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【凡例】

　〈発注時期〉

第３ 第３四半期（10月～12月）

第４ 第４四半期（１月～３月）

　機械　　　管及び機械器具設置等を含みます。

番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

1 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 大豆戸地域ケアプラザ外壁改修その他工事

2 第3 建築
営繕第一・

第二課 旭区 よこはま動物園キリン舎扉防寒対策改修工事

3 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 金沢動物園オセアニア区コアラ舎改修工事

4 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 金沢動物園管理事務所改修工事

5 第3 建築
営繕第一・

第二課 都筑区 茅ケ崎公園プール塗装改修工事

6 第3 建築
営繕第一・

第二課 神奈川区 三ツ沢公園球技場修繕工事

7 第3 建築
営繕第一・

第二課 神奈川区 三ツ沢公園陸上競技場修繕工事

8 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 北綱島ポンプ場要員宿舎等建屋改修工事

9 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 樽町ポンプ場第一施設除砂ホッパ室建屋改修工事

10 第3 建築
営繕第一・

第二課 保土ケ谷区 保土ケ谷ポンプ場扉改修工事

11 第3 建築
営繕第一・

第二課 保土ケ谷区 保土ケ谷ポンプ場事務室床改修工事

12 第3 建築
営繕第一・

第二課 都筑区 川向ポンプ場等建屋改修工事

13 第3 建築
営繕第一・

第二課 戸塚区 戸塚ポンプ場沈砂池ファン室等建具改修工事

14 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 金沢ポンプ場シャッター改修その他工事

15 第3 建築
営繕第一・

第二課 鶴見区 北部第一水再生センター建屋改修工事

16 第3 建築
営繕第一・

第二課 鶴見区 北部第二水再生センター正門改修工事

17 第3 建築
営繕第一・

第二課 神奈川区 神奈川水再生センター本館屋上防水改修工事

18 第3 建築
営繕第一・

第二課 磯子区 南部水再生センター建屋等改修工事

19 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 金沢水再生センターフェンス改修その他工事

20 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 港北水再生センター要員宿舎改修工事

21 第3 建築
営繕第一・

第二課 都筑区 都筑水再生センター沈砂池入口シャッター等改修工事

22 第3 建築
営繕第一・

第二課 戸塚区 西部水再生センター管理棟等改修工事

23 第3 建築
営繕第一・

第二課 栄区 栄第一水再生センター要員宿舎改修その他工事

24 第3 建築
営繕第一・

第二課 南区 万世ポンプ場スクリーン室天井防水工事

25 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 南部汚泥資源化センター建具等改修工事

26 第3 建築
営繕第一・

第二課 港南区 上永谷駅第三自転車駐車場改修工事

平成29年度下半期　工事予定一覧

○　公表内容は、あくまで平成29年10月2日現在の予定であり、今後、変更・追加・中止等がなされる場合
　があります。

○　発注時期、入札方法及び工種は、公表時点でのおおむねの見込みであり、今後、変更する場合があり
　ます。

○　工事件名は公表時点での仮称です。

　電気　　　電気、電気通信及び機械器具設置等を含みます。

<工種>　    確定するまでは、以下のとおり表示しています。

　建築　　　建築、塗装、防水及びフェンス等を含みます。

【建築】

<入札方法>　条件付一般競争入札
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

27 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 小机駅自転車駐車場改修工事

28 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 師岡小学校教室改修工事（不足教室対策）

29 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 綱島東小学校教室改修工事（不足教室対策）

30 第3 建築
営繕第一・

第二課 中区 中区役所トイレ改修工事

31 第3 建築
営繕第一・

第二課 神奈川区 中央卸売市場本場水産物部排水溝等改修工事

32 第3 建築
営繕第一・

第二課 神奈川区 中央卸売市場本場関連棟店舗内装改修工事

33 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 金沢さくら保育園建具改修その他工事

34 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 金沢さくら保育園正門門扉・電子錠交換工事

35 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 釜利谷保育園濡れ縁改修その他工事

36 第3 建築
営繕第一・

第二課 港南区 港南台第二保育園トイレ改修工事

37 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 南日吉保育園トイレ改修工事

38 第3 建築
営繕第一・

第二課 磯子区 洋光台第二保育園フェンス等修繕工事

39 第3 建築
営繕第一・

第二課 保土ケ谷区 向台保育園フェンス等更新工事

40 第3 建築
営繕第一・

第二課 瀬谷区 中屋敷保育園電子錠更新工事

41 第3 建築
営繕第一・

第二課 都筑区 大熊スポーツ会館屋根改修その他工事

42 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 高田消防出張所屋上防水改修その他工事

43 第3 建築
営繕第一・

第二課 鶴見区 生麦消防出張所屋上防水改修その他工事

44 第3 建築
営繕第一・

第二課 中区 三溪記念館外側トイレの改修工事

45 第3 建築
営繕第一・

第二課 保土ケ谷区 上星川小学校門扉改修工事

46 第3 建築
営繕第一・

第二課 港北区 綱島公園こどもログハウスほか１施設外壁改修その他工事

47 第3 建築
営繕第一・

第二課 青葉区 美しが丘公園こどもログハウス外壁改修その他工事

48 第3 建築
営繕第一・

第二課 港南区 港南台北公園こどもログハウス外壁改修その他工事

49 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 横浜市立大学医学部動物実験棟手術室改修その他工事

50 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 南部市場冷蔵庫棟電動扉改修その他工事

51 第3 建築
営繕第一・

第二課 栄区 栄区役所本館ほか１施設屋上防護柵改修その他工事

52 第3 建築
営繕第一・

第二課 神奈川区 三ツ沢公園第一レストハウス外壁改修その他工事

53 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 金沢地区センター建具改修その他工事

54 第3 建築
営繕第一・

第二課 戸塚区 戸塚消防署トップライト改修その他工事

55 第3 建築
営繕第一・

第二課 泉区 中川地区センター屋上防水改修その他工事

56 第3 建築
営繕第一・

第二課 金沢区 医学部付属病院看護職員宿舎渡り廊下改修その他工事

57 第4 建築
営繕第一・

第二課 西区 西地区センター・西公会堂トイレ改修工事

番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

1 第3 電気 設備 栄区 翆風荘照明設備改修工事

2 第3 電気 設備 港南区 日野小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

3 第3 電気 設備 都筑区 折本小学校自動火災報知設備改修工事

4 第3 電気 設備 戸塚区 川上小学校自動火災報知設備改修工事

5 第3 電気 設備 神奈川区 二谷小学校ほか１校非常放送設備改修工事

6 第3 電気 設備 青葉区 榎が丘小学校ほか１校シャッター集中制御化工事

7 第3 電気 設備 鶴見区 矢向小学校ほか１校シャッター集中制御化工事

【電気】
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

8 第3 電気 設備 港南区 港南台第二小学校ほか２校シャッター集中制御化工事

9 第3 電気 設備 栄区 桂台小学校ほか１校シャッター集中制御化工事

10 第3 電気 設備 保土ケ谷区 瀬戸ケ谷小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事

11 第3 電気 設備 南区 藤の木中学校ほか２校プール循環ポンプ制御盤更新工事

12 第3 電気 設備 神奈川区 幸ケ谷小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事

13 第3 電気 設備 鶴見区 鶴見中学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事

14 第3 電気 設備 泉区 泉区民文化センターテアトルフォンテ防災設備更新工事

15 第3 電気 設備 港南区 港南地区センター非常放送設備更新工事

16 第3 電気 設備 神奈川区 中央卸売市場本場青果棟照明器具改修工事

17 第3 電気 設備 神奈川区 中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟受変電設備改修工事

