面電気設備緊急改修工事（その２）						電気 デンキ		㈱　美友電機サービス				18,969,300		H25.7.12		41466.0

		53		2159		つたのは学園食堂内装改修その他工事						建築 ケンチク		日亜建設　㈱				5,290,215		H25.7.12		41466.0

		52		2158		仏向小学校屋内運動場外壁改修その他工事						建築 ケンチク		風越工業　㈱				6,564,096		H25.7.12		41466.0

		51		2157		下田小学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				3,462,900		H25.7.12		41466.0

		50		2156		田奈小学校西通用門門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				3,714,900		H25.7.12		41466.0

		49		2155		森中学校屋内運動場外壁改修工事						建築 ケンチク		㈱　なごみ建設				10,349,083		H25.7.12		41466.0

		48		2154		瀬ケ崎小学校屋内運動場外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　似田貝建設				12,924,555		H25.7.12		41466.0

		47		2153		日限山小学校Ａ棟階段室天井改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　上條建設				1,950,375		H25.7.12		41466.0

		46		2152		日限山小学校屋上手すり改修工事						建築 ケンチク		㈱　上條建設				11,054,820		H25.7.12		41466.0

		45		2151		汲沢小学校屋上手すり改修工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				16,548,000		H25.7.12		41466.0

		44		2150		高舟台小学校屋内運動場床改修工事						建築 ケンチク		㈱　谷津建設				18,066,510		H25.7.12		41466.0

		43		2149		菅田中学校屋内運動場屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				19,856,550		H25.7.12		41466.0

		42		2148		港南中学校屋内運動場外部改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　サショー				28,706,895		H25.7.12		41466.0

		25		2147		芹が谷中学校屋内運動場床改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				23,410,800		H25.7.12		41466.0

		24		2146		横浜商業高等学校別科屋上防水改修その他工事						防水 ボウスイ		平成ケンソー　㈱				12,985,035		H25.7.8		41459.0

		23		2145		神橋小学校耐火書庫設置工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈲　カサイ				2,961,840		H25.7.8		41459.0

		22		2144		本宿中学校教室梁仕上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　三洋工業				4,097,310		H25.7.8		41459.0

		21		2143		太尾小学校屋上手摺改修工事						建築 ケンチク		横浜塗装工業　㈱				6,105,750		H25.7.8		41459.0

		20		2142		宮谷小学校屋内運動場屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大和建設				16,294,110		H25.7.8		41459.0

		19		2141		汲沢中学校個別支援学級教室改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		日進建設　㈱				14,621,670		H25.7.8		41459.0

		18		2140		善部小学校普通教室改造その他工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　栗原工務店				19,029,150		H25.7.8		41459.0

		17		2139		上永谷中学校屋内運動場内部改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　青柳組				20,149,920		H25.7.8		41459.0

		16		2138		根岸小学校門門扉改修その他工事						建築 ケンチク		風越工業　㈱				3,138,765		H25.7.1		41452.0

		15		2137		港中学校通用門扉改修その他工事						建築 ケンチク		風越工業　㈱				3,717,735		H25.7.1		41452.0

		14		2136		北綱島特別支援学校西側門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				3,438,855		H25.7.1		41452.0

		13		2135		二俣川小学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				2,571,975		H25.7.1		41452.0

		12		2134		坂本小学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				3,103,170		H25.7.1		41452.0

		11		2133		本郷台小学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　柏原工務店				5,193,510		H25.7.1		41452.0

		10		2132		東中田小学校ほか１校屋上手すり改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　柏原工務店				9,714,390		H25.7.1		41452.0

		9		2131		鴨志田中学校ほか１校通級指導教室整備工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				8,080,590		H25.7.1		41452.0

		8		2130		南希望が丘中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　政和工業所				7,490,700		H25.7.1		41452.0

		7		2129		西が岡小学校通級指導教室改修工事（電気）						電気 デンキ		㈲　エムエム電気工業				6,125,070		H25.7.1		41452.0