18 第3 電気 設備 神奈川区 中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟電気設備改修工事

19 第3 電気 設備 金沢区 南部市場水産棟受配電設備等改修工事

20 第3 電気 設備 金沢区 南部市場水産物配送センター電気設備改修工事

21 第3 電気 設備 金沢区 南部市場場内電力量計設備交換工事

22 第3 電気 設備 南区 清水ケ丘公園体育館照明設備改修工事

23 第3 電気 設備 磯子区 磯子第二ポンプ場自動火災報知設備改修工事

24 第3 電気 設備 都筑区 川向ポンプ場自動火災報知設備改修工事

25 第3 電気 設備 戸塚区 戸塚ポンプ場非常用照明設備改修工事

26 第3 電気 設備 鶴見区 北部第一水再生センター水処理棟等照明設備改修工事

27 第3 電気 設備 戸塚区 西部水再生センター管理棟照明設備改修その他工事

28 第3 電気 設備 鶴見区 北部第二水再生センターホッパー棟電気設備改修工事

29 第3 電気 設備 南区 南部公園緑地事務所照明その他改修工事

30 第3 電気 設備 西区 久保山斎場直流電源装置更新工事

31 第3 電気 設備 戸塚区 戸塚スポーツセンター直流電源装置更新工事

32 第3 電気 設備 港北区 綱島地区センター非常放送更新工事

33 第3 電気 設備 栄区 豊田地区センター非常放送更新工事

34 第3 電気 設備 都筑区 歴史博物館非常放送設備更新工事

35 第3 電気 設備 保土ケ谷区 保土ケ谷スポーツセンター自動火災報知設備更新工事

36 第3 電気 設備 港北区 港北公会堂自動火災報知設備更新工事

37 第3 電気 設備 瀬谷区 下瀬谷消防出張所引込開閉器箱その他更新工事

38 第3 電気 設備 栄区 栄公会堂外灯更新工事

39 第3 電気 設備 金沢区 並木保育園照明設備等更新工事

40 第3 電気 設備 青葉区 すすき野保育園照明設備更新工事

41 第3 電気 設備 西区 西地区センター照明設備更新工事

42 第3 電気 設備 神奈川区 菅田地域ケアプラザ電話交換装置更新工事

43 第3 電気 設備 中区 竹之丸地区センター駐車管制設備更新工事

44 第3 電気 設備 旭区 よこはま動物園繁殖センター直流電源装置更新工事

45 第3 電気 設備 保土ケ谷区 三ツ沢公園球技場引込ケーブル更新その他工事

46 第3 電気 設備 金沢区 金沢動物園コアラ舎照明設備更新その他工事(電気・建築)

47 第3 電気 設備 金沢区 金沢動物園管理棟照明設備更新その他工事

48 第3 電気 設備 中区 新山下地域ケアプラザ照明設備更新工事
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

49 第3 電気 設備 泉区 新橋ホーム高圧引込ケーブル改修工事

50 第3 電気 設備 西区 久保山霊堂電灯分電盤更新工事

51 第3 電気 設備 港南区 日野公園墓地外灯設備改修工事

52 第3 電気 設備 戸塚区 戸塚斎場葬祭棟照明器具改修工事

53 第3 電気 設備 戸塚区 久保山斎場本館棟照明器具その他改修工事

54 第3 電気 設備 港南区 南部公園緑地事務所照明改修その他工事

番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

1 第3 管 設備 中区 港中学校給水改修工事

2 第3 管 設備 戸塚区 倉田小学校給水改修工事

3 第3 管 設備 鶴見区 鶴見中学校プール循環器設備更新工事

4 第3 管 設備 神奈川区 浦島小学校プール循環器設備更新工事

5 第3 管 設備 磯子区 山王台小学校プール給水管改修工事

6 第3 管 設備 磯子区 横浜プールセンター次亜塩素酸ナトリウム貯留槽更新

7 第3 管 設備 金沢区 南部斎場熱源機器更新

8 第3 管 設備 旭区 よこはま動物園ホッキョクグマ舎改修業務

9 第3 管 設備 金沢区 野島公園伊藤博文別荘消化設備改修工事

10 第3 管 設備 中区 脳卒中・神経脊椎センターICU用空調機更新工事

11 第3 管 設備 鶴見区 上寺尾小学校コミュニティハウスエアコン更新工事

12 第3 管 設備 緑区 鴨志田第一小学校コミュニティハウスエアコン更新工事

13 第3 管 設備 戸塚区 深谷小学校コミュニティハウスエアコン更新工事

14 第3 管 設備 旭区 中尾小学校給水改修工事

15 第3 管 設備 神奈川区 浦島小学校給水改修工事

16 第3 管 設備 泉区 泉区総合庁舎防排煙制御設備改修工事

17 第3 管 設備 神奈川区 中央卸売市場本場水産物部給水配管改修工事

18 第3 管 設備 神奈川区 中央卸売市場本場青果部ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸ場空調機更新工事

19 第3 管 設備 金沢区 南部市場冷蔵庫棟冷凍冷蔵設備改修工事

20 第3 管 設備 金沢区 南部市場バナナ棟機械設備等改修工事

21 第3 管 設備 金沢区 南部市場青果保冷庫冷蔵庫設備改修工事

22 第3 管 設備 神奈川区 中央卸売市場本場青果部№４低温卸売場空調機更新工事

23 第3 管 設備 各区 幸ケ谷小学校ほか４校キッズルーム改修工事

24 第3 管 設備 鶴見区 江ケ崎ポンプ場給排気ダンパ等改修工事

25 第3 管 設備 磯子区 磯子第二ポンプ場空調機更新工事

26 第3 管 設備 港北区 新羽ポンプ場建築機械設備改修工事

27 第3 管 設備 神奈川区 神奈川水再生センター防災設備改修工事

28 第3 管 設備 金沢区 南部水再生センター空調機械改修工事

29 第3 管 設備 栄区 栄第一水再生センターＢ系水処理棟換気設備等改修工事

30 第3 管 設備 神奈川区 三ツ沢公園陸上競技場メインスタンド上部トイレ給水管改修工事

31 第3 管 設備 西区ほか 横浜みなとみらいホールほか６施設トイレ改修工事

32 第3 管 設備 港北区 港北水再生センター第二ポンプ施設換気設備改修工事

【機械】
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

33 第3 管 設備 都筑区 川向ポンプ場建築電気設備改修工事

34 第3 管 設備 港北区 菊名保育園冷暖房機更新工事

35 第3 管 設備 港北区 港北保育園冷暖房機更新工事

36 第3 管 設備 都筑区 中川西保育園冷暖房機更新工事

37 第3 管 設備 都筑区 みどり保育園冷暖房機更新工事

38 第3 管 設備 青葉区 美しが丘保育園冷暖房機更新工事

39 第3 管 設備 青葉区 荏田西保育園冷暖房機更新工事

40 第3 管 設備 青葉区 すすき野保育園冷暖房機更新工事

41 第3 管 設備 緑区 竹山保育園冷暖房機更新工事

42 第3 管 設備 青葉区 奈良保育園冷暖房機更新工事

43 第3 管 設備 鶴見区 馬場保育園冷暖房機更新工事

44 第3 管 設備 中区 錦保育園冷暖房機更新工事

45 第3 管 設備 南区 清水ケ丘保育園冷暖房機更新工事

46 第3 管 設備 港南区 上大岡東保育園冷暖房機更新工事

47 第3 管 設備 港南区 大久保保育園冷暖房機更新工事

48 第3 管 設備 港南区 笹下南保育園冷暖房機更新工事

49 第3 管 設備 港南区 港南台第二保育園冷暖房機更新工事

50 第3 管 設備 磯子区 滝頭保育園冷暖房機更新工事

51 第3 管 設備 磯子区 東滝頭保育園冷暖房機更新工事

52 第3 管 設備 金沢区 釜利谷保育園冷暖房機更新工事

53 第3 管 設備 保土ケ谷区 天王町保育園冷暖房機更新工事

54 第3 管 設備 保土ケ谷区 神戸保育園冷暖房機更新工事

55 第3 管 設備 保土ケ谷区 岩井保育園冷暖房機更新工事

56 第3 管 設備 旭区 ひかりが丘保育園冷暖房機更新工事

57 第3 管 設備 旭区 今宿保育園冷暖房機更新工事

58 第3 管 設備 旭区 柏保育園冷暖房機更新工事

59 第3 管 設備 戸塚区 舞岡保育園冷暖房機更新工事

60 第3 管 設備 栄区 飯島保育園冷暖房機更新工事

61 第3 管 設備 泉区 和泉保育園冷暖房機更新工事

62 第3 管 設備 泉区 北上飯田保育園冷暖房機更新工事

63 第3 管 設備 戸塚区 汲沢保育園冷暖房機更新工事

64 第3 管 設備 戸塚区 俣野保育園冷暖房機更新工事

65 第3 管 設備 瀬谷区 細谷戸保育園冷暖房機更新工事

66 第3 管 設備 瀬谷区 中屋敷保育園冷暖房機更新工事

67 第3 管 設備 瀬谷区 二ツ橋保育園冷暖房機更新工事

68 第3 管 設備 栄区 公田保育園冷暖房機更新工事

69 第3 管 設備 栄区 上郷保育園冷暖房機更新工事

70 第3 管 設備 栄区 桂台保育園冷暖房機更新工事
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		【建築】 ケンチク