		6		2128		戸塚消防署排水配管改修工事						管 カン		紘永工業　㈱				10,046,400		H25.7.1		41452.0

		5		2127		西が岡小学校通級指導教室改修工事（機械）						管 カン		東洋水工　㈱				10,934,700		H25.7.1		41452.0

		4		2126		神奈川図書館直流電源設備改修工事						電気 デンキ		逗子電設　㈱				9,335,550		H25.7.1		41452.0

		3		2125		都岡中学校ほか３校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		丸子電気工事　㈱				9,949,800		H25.7.1		41452.0

		2		2124		西が岡小学校通級指導教室改修工事（建築）						建築 ケンチク		上條建設　㈱				19,159,875		H25.7.1		41452.0

		1		2123		あざみ野中学校屋内運動場改修工事						建築 ケンチク		小雀建設　㈱				36,829,800		H25.7.1		41452.0

		100		2122		金沢高等学校換気設備改修工事						管 カン		アオキ工業　㈱				2,034,585		H25.6.24		41445.0

		99		2121		さわの里小学校給水管改修工事						管 カン		アオキ工業　㈱				4,266,465		H25.6.24		41445.0

		98		2120		文庫小学校流沫給水管改修その他工事						管 カン		南海工業　㈱				5,598,600		H25.6.24		41445.0

		97		2119		富岡中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　神奈川産業				6,843,900		H25.6.24		41445.0

		96		2118		森中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　日本工業所				6,571,950		H25.6.24		41445.0

		95		2117		西中学校ほか３校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		鷹羽工業　㈱				10,014,900		H25.6.24		41445.0

		94		2116		金沢自然公園電話交換機更新工事						電気通信 デンキツウシン		誠友テクノス　㈱				6,093,465		H25.6.24		41445.0

		93		2115		新井中学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		神電設備工業　㈱				4,145,505		H25.6.24		41445.0

		92		2114		さわの里小学校ほか２校高圧ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　五常				8,147,265		H25.6.24		41445.0

		91		2113		あざみ野第二小学校屋内運動場外壁改修工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				5,569,200		H25.6.24		41445.0

		90		2112		都田西小学校普通教室改造その他工事（建築）						建築 ケンチク		森田建設　㈱				10,583,160		H25.6.24		41445.0

		89		2111		瀬戸ケ谷小学校個別支援教室改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　エス・ティー・シー				16,137,933		H25.6.24		41445.0

		88		2110		都田西小学校普通教室改造その他工事（機械・電気）						管 カン		㈲　はま設備工業				8,731,800		H25.6.24		41445.0

		87		2109		蓬莱荘冷凍機等更新工事						管 カン		興和工業　㈱				59,850,000		H25.6.24		41445.0

		86		2108		中図書館閲覧室照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　シンデン				9,527,700		H25.6.24		41445.0

		85		2107		田奈中学校屋内運動場照明改修その他工事						電気 デンキ		窪倉電設　㈱				9,259,950		H25.6.24		41445.0

		84		2106		石川小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		熊沢電気　㈱				9,901,500		H25.6.24		41445.0

		83		2105		汐見台小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		宇田川電設　㈱				15,421,350		H25.6.24		41445.0

		82		2104		洋光台第四小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		平野電気　㈱				16,129,050		H25.6.24		41445.0

		81		2103		洋光台第三小学校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				3,307,185		H25.6.24		41445.0

		80		2102		洋光台第三小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				15,752,415		H25.6.24		41445.0

		79		2101		上菅田特別支援学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				45,864,000		H25.6.24		41445.0

		78		2100		戸塚地域療育センター水治療室改修その他工事						建築 ケンチク		幸和建設工業　㈱				8,372,700		H25.6.24		41445.0

		77		2099		田奈中学校ほか１校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈲　鈴木商店				5,148,675		H25.6.17		41445.0

		76		2098		谷本中学校ほか１校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		中央電器住設　㈱				5,856,270		H25.6.17		41445.0

		75		2097		大鳥中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　康栄社				10,090,500		H25.6.17		41445.0

		74		2096		あざみ野中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		興和工業　㈱				9,813,300		H25.6.17		41445.0

		73		2095		岡津小学校特別教室改造工事（機械）						管 カン		東洋水工　㈱				5,562,900		H25.6.17		41445.0

		72		2094		岡津小学校特別教室改造工事（電気）						電気 デンキ		㈱　コスモ				4,506,495		H25.6.17		41438.0

		71		2093		名瀬ホーム照明設備改修工事						電気 デンキ		親和電設　㈱				3,904,005		H25.6.17		41438.0

		70		2092		品濃小学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		相信工業　㈱				5,666,325		H25.6.17		41438.0

		69		2091		小坪小学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				5,647,845		H25.6.17		41438.0

		68		2090		大道小学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		相信工業　㈱				5,581,380		H25.6.17		41438.0

		67		2089		奈良小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		大口電設　㈱				6,807,465		H25.6.17		41438.0

		66		2088		茅ケ崎中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈲　竣光電設				7,405,860		H25.6.17		41438.0

		65		2087		豊田小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　美友電機サービス				7,947,450		H25.6.17		41438.0

		64		2086		六ツ川中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　九州電業社				8,130,150		H25.6.17		41438.0

		63		2085		生麦小学校ほか３校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		東洋電装　㈱				8,862,945		H25.6.17		41438.0

		62		2084		保土ケ谷公会堂非常放送設備改修工事						電気通信 デンキツウシン		㈱　エヌティシー				6,333,075		H25.6.17		41438.0

		61		2083		保土ケ谷公会堂自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		㈲　フジメンテナンス				7,209,825		H25.6.17		41438.0

		58		2082		下末吉小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		京浜電設　㈱				11,202,240		H25.6.17		41438.0

		57		2081		日吉台小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　江電社				12,275,550		H25.6.17		41438.0

		56		2080		旭小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		東洋電装　㈱				13,072,500		H25.6.17		41438.0

		55		2079		大口台小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　シンデン				13,849,500		H25.6.17		41438.0

		54		2078		白根小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　浜電気				13,385,400		H25.6.17		41438.0

		53		2077		瀬戸ケ谷小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		メルビック電工　㈱				14,249,235		H25.6.17		41438.0

		52		2076		東台小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		一富士電工　㈱				13,843,830		H25.6.17		41438.0

		51		2075		屏風浦小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		神奈川綜合設備　㈱				15,698,550		H25.6.17		41438.0

		50		2074		日限山小学校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　コスモ				2,906,295		H25.6.17		41438.0

		49		2073		日限山小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　コスモ				17,454,150		H25.6.17		41438.0

		48		2072		南が丘中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　清康社				15,813,000		H25.6.17		41438.0

		47		2071		白幡小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		窪倉電設　㈱				16,495,500		H25.6.17		41438.0

		46		2070		稲荷台小学校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　シンデン				3,844,470		H25.6.17		41438.0

		45		2069		稲荷台小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　シンデン				15,523,830		H25.6.17		41438.0

		44		2068		初音が丘小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		和光電気工事　㈲				15,830,129		H25.6.17		41438.0

		43		2067		山内中学校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		日章電気工事　㈱				2,139,480		H25.6.17		41438.0

		42		2066		山内中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		日章電気工事　㈱				20,106,870		H25.6.17		41438.0

		41		2065		下瀬谷中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		大冷工業　㈱				21,367,500		H25.6.17		41438.0

		40		2064		戸塚斎場照明設備更新工事						電気 デンキ		妙光電機　㈱				18,363,555		H25.6.17		41438.0

		39		2063		横浜文化体育館舞台照明設備更新工事						電気 デンキ		窪倉電設　㈱				68,596,500		H25.6.17		41438.0

		38		2062		横浜文化体育館舞台音響設備更新工事						電気通信 デンキツウシン		通信設備　㈱				43,050,000		H25.6.17		41438.0