		番号 バンゴウ		時期 ジキ		工種 コウタネ		担当課 タントウカ		工事区 コウジク		工　　事　　件　　名 コウコトケンメイ		備考 ビコウ

		1		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		大豆戸地域ケアプラザ外壁改修その他工事

		2		第3		建築		営繕第一・第二課		旭区		よこはま動物園キリン舎扉防寒対策改修工事

		3		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		金沢動物園オセアニア区コアラ舎改修工事

		4		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		金沢動物園管理事務所改修工事

		5		第3		建築		営繕第一・第二課		都筑区		茅ケ崎公園プール塗装改修工事

		6		第3		建築		営繕第一・第二課		神奈川区		三ツ沢公園球技場修繕工事

		7		第3		建築		営繕第一・第二課		神奈川区		三ツ沢公園陸上競技場修繕工事

		8		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		北綱島ポンプ場要員宿舎等建屋改修工事

		9		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		樽町ポンプ場第一施設除砂ホッパ室建屋改修工事

		10		第3		建築		営繕第一・第二課		保土ケ谷区		保土ケ谷ポンプ場扉改修工事

		11		第3		建築		営繕第一・第二課		保土ケ谷区		保土ケ谷ポンプ場事務室床改修工事

		12		第3		建築		営繕第一・第二課		都筑区		川向ポンプ場等建屋改修工事

		13		第3		建築		営繕第一・第二課		戸塚区		戸塚ポンプ場沈砂池ファン室等建具改修工事

		14		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		金沢ポンプ場シャッター改修その他工事

		15		第3		建築		営繕第一・第二課		鶴見区		北部第一水再生センター建屋改修工事

		16		第3		建築		営繕第一・第二課		鶴見区		北部第二水再生センター正門改修工事

		17		第3		建築		営繕第一・第二課		神奈川区		神奈川水再生センター本館屋上防水改修工事

		18		第3		建築		営繕第一・第二課		磯子区		南部水再生センター建屋等改修工事

		19		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		金沢水再生センターフェンス改修その他工事

		20		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		港北水再生センター要員宿舎改修工事

		21		第3		建築		営繕第一・第二課		都筑区		都筑水再生センター沈砂池入口シャッター等改修工事

		22		第3		建築		営繕第一・第二課		戸塚区		西部水再生センター管理棟等改修工事

		23		第3		建築		営繕第一・第二課		栄区		栄第一水再生センター要員宿舎改修その他工事

		24		第3		建築		営繕第一・第二課		南区		万世ポンプ場スクリーン室天井防水工事

		25		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		南部汚泥資源化センター建具等改修工事

		26		第3		建築		営繕第一・第二課		港南区		上永谷駅第三自転車駐車場改修工事

		27		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		小机駅自転車駐車場改修工事

		28		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		師岡小学校教室改修工事（不足教室対策） モロオカショウガッコウキョウシツカイシュウコウジフソクキョウシツタイサク

		29		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		綱島東小学校教室改修工事（不足教室対策） ツナシマヒガシショウガッコウキョウシツカイシュウコウジフソクキョウシツタイサク

		30		第3		建築		営繕第一・第二課		中区		中区役所トイレ改修工事

		31		第3		建築		営繕第一・第二課		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部排水溝等改修工事

		32		第3		建築		営繕第一・第二課		神奈川区		中央卸売市場本場関連棟店舗内装改修工事

		33		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		金沢さくら保育園建具改修その他工事

		34		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		金沢さくら保育園正門門扉・電子錠交換工事

		35		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		釜利谷保育園濡れ縁改修その他工事

		36		第3		建築		営繕第一・第二課		港南区		港南台第二保育園トイレ改修工事

		37		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		南日吉保育園トイレ改修工事 ミナミヒヨシホイクエンカイシュウコウジ

		38		第3		建築		営繕第一・第二課		磯子区		洋光台第二保育園フェンス等修繕工事

		39		第3		建築		営繕第一・第二課		保土ケ谷区		向台保育園フェンス等更新工事

		40		第3		建築		営繕第一・第二課		瀬谷区		中屋敷保育園電子錠更新工事

		41		第3		建築		営繕第一・第二課		都筑区		大熊スポーツ会館屋根改修その他工事

		42		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		高田消防出張所屋上防水改修その他工事

		43		第3		建築		営繕第一・第二課		鶴見区		生麦消防出張所屋上防水改修その他工事

		44		第3		建築		営繕第一・第二課		中区		三溪記念館外側トイレの改修工事

		45		第3		建築		営繕第一・第二課		保土ケ谷区		上星川小学校門扉改修工事

		46		第3		建築		営繕第一・第二課		港北区		綱島公園こどもログハウスほか１施設外壁改修その他工事 シセツ

		47		第3		建築		営繕第一・第二課		青葉区		美しが丘公園こどもログハウス外壁改修その他工事

		48		第3		建築		営繕第一・第二課		港南区		港南台北公園こどもログハウス外壁改修その他工事

		49		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		横浜市立大学医学部動物実験棟手術室改修その他工事 イガクブドウブツシュジュツシツカイシュウタ

		50		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		南部市場冷蔵庫棟電動扉改修その他工事

		51		第3		建築		営繕第一・第二課		栄区		栄区役所本館ほか１施設屋上防護柵改修その他工事 ヤクショシセツ

		52		第3		建築		営繕第一・第二課		神奈川区		三ツ沢公園第一レストハウス外壁改修その他工事

		53		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		金沢地区センター建具改修その他工事

		54		第3		建築		営繕第一・第二課		戸塚区		戸塚消防署トップライト改修その他工事

		55		第3		建築		営繕第一・第二課		泉区		中川地区センター屋上防水改修その他工事

		56		第3		建築		営繕第一・第二課		金沢区		医学部付属病院看護職員宿舎渡り廊下改修その他工事 ワタロウカカイシュウタコウジ

		57		第4		建築		営繕第一・第二課		西区		西地区センター・西公会堂トイレ改修工事

		【電気】 デンキ

		番号 バンゴウ		時期 ジキ		工種 コウタネ		担当課 タントウカ		工事区 コウジク		工　　事　　件　　名 コウコトケンメイ		備考 ビコウ

		1		第3		電気		設備		栄区		翆風荘照明設備改修工事

		2		第3		電気		設備		港南区 コウナンク		日野小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事 ヒノショウガッコウコウジドウカサイホウチセツビカイシュウコウジ

		3		第3		電気		設備		都筑区		折本小学校自動火災報知設備改修工事

		4		第3		電気		設備		戸塚区		川上小学校自動火災報知設備改修工事

		5		第3		電気		設備		神奈川区		二谷小学校ほか１校非常放送設備改修工事 ニタニショウガッコウコウヒジョウホウソウセツビカイシュウコウジ

		6		第3		電気		設備		青葉区		榎が丘小学校ほか１校シャッター集中制御化工事 エノキオカショウガッコウコウシュウチュウセイギョカコウジ

		7		第3		電気		設備		鶴見区		矢向小学校ほか１校シャッター集中制御化工事 ヤコウショウガッコウコウシュウチュウセイギョカコウジ

		8		第3		電気		設備		港南区		港南台第二小学校ほか２校シャッター集中制御化工事 コウナンダイダイニショウガッコウコウシュウチュウセイギョカコウジ

		9		第3		電気		設備		栄区		桂台小学校ほか１校シャッター集中制御化工事 カツラダイショウガッコウコウシュウチュウセイギョカコウジ

		10		第3		電気		設備		保土ケ谷区		瀬戸ケ谷小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事 コウコウシン

		11		第3		電気		設備		南区		藤の木中学校ほか２校プール循環ポンプ制御盤更新工事 コウコウシン

		12		第3		電気		設備		神奈川区		幸ケ谷小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事 コウコウシン

		13		第3		電気		設備		鶴見区		鶴見中学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事 コウコウシン

		14		第3		電気		設備		泉区		泉区民文化センターテアトルフォンテ防災設備更新工事 ボウサイセツビコウシン

		15		第3		電気		設備		港南区		港南地区センター非常放送設備更新工事

		16		第3		電気		設備		神奈川区		中央卸売市場本場青果棟照明器具改修工事

		17		第3		電気		設備		神奈川区		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟受変電設備改修工事

		18		第3		電気		設備		神奈川区		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟電気設備改修工事

		19		第3		電気		設備		金沢区		南部市場水産棟受配電設備等改修工事

		20		第3		電気		設備		金沢区		南部市場水産物配送センター電気設備改修工事

		21		第3		電気		設備		金沢区		南部市場場内電力量計設備交換工事 ジョウナイコウカン

		22		第3		電気		設備		南区		清水ケ丘公園体育館照明設備改修工事

		23		第3		電気		設備		磯子区		磯子第二ポンプ場自動火災報知設備改修工事

		24		第3		電気		設備		都筑区		川向ポンプ場自動火災報知設備改修工事

		25		第3		電気		設備		戸塚区		戸塚ポンプ場非常用照明設備改修工事

		26		第3		電気		設備		鶴見区		北部第一水再生センター水処理棟等照明設備改修工事

		27		第3		電気		設備		戸塚区		西部水再生センター管理棟照明設備改修その他工事

		28		第3		電気		設備		鶴見区		北部第二水再生センターホッパー棟電気設備改修工事

		29		第3		電気		設備		南区		南部公園緑地事務所照明その他改修工事

		30		第3		電気		設備		西区 ニシク		久保山斎場直流電源装置更新工事 クボヤマサイジョウソウチコウシンコウジ

		31		第3		電気		設備		戸塚区		戸塚スポーツセンター直流電源装置更新工事 トツカソウチ

		32		第3		電気		設備		港北区		綱島地区センター非常放送更新工事 ツナシマチクコウシンコウジ

		33		第3		電気		設備		栄区		豊田地区センター非常放送更新工事 トヨタチク

		34		第3		電気		設備		都筑区		歴史博物館非常放送設備更新工事 セツビ

		35		第3		電気		設備		保土ケ谷区		保土ケ谷スポーツセンター自動火災報知設備更新工事 ジドウカサイホウチセツビコウシンコウジ

		36		第3		電気		設備		港北区		港北公会堂自動火災報知設備更新工事 コウホク

		37		第3		電気		設備		瀬谷区		下瀬谷消防出張所引込開閉器箱その他更新工事 シモセヤショウボウシュッチョウジョヒキコミカイヘイキハコタコウシンコウジ

		38		第3		電気		設備		栄区		栄公会堂外灯更新工事 サカエコウカイドウガイトウコウシン

		39		第3		電気		設備		金沢区		並木保育園照明設備等更新工事 ナドコウシンコウジ

		40		第3		電気		設備		青葉区		すすき野保育園照明設備更新工事 コウシンコウジ

		41		第3		電気		設備		西区 ニシク		西地区センター照明設備更新工事 ニシチクコウシンコウジ

		42		第3		電気		設備		神奈川区		菅田地域ケアプラザ電話交換装置更新工事 チイキデンワコウカンソウチコウシンコウジ

		43		第3		電気		設備		中区 ナカク		竹之丸地区センター駐車管制設備更新工事

		44		第3		電気		設備		旭区 アサヒク		よこはま動物園繁殖センター直流電源装置更新工事

		45		第3		電気		設備		保土ケ谷区 ホドタニク		三ツ沢公園球技場引込ケーブル更新その他工事

		46		第3		電気		設備		金沢区 カナザワク		金沢動物園コアラ舎照明設備更新その他工事(電気・建築)

		47		第3		電気		設備		金沢区 カナザワク		金沢動物園管理棟照明設備更新その他工事

		48		第3		電気		設備		中区 ナカク		新山下地域ケアプラザ照明設備更新工事

		49		第3		電気		設備		泉区 イズミク		新橋ホーム高圧引込ケーブル改修工事

		50		第3		電気		設備		西区 ニシク		久保山霊堂電灯分電盤更新工事 コウシンコウジ

		51		第3		電気		設備		港南区 コウナンク		日野公園墓地外灯設備改修工事

		52		第3		電気		設備		戸塚区 トツカク		戸塚斎場葬祭棟照明器具改修工事 トツカサイジョウソウサイムネショウメイキグカイシュウコウジ

		53		第3		電気		設備		戸塚区 トツカク		久保山斎場本館棟照明器具その他改修工事 クボヤマサイジョウホンカンムネショウメイキグタカイシュウコウジ

		54		第3		電気		設備		港南区 コウナンク		南部公園緑地事務所照明改修その他工事 ナンブコウエンリョクチジムショタ

		【機械】 キカイ

		番号 バンゴウ		時期 ジキ		工種 コウタネ		担当課 タントウカ		工事区 コウジク		工　　事　　件　　名 コウコトケンメイ		備考 ビコウ

		1		第3		管		設備		中区		港中学校給水改修工事

		2		第3		管		設備		戸塚区		倉田小学校給水改修工事

		3		第3		管		設備		鶴見区		鶴見中学校プール循環器設備更新工事 セツビ

		4		第3		管		設備		神奈川区		浦島小学校プール循環器設備更新工事 セツビ

		5		第3		管		設備		磯子区		山王台小学校プール給水管改修工事

		6		第3		管		設備		磯子区		横浜プールセンター次亜塩素酸ナトリウム貯留槽更新

		7		第3		管		設備		金沢区		南部斎場熱源機器更新

		8		第3		管		設備		旭区		よこはま動物園ホッキョクグマ舎改修業務

		9		第3		管		設備		金沢区		野島公園伊藤博文別荘消化設備改修工事

		10		第3		管		設備		中区		脳卒中・神経脊椎センターICU用空調機更新工事

		11		第3		管		設備		鶴見区		上寺尾小学校コミュニティハウスエアコン更新工事

		12		第3		管		設備		緑区		鴨志田第一小学校コミュニティハウスエアコン更新工事

		13		第3		管		設備		戸塚区		深谷小学校コミュニティハウスエアコン更新工事

		14		第3		管		設備		旭区		中尾小学校給水改修工事

		15		第3		管		設備		神奈川区		浦島小学校給水改修工事

		16		第3		管		設備		泉区		泉区総合庁舎防排煙制御設備改修工事

		17		第3		管		設備		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部給水配管改修工事

		18		第3		管		設備		神奈川区		中央卸売市場本場青果部ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸ場空調機更新工事

		19		第3		管		設備		金沢区		南部市場冷蔵庫棟冷凍冷蔵設備改修工事

		20		第3		管		設備		金沢区		南部市場バナナ棟機械設備等改修工事

		21		第3		管		設備		金沢区		南部市場青果保冷庫冷蔵庫設備改修工事

		22		第3		管		設備		神奈川区		中央卸売市場本場青果部№４低温卸売場空調機更新工事

		23		第3		管		設備		各区		幸ケ谷小学校ほか４校キッズルーム改修工事 サチタニショウガッコウコウカイシュウコウジ

		24		第3		管		設備		鶴見区		江ケ崎ポンプ場給排気ダンパ等改修工事

		25		第3		管		設備		磯子区		磯子第二ポンプ場空調機更新工事 イソゴダイニジョウクウチョウキコウシンコウジ

		26		第3		管		設備		港北区		新羽ポンプ場建築機械設備改修工事

		27		第3		管		設備		神奈川区		神奈川水再生センター防災設備改修工事

		28		第3		管		設備		金沢区		南部水再生センター空調機械改修工事

		29		第3		管		設備		栄区		栄第一水再生センターＢ系水処理棟換気設備等改修工事

		30		第3		管		設備		神奈川区		三ツ沢公園陸上競技場メインスタンド上部トイレ給水管改修工事 ミザワコウエンリクジョウキョウギジョウジョウブキュウスイカンカイシュウコウジ