		37		2061		岡津小学校特別教室改造工事（建築）						建築 ケンチク		原建設　㈱				25,741,590		H25.6.17		41438.0

		36		2807		向陽学園照明設備改修工事						電気 デンキ		神電設備工業　㈱				9,649,920		H25.6.10		41431.0

		35		2060		南戸塚小学校流沫給水管改修その他工事						管 カン		東洋水工　㈱				2,190,405		H25.6.10		41431.0

		34		2059		戸塚中学校ほか１校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		東洋水工　㈱				3,849,195		H25.6.10		41431.0

		33		2058		城郷中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　小松工業				7,100,730		H25.6.10		41431.0

		32		2057		泉が丘中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　小松工業				6,412,980		H25.6.10		41431.0

		31		2056		末吉中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　政和工業所				7,247,310		H25.6.10		41431.0

		30		2055		飯島中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		㈱　ニッセツ				7,698,600		H25.6.10		41431.0

		29		2054		永田中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		アーバン・エンジニアーズ　㈱				7,505,400		H25.6.10		41431.0

		28		2053		錦台中学校ほか１校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		会津電業　㈱				8,095,500		H25.6.10		41431.0

		27		2052		南山田小学校給食室床改修工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				3,893,295		H25.6.10		41431.0

		26		2051		藤塚小学校配膳カウンター改修その他工事						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				9,541,350		H25.6.10		41431.0

		25		2050		市沢小学校配膳カウンター改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　ナカムラ建工				9,982,665		H25.6.10		41431.0

		24		2049		都田小学校配膳カウンター改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　ナカムラ建工				10,739,085		H25.6.10		41431.0

		23		2048		根岸小学校配膳カウンター改修その他工事						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				11,746,350		H25.6.10		41431.0

		22		2047		さちが丘小学校配膳カウンター改修工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				11,881,275		H25.6.10		41431.0

		21		2046		中川西小学校配膳カウンター改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				13,040,580		H25.6.10		41431.0

		20		2045		希望ケ丘小学校配膳カウンター改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　水野工務店				14,154,000		H25.6.10		41431.0

		19		2044		荏田小学校ほか１校配膳カウンター改修その他工事						建築 ケンチク		横浜塗装工業　㈱				18,900,000		H25.6.10		41431.0

		18		2043		鴨志田第一小学校給食室改修その他工事（電気）						電気 デンキ		㈱　電成社				10,835,895		H25.6.10		41431.0

		17		2042		権太坂小学校給食室改修その他工事（電気）						電気 デンキ		㈱　横山電気工業				11,684,715		H25.6.10		41431.0

		16		2041		豊田中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		横森電気工業　㈱				14,478,450		H25.6.10		41431.0

		15		2040		舞岡中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		向洋電機土木　㈱				15,399,615		H25.6.10		41431.0

		14		2039		井土ケ谷小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		栄光電設　㈱				16,691,850		H25.6.10		41431.0

		13		2038		大道中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　平岡電機工事				17,650,500		H25.6.10		41431.0

		12		2037		西中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		栄光電設　㈱				19,035,450		H25.6.10		41431.0

		11		2036		上菅田中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				21,427,875		H25.6.10		41431.0

		10		2035		鴨志田第一小学校給食室改修その他工事（機械）						管 カン		㈱　日生設備				10,528,350		H25.6.10		41431.0

		9		2034		権太坂小学校給食室改修その他工事（機械）						管 カン		根本設備　㈱				17,236,800		H25.6.10		41431.0

		8		2033		鴨志田第一小学校給食室改修その他工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　小俣組				44,100,000		H25.6.10		41431.0

		7		2032		権太坂小学校給食室改修その他工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　松尾工務店				40,257,000		H25.6.10		41431.0

		6		2806		横浜文化体育館アリーナ照明改修工事						電気 デンキ		㈱　共栄社				69,804,000		H25.6.3		41424.0

		5		2031		神奈川地区センター体育室照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　横山電気工業				6,815,550		H25.6.3		41424.0