		31		第3		管		設備		西区ほか ニシク		横浜みなとみらいホールほか６施設トイレ改修工事 ヨコハマシセツカイシュウコウジ

		32		第3		管		設備		港北区		港北水再生センター第二ポンプ施設換気設備改修工事 コウホクミズサイセイダイニシセツカンキセツビカイシュウコウジ

		33		第3		管		設備		都筑区 ツヅキク		川向ポンプ場建築電気設備改修工事 カワムコウジョウケンチクデンキセツビカイシュウコウジ

		34		第3		管		設備		港北区		菊名保育園冷暖房機更新工事 レイダンボウキコウシンコウジ

		35		第3		管		設備		港北区		港北保育園冷暖房機更新工事

		36		第3		管		設備		都筑区 ツヅキク		中川西保育園冷暖房機更新工事

		37		第3		管		設備		都筑区 ツヅキク		みどり保育園冷暖房機更新工事

		38		第3		管		設備		青葉区 アオバク		美しが丘保育園冷暖房機更新工事

		39		第3		管		設備		青葉区 アオバク		荏田西保育園冷暖房機更新工事

		40		第3		管		設備		青葉区 アオバク		すすき野保育園冷暖房機更新工事

		41		第3		管		設備		緑区		竹山保育園冷暖房機更新工事

		42		第3		管		設備		青葉区 アオバク		奈良保育園冷暖房機更新工事

		43		第3		管		設備		鶴見区		馬場保育園冷暖房機更新工事

		44		第3		管		設備		中区		錦保育園冷暖房機更新工事

		45		第3		管		設備		南区		清水ケ丘保育園冷暖房機更新工事

		46		第3		管		設備		港南区		上大岡東保育園冷暖房機更新工事

		47		第3		管		設備		港南区		大久保保育園冷暖房機更新工事

		48		第3		管		設備		港南区		笹下南保育園冷暖房機更新工事

		49		第3		管		設備		港南区		港南台第二保育園冷暖房機更新工事

		50		第3		管		設備		磯子区		滝頭保育園冷暖房機更新工事

		51		第3		管		設備		磯子区		東滝頭保育園冷暖房機更新工事

		52		第3		管		設備		金沢区		釜利谷保育園冷暖房機更新工事

		53		第3		管		設備		保土ケ谷区		天王町保育園冷暖房機更新工事

		54		第3		管		設備		保土ケ谷区		神戸保育園冷暖房機更新工事

		55		第3		管		設備		保土ケ谷区		岩井保育園冷暖房機更新工事

		56		第3		管		設備		旭区		ひかりが丘保育園冷暖房機更新工事

		57		第3		管		設備		旭区		今宿保育園冷暖房機更新工事

		58		第3		管		設備		旭区		柏保育園冷暖房機更新工事

		59		第3		管		設備		戸塚区		舞岡保育園冷暖房機更新工事

		60		第3		管		設備		栄区		飯島保育園冷暖房機更新工事

		61		第3		管		設備		泉区		和泉保育園冷暖房機更新工事

		62		第3		管		設備		泉区		北上飯田保育園冷暖房機更新工事

		63		第3		管		設備		戸塚区		汲沢保育園冷暖房機更新工事

		64		第3		管		設備		戸塚区		俣野保育園冷暖房機更新工事

		65		第3		管		設備		瀬谷区		細谷戸保育園冷暖房機更新工事

		66		第3		管		設備		瀬谷区		中屋敷保育園冷暖房機更新工事

		67		第3		管		設備		瀬谷区		二ツ橋保育園冷暖房機更新工事

		68		第3		管		設備		栄区		公田保育園冷暖房機更新工事

		69		第3		管		設備		栄区		上郷保育園冷暖房機更新工事

		70		第3		管		設備		栄区		桂台保育園冷暖房機更新工事
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建築

		平成29年度　工事予定一覧(建築） ヘイセイネンドコウジヨテイイチランケンチク

		○　公表内容は、あくまで平成29年4月1日現在の予定であり、今後、変更・追加・中止等がなされ
　る場合があります。 コウヒョウナイヨウヘイセイネンガツニチゲンザイヨテイ

		○　発注時期、入札方法及び工種は、公表時点でのおおむねの見込みであり、今後、変更する場合があり
　ます。 ニュウサツホウホウオヨコウタネバアイ

		○　工事件名は公表時点での仮称です。 コウジケンメイコウヒョウジテンカショウ

		【凡例】 ハンレイ

		　〈発注時期〉 ハッチュウジキ										<入札方法>　条件付一般競争入札 ニュウサツホウホウジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツ

				第１ ダイ		第１四半期（４月～６月） ダイシハンキガツガツ						<工種>　    確定するまでは、以下のとおり表示しています。 コウタネカクテイイカヒョウジ

				第２ ダイ		第２四半期（７月～９月） ダイシハンキガツガツ						　建築　　　建築、塗装、防水及びフェンス等を含みます。 ケンチクケンチクトソウボウスイオヨトウフク

				第３ ダイ		第３四半期（10月～12月） ダイシハンキガツガツ						　電気　　　電気、電気通信及び機械器具設置等を含みます。 デンキデンキデンキツウシンオヨキカイキグセッチトウフク

				第４ ダイ		第４四半期（１月～３月） ダイシハンキガツガツ						　機械　　　管及び機械器具設置等を含みます。 キカイカンオヨキカイキグセッチトウフク

		【建築】 ケンチク

		番号 バンゴウ		時期 ジキ		工種 コウタネ		担当課 タントウカ		工事区 コウジク		工　　事　　件　　名 コウコトケンメイ		備考 ビコウ

		1		第1		建築 ケンチク				金沢区		大道小学校屋上防水改修(A棟:管理棟)工事

		2		第1		建築 ケンチク				旭区		左近山中学校屋上防水改修(北棟)工事

		3		第1		建築 ケンチク				金沢区		小田中学校屋上防水改修(校舎1)工事

		4		第1		建築 ケンチク				旭区		東希望が丘小学校耐震部分他防水工事

		5		第1		建築 ケンチク				緑区		長津田小学校教室雨漏り工事

		6		第1		建築 ケンチク				鶴見区		生麦小学校塗膜防水､煙突塞ぎ､手摺補修､一部天井張替､スロープ雨漏り補修工事

		7		第1		建築 ケンチク				戸塚区		南戸塚中学校屋体屋根防水工事

		8		第1		建築 ケンチク				戸塚区		平戸小学校屋上防水改修(校舎･昇降口上･PH)工事

		9		第1		建築 ケンチク				港北区		高田東小学校スレー卜屋根防水､一部外壁防水工事

		10		第1		建築 ケンチク				瀬谷区		南瀬谷小学校屋体内部建具改修(8か所)工事

		11		第1		建築 ケンチク				鶴見区		東高等学校情報棟防水､渡り廊下出入り口扉改修工事

		12		第1		建築 ケンチク				保土ケ谷区		橘中学校教室出入口扉改修工事

		13		第1		建築 ケンチク				保土ケ谷区		上菅田中学校廊下木製床改修､技術室扉交換工事

		14		第1		建築 ケンチク				旭区		南本宿小学校音楽室防音化工事

		15		第1		建築 ケンチク				南区		南が丘中学校Ｂ棟生徒用昇降口扉改修工事

		16		第1		建築 ケンチク				港北区		城郷中学校普通教室扉改修(2棟)工事

		17		第1		建築 ケンチク				鶴見区		市場小学校門扉改修工事

		18		第1		建築 ケンチク				磯子区		森東小学校門扉改修工事

		19		第1		建築 ケンチク				金沢区		富岡小学校門扉改修工事

		20		第1		建築 ケンチク				泉区		緑園東小学校門扉改修･外柵改修工事

		21		第1		建築 ケンチク				鶴見区		寺尾中学校防球ネット嵩上げ工事

		22		第1		建築 ケンチク				磯子区		根岸小学校防球ネット嵩上げ工事

		23		第1		建築 ケンチク				南区		六ツ川中学校防球ネット嵩上げ･外柵改修工事

		24		第1		建築 ケンチク				港南区		芹が谷南小学校防球ネット嵩上げ工事

		25		第1		建築 ケンチク				戸塚区		秋葉中学校防球ネット新設工事

		26		第1		建築 ケンチク				保土ケ谷区		ろう特別支援学校２階ギャラリー階段設置工事

		27		第1		建築 ケンチク				港北区		港北区総合庁舎トイレ改修工事 ソウゴウチョウシャ

		28		第1		建築 ケンチク				磯子区		磯子地域ケアプラザ外壁改修その他工事

		29		第2		建築 ケンチク				都筑区		茅ケ崎中学校防球ネット嵩上げ工事

		30		第2		建築 ケンチク				保土ケ谷区		川島小学校給食室セミドライ工事

		31		第2		建築 ケンチク				港南区		小坪小学校給食室セミドライ工事

		32		第2		建築 ケンチク				中区		港中学校ピロティ天井改修工事

		33		第2		建築 ケンチク				保土ケ谷区		笹山小学校外壁防水工事

		34		第2		建築 ケンチク				都筑区		月出松公園便所改修工事

		35		第2		建築 ケンチク				保土ケ谷区		西菅田保育園天井張替え工事

		36		第2		建築 ケンチク				保土ケ谷区		仏向小学校トイレ洋式化、ドライ化工事

		37		第2		建築 ケンチク				各区		小学校放課後キッズクラブ移設工事 ショウガッコウ

		38		第2		建築 ケンチク				港北区		大豆戸地域ケアプラザ外壁改修その他工事

		39		第2		建築 ケンチク				西区		横浜市社会福祉センター1階西側車路入口部側溝改修その他工事

		40		第2		建築 ケンチク				旭区		よこはま動物園エネルギーセンター外壁改修工事

		41		第2		建築 ケンチク				旭区		よこはま動物園キリン舎扉防寒対策改修工事

		42		第2		建築 ケンチク				旭区		よこはま動物園オージーヒルレストラン改修工事

		43		第2		建築 ケンチク				西区		野毛山動物園類人猿舎改修工事

		44		第2		建築 ケンチク				西区		野毛山動物園シマウマ舎改修工事

		45		第2		建築 ケンチク				金沢区		金沢動物園オセアニア区コアラ舎改修工事

		46		第2		建築 ケンチク				金沢区		金沢動物園管理事務所改修工事

		47		第2		建築 ケンチク				中区		山手６８番館改修工事

		48		第2		建築 ケンチク				中区		横浜テニス発祥記念館改修工事

		49		第2		建築 ケンチク				泉区		天王森泉公園天王森泉館・古民家改修工事

		50		第2		建築 ケンチク				栄区		本郷ふじやま公園古民家改修その他工事

		51		第2		建築 ケンチク				都筑区		茅ケ崎公園プール塗装改修工事

		52		第2		建築 ケンチク				神奈川区		三ツ沢公園球技場修繕工事

		53		第2		建築 ケンチク				神奈川区		三ツ沢公園陸上競技場修繕工事

		54		第2		建築 ケンチク				港北区		北綱島ポンプ場要員宿舎等建屋改修工事

		55		第2		建築 ケンチク				港北区		樽町ポンプ場第一施設除砂ホッパ室建屋改修工事

		56		第2		建築 ケンチク				鶴見区		潮田ポンプ場沈砂池棟等建具改修その他工事

		57		第2		建築 ケンチク				中区		桜木ポンプ場管理棟窓枠改修その他工事

		58		第2		建築 ケンチク				保土ケ谷区		保土ケ谷ポンプ場扉改修工事

		59		第2		建築 ケンチク				保土ケ谷区		保土ケ谷ポンプ場事務室床改修工事

		60		第2		建築 ケンチク				都筑区		川向ポンプ場等建屋改修工事

		61		第2		建築 ケンチク				戸塚区		戸塚ポンプ場沈砂池ファン室等建具改修工事

		62		第2		建築 ケンチク				金沢区		金沢ポンプ場シャッター改修その他工事

		63		第2		建築 ケンチク				鶴見区		北部第一水再生センター建屋改修工事

		64		第2		建築 ケンチク				鶴見区		北部第二水再生センター正門改修工事

		65		第2		建築 ケンチク				神奈川区		神奈川水再生センター本館屋上防水改修工事

		66		第2		建築 ケンチク				磯子区		南部水再生センター建屋等改修工事

		67		第2		建築 ケンチク				金沢区		金沢水再生センターフェンス改修その他工事

		68		第2		建築 ケンチク				港北区		港北水再生センター特高棟建具改修工事

		69		第2		建築 ケンチク				港北区		港北水再生センター要員宿舎改修工事

		70		第2		建築 ケンチク				都筑区		都筑水再生センター沈砂池入口シャッター等改修工事

		71		第2		建築 ケンチク				戸塚区		西部水再生センター管理棟等改修工事

		72		第2		建築 ケンチク				栄区		栄第一水再生センター要員宿舎改修その他工事

		73		第2		建築 ケンチク				鶴見区		北部汚泥資源化センターガスコンプレッサー棟屋根防水改修その他工事

		74		第2		建築 ケンチク				南区		万世ポンプ場スクリーン室天井防水工事

		75		第2		建築 ケンチク				金沢区		南部汚泥資源化センター建具等改修工事

		76		第2		建築 ケンチク				港北区		日吉駅自転車駐車場改修工事

		77		第2		建築 ケンチク				港南区		上永谷駅第三自転車駐車場改修工事

		78		第2		建築 ケンチク				港北区		小机駅自転車駐車場改修工事

		79		第2		建築 ケンチク				神奈川区		神奈川消防署救急隊増隊改修工事

		80		第2		建築 ケンチク				戸塚区		深谷台小学校職員室拡張その他工事

		81		第2		建築 ケンチク				各区		各学校教室改修工事（不足教室対策）

		82		第2		建築 ケンチク				西区		戸部小学校個別支援学級教室改修工事

		83		第2		建築 ケンチク				港北区		日吉台小学校個別支援学級教室改修工事

		84		第2		建築 ケンチク				金沢区		八景小学校通級指導教室改修工事

		85		第2		建築 ケンチク				青葉区		市ケ尾小学校通級指導教室改修工事

		86		第2		建築 ケンチク				都筑区		山田小学校個別支援学級教室改修工事

		87		第2		建築 ケンチク				緑区		上山小学校個別支援学級教室改修工事

		88		第2		建築 ケンチク				緑区		十日市場小学校通級指導教室改修工事

		89		第2		建築 ケンチク				南区		共進中学校通級指導教室改修工事

		90		第3		建築 ケンチク				緑区		田奈中学校門扉改修工事

		91		第3		建築 ケンチク				保土ケ谷区		常盤台小学校門扉改修工事

		92		第3		建築 ケンチク				磯子区		屏風浦小学校門扉改修･外柵改修工事

		93		第3		建築 ケンチク				保土ケ谷区		西谷中学校甲羅干し塗装､衛生経路、日よけ､水槽部分修繕､フェンス塗装工事

		94		第3		建築 ケンチク				旭区		万騎が原中学校プール水槽塗装(鉄板敷き)、衛生経路工事

		95		第3		建築 ケンチク				保土ケ谷区		瀬戸ケ谷小学校プール架台改修工事

		96		第3		建築 ケンチク				戸塚区		汲沢小学校プール架台改修工事

		97		第3		建築 ケンチク				栄区		千秀小学校プール架台改修工事

		98		第3		建築 ケンチク				栄区		桂台小学校プール架台改修工事

		99		第3		建築 ケンチク				栄区		飯島小学校プール架台改修工事

		100		第3		建築 ケンチク				西区		西地区センター・西公会堂トイレ改修工事

		101		第3		建築 ケンチク				南区		蒔田公園便所棟改修工事

		102		第3		建築 ケンチク				南区 ミナミ		三春台保育園休憩室及び遊戯室の手洗場設置工事

		103		第3		建築 ケンチク				南区		清水ケ丘保育園幼児トイレ改修工事

		104		第3		建築 ケンチク				南区		しろばら保育園乳幼児トイレ改修工事

		105		第3		建築 ケンチク				南区		井土ケ谷保育園２階テラスのｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ（人工芝）張替工事

		106		第3		建築 ケンチク				南区		井土ケ谷保育園幼児トイレ改修工事

		107		第3		建築 ケンチク				南区		井土ケ谷保育園保育室床改修工事

		108		第3		建築 ケンチク				南区		しろばら保育園給水管更新工事

		109		第3		建築 ケンチク				鶴見区		鶴見区役所トイレ改修工事

		110		第3		建築 ケンチク				中区		中区役所トイレ改修工事

		111		第3		建築 ケンチク				栄区		栄区総合庁舎トイレ改修工事 サカエクソウゴウチョウシャ

		112		第3		建築 ケンチク				西区		横浜みなとみらいホールほか５施設トイレ改修工事

		113		第3		建築 ケンチク				神奈川区		中央卸売市場本場水産物部ほかフェンス新設工事

		114		第3		建築 ケンチク				神奈川区		中央卸売市場本場水産物部排水溝等改修工事

		115		第3		建築 ケンチク				神奈川区		中央卸売市場本場関連棟店舗内装改修工事

		116		第3		建築 ケンチク				金沢区		金沢さくら保育園建具改修その他工事

		117		第3		建築 ケンチク				金沢区		金沢さくら保育園正門門扉・電子錠交換工事

		118		第3		建築 ケンチク				金沢区		釜利谷保育園濡れ縁改修その他工事

		119		第3		建築 ケンチク				港南区		港南台第二保育園トイレ改修工事

		120		第3		建築 ケンチク				各区		横浜市内保育園リフレッシュ工事 ヨコハマシナイホイクエン
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電気

		平成29年度　工事予定一覧（電気） ヘイセイネンドコウジヨテイイチランデンキ

		○　公表内容は、あくまで平成29年4月１日現在の予定であり、今後、変更・追加・中止等がなされ
　る場合があります。 コウヒョウナイヨウヘイセイネンガツニチゲンザイヨテイ

		○　発注時期、入札方法及び工種は、公表時点でのおおむねの見込みであり、今後、変更する場合があり
　ます。 ニュウサツホウホウオヨコウタネバアイ

		○　工事件名は公表時点での仮称です。 コウジケンメイコウヒョウジテンカショウ

		【凡例】 ハンレイ

		　〈発注時期〉 ハッチュウジキ										<入札方法>　条件付一般競争入札 ニュウサツホウホウジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツ

				第１ ダイ		第１四半期（４月～６月） ダイシハンキガツガツ						<工種>　    確定するまでは、以下のとおり表示しています。 コウタネカクテイイカヒョウジ

				第２ ダイ		第２四半期（７月～９月） ダイシハンキガツガツ						　建築　　　建築、塗装、防水及びフェンス等を含みます。 ケンチクケンチクトソウボウスイオヨトウフク

				第３ ダイ		第３四半期（10月～12月） ダイシハンキガツガツ						　電気　　　電気、電気通信及び機械器具設置等を含みます。 デンキデンキデンキツウシンオヨキカイキグセッチトウフク