		4		2030		長津田地区センター体育室照明設備改修工事						電気 デンキ		ナトリ電設　㈱				7,032,795		H25.6.3		41424.0

		3		2029		十日市場駅北口自転車駐車場改修工事（その2）						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				14,730,660		H25.6.3		41424.0

		2		2028		旧富士銀行映像文化施設外壁改修その他工事						建築 ケンチク		根本建設　㈱				17,163,300		H25.6.3		41424.0

		1		2027		市役所本庁舎行政棟たてどい改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　松尾工務店				46,959,150		H25.6.3		41424.0

		2		2026		向陽学園衛生配管改修工事						管 カン		太建工業　㈱				47,040,000		H25.5.20		41410.0

		1		2025		磯子ポンプ場送泥ポンプ棟アスベスト撤去工事						建築 ケンチク		㈱　小俣組				14,847,000		H25.5.20		41410.0

		28		2024		境木中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		マコト設備工業　㈱				5,501,790		H25.4.26		41382.0

		27		2023		旭中学校ほか２校パソコン教室空調機更新工事						管 カン		根本設備　㈱				7,173,600		H25.4.26		41382.0

		26		2022		港北消防署（港北区総合庁舎）排水管改修工事						管 カン		三和工業　㈱				6,278,790		H25.4.26		41382.0

		25		2021		入船小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				10,656,975		H25.4.5		41361.0

		24		2020		名瀬中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		日進建設　㈱				13,336,890		H25.4.5		41361.0

		23		2019		霧が丘小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				13,324,290		H25.4.5		41361.0

		22		2018		上白根小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				13,247,325		H25.4.5		41361.0

		21		2017		六浦南小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				14,141,610		H25.4.5		41361.0

		20		2016		新橋小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大谷工務店				14,018,760		H25.4.5		41361.0

		19		2015		永田中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　青柳組				14,448,000		H25.4.5		41361.0

		18		2014		山下小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　坂口工務店				14,616,000		H25.4.5		41361.0

		17		2013		荏田南中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				14,199,150		H25.4.5		41361.0

		16		2012		六角橋中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				14,242,200		H25.4.5		41361.0

		15		2011		勝田小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　エスワイシー				15,876,210		H25.4.5		41361.0

		14		2010		青葉台中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				16,926,000		H25.4.5		41361.0

		13		2009		旭中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大谷工務店				16,660,875		H25.4.5		41361.0

		12		2008		大綱小学校ほか２校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		東栄建設工業　㈱				19,723,200		H25.4.5		41361.0

		11		2007		今井小学校ほか２校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				20,981,100		H25.4.5		41361.0

		10		2006		白山地区センター冷温水発生機等更新工事						管 カン		㈱　高栄設備工業				16,623,600		H25.4.1		41361.0

		9		2005		南小学校屋上プール排水管改修工事						管 カン		㈱　小松工業				2,565,780		H25.4.5		41361.0

		8		2004		大道小学校プール給水管改修その他工事						管 カン		㈱　小松工業				3,458,070		H25.4.5		41361.0

		7		2003		新橋小学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		㈱　シンサナミ				9,038,400		H25.4.5		41361.0

		6		2002		横浜国際プールボイラー更新工事						管 カン		クリスタルエンジニアリング　㈱				14,099,694		H25.4.1		41361.0

		5		2001		総合保健医療センター自動制御機器更新工事						管 カン		川本工業　㈱				131,334,000		H25.4.1		41361.0

		4		4004		横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		丸子電気工事　㈱				21,351,750		H25.4.1		41361.0

		3		4003		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		藤電設工業　㈱				18,894,645		H25.4.1		41361.0

		2		4002		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		横森電気工業　㈱				23,198,385		H25.4.1		41361.0

		1		4001		横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		㈱　新川電気				21,289,380		H25.4.1		41361.0
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