				第４ ダイ		第４四半期（１月～３月） ダイシハンキガツガツ						　機械　　　管及び機械器具設置等を含みます。 キカイカンオヨキカイキグセッチトウフク

		【電気】 デンキ

		番号 バンゴウ		時期 ジキ		工種 コウタネ		担当課 タントウカ		工事区 コウジク		工　　事　　件　　名 コウコトケンメイ		備考 ビコウ

		1		第1		電気 デンキ		設備		西区		浅間台小学校教室等照明改修工事

		2		第1		電気 デンキ		設備		鶴見区		平安小学校教室等照明改修工事

		3		第1		電気 デンキ		設備		緑区		東本郷小学校教室等照明改修工事

		4		第1		電気 デンキ		設備		港南区		永谷小学校教室等照明改修工事

		5		第1		電気 デンキ		設備		戸塚区		平戸台小学校教室等照明改修工事

		6		第1		電気 デンキ		設備		都筑区		荏田南小学校屋内運動場照明改修工事

		7		第1		電気 デンキ		設備		磯子区		滝頭小学校屋内運動場照明改修工事

		8		第1		電気 デンキ		設備		金沢区		瀬ケ崎小学校屋内運動場照明改修工事

		9		第1		電気 デンキ		設備		西区		戸部小学校屋内運動場照明改修工事

		10		第1		電気 デンキ		設備		金沢区		金沢中学校屋内運動場照明改修工事

		11		第1		電気 デンキ		設備		栄区		本郷台小学校屋内運動場照明改修工事

		12		第1		電気 デンキ		設備		戸塚区		柏尾小学校屋内運動場照明改修工事

		13		第1		電気 デンキ		設備		戸塚区		秋葉小学校屋内運動場照明改修工事

		14		第1		電気 デンキ		設備		戸塚区		東俣野小学校屋内運動場照明改修工事

		15		第1		電気 デンキ		設備		港南区		上永谷中学校屋内運動場照明改修工事

		16		第1		電気 デンキ		設備		港北区		矢上小学校屋内運動場照明改修工事

		17		第1		電気 デンキ		設備		青葉区		青葉台小学校屋内運動場照明改修工事

		18		第1		電気 デンキ		設備		青葉区		鴨志田中学校屋内運動場照明改修工事

		19		第1		電気 デンキ		設備		中区		横浜吉田中学校屋内運動場照明改修工事

		20		第1		電気 デンキ		設備		鶴見区		旭小学校屋内運動場照明改修工事

		21		第1		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		仏向小学校屋内運動場照明改修工事

		22		第1		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		西谷中学校屋内運動場照明改修工事

		23		第1		電気 デンキ		設備		旭区		笹野台小学校屋内運動場照明改修工事

		25		第1		電気 デンキ		設備		戸塚区		平戸中学校屋内運動場照明改修工事

		26		第1		電気 デンキ		設備		瀬谷区		三ツ境小学校高圧引込ケーブル改修工事

		27		第1		電気 デンキ		設備		泉区		飯田北いちょう小学校高圧引込ケーブル改修工事

		28		第1		電気 デンキ		設備		瀬谷区		南瀬谷中学校高圧引込ケーブル改修工事

		29		第1		電気 デンキ		設備		泉区		上飯田小学校高圧引込ケーブル改修工事

		30		第1		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚スポーツセンター非常用発電機更新工事

		31		第1		電気 デンキ		設備		中区		横浜市開港記念会館LED化工事

		32		第2		電気 デンキ		設備		栄区		翆風荘照明設備改修工事

		33		第2		電気 デンキ		設備		港南区		港南スポーツセンター非常用発電設備更新工事

		34		第2		電気 デンキ		設備		都筑区		都筑区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

		35		第2		電気 デンキ		設備		磯子区		磯子区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

		36		第2		電気 デンキ		設備		青葉区		山内図書館非常放送設備更新工事

		37		第2		電気 デンキ		設備		青葉区		山内図書館自動火災報知設備更新工事

		38		第2		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚地域療育センター自動火災報知設備更新工事

		39		第2		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		向陽学園高圧引込ケーブル等更新工事

		40		第2		電気 デンキ		設備		泉区		泉が丘中学校夜間照明設備改修工事 カイシュウコウジ

		41		第2		電気 デンキ		設備		戸塚区		深谷中学校夜間照明設備改修工事 カイシュウコウジ

		42		第3		電気 デンキ		設備		港南区		日野小学校自動火災報知設備改修工事

		43		第3		電気 デンキ		設備		金沢区		釜利谷小学校自動火災報知設備改修工事

		44		第3		電気 デンキ		設備		都筑区		折本小学校自動火災報知設備改修工事

		45		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		川上小学校自動火災報知設備改修工事

		46		第3		電気 デンキ		設備		緑区		新治小学校非常放送設備改修工事

		47		第3		電気 デンキ		設備		瀬谷区 セヤ		瀬谷さくら中学校非常放送設備改修工事 セヤ

		48		第3		電気 デンキ		設備		青葉区		美しが丘小学校シャッター集中制御化工事

		49		第3		電気 デンキ		設備		青葉区		榎が丘小学校シャッター集中制御化工事

		50		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		矢向小学校シャッター集中制御化工事

		51		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		上末吉小学校シャッター集中制御化工事

		52		第3		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		桜台小学校シャッター集中制御化工事

		53		第3		電気 デンキ		設備		磯子区		さわの里小学校シャッター集中制御化工事

		54		第3		電気 デンキ		設備		港南区		港南台第二小学校シャッター集中制御化工事

		55		第3		電気 デンキ		設備		栄区		桂台小学校シャッター集中制御化工事

		56		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		小雀小学校シャッター集中制御化工事

		57		第3		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		瀬戸ケ谷小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		58		第3		電気 デンキ		設備		青葉区		あざみ野第二小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		59		第3		電気 デンキ		設備		南区		藤の木中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		60		第3		電気 デンキ		設備		中区		本町小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		61		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区		幸ケ谷小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		62		第3		電気 デンキ		設備		旭区		希望が丘中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		63		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		鶴見中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		64		第3		電気 デンキ		設備		金沢区		小田小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		65		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区		浦島小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		66		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区		神奈川土木事務所照明設備更新工事

		67		第3		電気 デンキ		設備		泉区		泉区民文化センター　テアトルフォンテ非常放送設備改修工事

		68		第3		電気 デンキ		設備		港南区		港南台第二保育園照明設備改修工事

		69		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		鶴見区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

		70		第3		電気 デンキ		設備		金沢区		釜利谷地区センター自動火災報知設備更新工事

		71		第3		電気 デンキ		設備		中区		大佛次郎記念館自動火災報知設備更新工事

		72		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		寺尾地区センター非常放送設備更新工事

		73		第3		電気 デンキ		設備		泉区		泉区民文化センターテアトルフォンテ自動火災報知設備更新工事

		74		第3		電気 デンキ		設備		港南区		港南地区センター非常放送設備更新工事

		75		第3		電気 デンキ		設備		泉区		泉スポーツセンター非常放送設備更新工事

		76		第3		電気 デンキ		設備		泉区		上飯田地区センター体育室照明ＬＥＤ更新工事 コウジ

		77		第3		電気 デンキ		設備		泉区		下和泉地区センター体育室照明ＬＥＤ更新工事 コウジ

		78		第3		電気 デンキ		設備		南区		吉野町市民プラザ館内照明設備改修工事 ショウメイ

		79		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区		中央卸売市場本場青果棟照明器具改修工事

		80		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟受変電設備改修工事

		81		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟電気設備改修工事

		83		第3		電気 デンキ		設備		金沢区		横浜南部市場水産棟受配電設備等改修工事

		84		第3		電気 デンキ		設備		金沢区		横浜南部市場水産物配送センター電気設備改修工事

		85		第3		電気 デンキ		設備		金沢区		横浜南部市場電力量計設備改修工事

		86		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区		中央卸売市場本場時計設備改修工事

		89		第3		電気 デンキ		設備		泉区		横浜市新橋ホーム高圧電気負荷開閉器及び高圧引き込みケーブル更新工事

		90		第3		電気 デンキ		設備		港北区		障害者スポーツ文化センター横浜ラポールプール照明更新工事

		91		第3		電気 デンキ		設備		南区		清水ケ丘公園体育館照明施設改修工事

		94		第3		電気 デンキ		設備		磯子区		磯子第二ポンプ場火災報知器受信機等改修工事

		95		第3		電気 デンキ		設備		都筑区		川向ポンプ場建築電気設備改修工事

		96		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚ポンプ場電動機室高天井照明器具更新工事

		97		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		北部第一水再生センター水処理棟等照明設備改修工事

		98		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		西部水再生センター管理棟建築動力制御盤等改修工事

		99		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		北部第二水再生センターホッパー棟電気設備改修工事

		101		第4		電気 デンキ		設備		金沢区		金沢プールITV及び記憶媒体更新工事

		102		第4		電気 デンキ		設備		南区		南部公園緑地事務所照明その他改修工事
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機械

		平成29年度　工事予定一覧(機械） ヘイセイネンドコウジヨテイイチランキカイ

		○　公表内容は、あくまで平成29年4月1日現在の予定であり、今後、変更・追加・中止等がなされる場合
  があります。 コウヒョウナイヨウヘイセイネンガツニチゲンザイヨテイ

		○　発注時期、入札方法及び工種は、公表時点でのおおむねの見込みであり、今後、変更する場合があり
　ます。 ニュウサツホウホウオヨコウタネバアイ

		○　工事件名は公表時点での仮称です。 コウジケンメイコウヒョウジテンカショウ

		【凡例】 ハンレイ

		　〈発注時期〉 ハッチュウジキ										<入札方法>　条件付一般競争入札 ニュウサツホウホウジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツ

				第１ ダイ		第１四半期（４月～６月） ダイシハンキガツガツ						<工種>　    確定するまでは、以下のとおり表示しています。 コウタネカクテイイカヒョウジ

				第２ ダイ		第２四半期（７月～９月） ダイシハンキガツガツ						　建築　　　建築、塗装、防水及びフェンス等を含みます。 ケンチクケンチクトソウボウスイオヨトウフク

				第３ ダイ		第３四半期（10月～12月） ダイシハンキガツガツ						　電気　　　電気、電気通信及び機械器具設置等を含みます。 デンキデンキデンキツウシンオヨキカイキグセッチトウフク

				第４ ダイ		第４四半期（１月～３月） ダイシハンキガツガツ						　機械　　　管及び機械器具設置等を含みます。 キカイカンオヨキカイキグセッチトウフク

		【機械】 キカイ

		番号 バンゴウ		時期 ジキ		工種 コウタネ		担当課 タントウカ		工事区 コウジク		工　　事　　件　　名 コウコトケンメイ		備考 ビコウ

		1		第1		管 カン		設備		鶴見区		東高等学校トイレ改修(校舎)工事

		2		第1		管 カン		設備		戸塚区		東汲沢小学校直結給水改修工事

		3		第1		管 カン		設備		磯子区		岡村中学校直結給水改修工事

		4		第1		管 カン		設備		旭区		万騎が原中学校直結給水改修工事

		5		第1		管 カン		設備		泉区		飯田北いちょう小学校直結給水改修工事

		6		第1		管 カン		設備		旭区		善部小学校直結給水改修工事

		7		第1		管 カン		設備		泉区		いずみ野小学校直結給水改修工事

		8		第1		管 カン		設備		金沢区		高舟台小学校直結給水改修工事

		9		第1		管 カン		設備		中区		港中学校直結給水改修工事

		10		第1		管 カン		設備		磯子区		浜中学校直結給水改修工事

		11		第1		管 カン		設備		港南区		上大岡小学校給食給水管改修工事

		12		第1		管 カン		設備		旭区		希望が丘中学校プール循環器更新工事

		13		第1		管 カン		設備		西区		西中学校プール循環器更新工事

		14		第1		管 カン		設備		金沢区		小田小学校プール循環器更新工事

		15		第1		管 カン		設備		瀬谷区		阿久和地区センター吸収冷温水機等更新工事

		16		第1		管 カン		設備		磯子区		社会教育コーナー衛生配管改修工事

		17		第1		管 カン		設備		南区		中部地域療育センター吸収冷温水機等更新工事

		18		第1		管 カン		設備		戸塚区		上矢部地区センター吸収冷温水機等更新工事

		19		第2		管 カン		設備		戸塚区		倉田小学校直結給水改修工事

		20		第2		管 カン		設備		鶴見区		鶴見中学校プール循環器更新工事

		22		第2		管 カン		設備		神奈川区		浦島小学校プール循環器更新工事

		23		第2		管 カン		設備		磯子区		山王台小学校プール給水管改修工事

		24		第2		管 カン		設備		西区		西公会堂衛生配管改修工事

		25		第2		管 カン		設備		鶴見区		鶴見公会堂吸収冷温水機等更新工事

		26		第2		管 カン		設備		戸塚区		戸塚地域療育センター(東戸塚地域ケアプラザ)吸収冷温水機等更新工事

		27		第2		管 カン		設備		保土ケ谷区		保土ケ谷公会堂衛生設備改修工事

		29		第2		管 カン		設備		泉区		泉区総合庁舎自動制御設備更新工事

		30		第2		管 カン		設備		西区		野毛山荘吸収冷温水機等更新工事

		31		第2		管 カン		設備		鶴見区		矢向地区センター吸収冷温水機等更新工事

		32		第2		管 カン		設備		神奈区		神奈川公会堂衛生配管等改修工事

		33		第2		管 カン		設備		緑区		鴨居保育園衛生配管改修工事

		35		第2		管 カン		設備		保土ケ谷区		神戸保育園衛生配管改修工事

		36		第2		管 カン		設備		旭区		旧若葉台西中学校ほか２校多目的トイレ工事

		37		第2		管 カン		設備		磯子区		横浜プールセンター次亜塩素酸ナトリウム貯留槽更新

		38		第2		管 カン		設備		栄区		豊田地域ケアプラザ吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		39		第2		管 カン		設備		戸塚区		原宿地域ケアプラザ温水発生機等更新工事（省エネ）　

		40		第2		管 カン		設備		旭区		川井地域ケアプラザ吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		41		第2		管 カン		設備		戸塚区		上倉田地域ケアプラザ衛生配管等改修工事

		42		第2		管 カン		設備		戸塚区		上倉田地域ケアプラザ吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		43		第2		管 カン		設備		金沢区		南部斎場熱源機器更新

		44		第2		管 カン		設備		旭区		よこはま動物園ホッキョクグマ舎改修業務

		45		第2		管 カン		設備		旭区		よこはま動物園病院棟手術室冷凍冷蔵庫設備改修工事

		46		第2		管 カン		設備		金沢区		野島公園伊藤博文別荘消化設備改修工事

		47		第2		管 カン		設備		南区		清水ケ丘公園体育館空調設備改修工事

		48		第2		管 カン		設備		中区		外交官の家空調設備等更新工事

		49		第2		管 カン		設備		中区		脳卒中・神経脊椎センターICU用空調機更新工事

		50		第2		管 カン		設備		鶴見区		上寺尾小学校コミュニティハウスエアコン更新工事 コウジ

		51		第2		管 カン		設備		緑区		鴨志田第一小学校コミュニティハウスエアコン更新工事 コウジ

		52		第2		管 カン		設備		戸塚区		深谷小学校コミュニティハウスエアコン更新工事 コウジ

		53		第2		管 カン		設備		旭区		中尾小学校直結給水改修工事

		54		第2		管 カン		設備		神奈川区		浦島小学校直結給水改修工事

		55		第3		管 カン		設備		泉区		泉区総合庁舎防排煙制御設備改修工事

		56		第3		管 カン		設備		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部給水配管切廻し改修工事

		57		第3		管 カン		設備		神奈川区		中央卸売市場本場ランプウェイ下給水配管改修工事

		58		第3		管 カン		設備		神奈川区		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟ほかトイレ等改修工事

		59		第3		管 カン		設備		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部排水ポンプ制御盤等改修工事

		60		第3		管 カン		設備		神奈川区		中央卸売市場本場青果部ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸ場空調機改修工事

		61		第3		管 カン		設備		金沢区		南部市場冷蔵庫棟冷凍冷蔵設備改修工事

		62		第3		管 カン		設備		金沢区		南部市場バナナ棟機械設備等改修工事

		63		第3		管 カン		設備		金沢区		南部市場青果保冷庫冷蔵庫設備改修工事

		64		第3		管 カン		設備		神奈川区		中央卸売市場本場青果部№４低温卸売場空調機改修工事

		65		第3		管 カン		設備		瀬谷区		細谷戸保育園浄化槽本下水化工事

		66		第3		管 カン		設備		各区		小学校放課後キッズクラブキッチン設置工事 ショウガッコウ

		67		第3		管 カン		設備		泉区		松風学園居住Ｂ棟男性ウィング給湯配管改修工事

		68		第3		管 カン		設備		鶴見区		江ケ崎ポンプ場給排気用ダンパ等改修工事

		69		第3		管 カン		設備		磯子区		磯子第二ポンプ場等空調機改修工事

		70		第3		管 カン		設備		港北区		新羽ポンプ場建築機械設備改修工事

		71		第3		管 カン		設備		神奈川区		神奈川水再生センター防災設備改修工事

		72		第3		管 カン		設備		中区		中部水再生センターレーダー室等空調設備改修工事

		73		第3		管 カン		設備		金沢区 カナザワ		南部水再生センター空調機改修工事

		74		第3		管 カン		設備		栄区		栄第一水再生センターＢ系水処理棟換気設備等改修工事

		75		第3		管 カン		設備		栄区		栄第二水再生センター防災設備改修工事

		76		第3		管 カン		設備		栄区		栄第二水再生センター第一ポンプ施設消火栓ポンプ及び制御盤更新工事

		77		第3		管 カン		設備		港北区		港北水再生センター第二ポンプ施設換気設備改修工事
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