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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）

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 旭区 ひかりが丘地域ケアプラザ屋上防水工事

2 第3 建築
営繕第一・

第二 旭区 ひかりが丘地域ケアプラザ外壁改修その他工事

3 第3 建築
営繕第一・

第二 神奈川区 神奈川土木事務所休憩室・シャワー室及びトイレ改修工事

4 第3 建築
営繕第一・

第二 神奈川区 神奈川区総合庁舎トイレ改修工事

5 第3 建築
営繕第一・

第二 神奈川区 中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟ほか防熱扉改修工事

6 第3 建築
営繕第一・

第二 神奈川区 中央卸売市場本場青果棟トップライト改修その他工事

7 第3 建築
営繕第一・

第二
神奈川区ほか 神大寺中央公園ほか5公園こどもログハウス外壁等修繕その他工事

8 第3 建築
営繕第一・

第二 金沢区 金沢文庫駅自転車駐車場修繕工事

9 第3 建築
営繕第一・

第二 港南区 南部公園緑地事務所作業室兼倉庫屋根改修工事

10 第3 建築
営繕第一・

第二 港北区 新横浜公園第一レストハウススタンド改修工事

11 第3 建築
営繕第一・

第二 港北区 日吉駅自転車駐車場改修工事

12 第3 建築
営繕第一・

第二 栄区 金井公園ナイター照明灯改修その他工事

13 第3 建築
営繕第一・

第二 栄区 笠間ポンプ場建具改修工事

14 第3 建築
営繕第一・

第二 都筑区 北山田駅自転車駐車場補修工事

15 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 鶴見区総合庁舎トイレ改修工事

16 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 馬場保育園廊下及び保育室床改修工事

17 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 北部第一水再生センター要員宿舎屋根等改修工事

18 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 北部第二水再生センター二次処理電気機械棟建具改修工事

19 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 北部汚泥資源化センターガス発電機棟建具等改修工事

20 第3 建築
営繕第一・

第二 中区 麦田地域ケアプラザ外壁改修その他工事

21 第3 建築
営繕第一・

第二 中区 中福祉授産所改修工事（玄関ドア設置、トイレ改修、壁改修、シンク取替等）

22 第3 建築
営繕第一・

第二 中区 元町公園プール管理棟改修工事

23 第3 建築
営繕第一・

第二 中区 エリスマン邸バルコニー防水改修その他工事

24 第3 建築
営繕第一・

第二 西区 西土木事務所トイレ等改修工事

25 第3 建築
営繕第一・

第二 西区 平沼ポンプ場扉等改修工事

26 第3 建築
営繕第一・

第二 港南区 丸山台中学校改修工事

　建築　　　建築、塗装、防水及びフェンス等を含みます。

　電気　　　電気、電気通信及び機械器具設置等を含みます。

　機械　　　管及び機械器具設置等を含みます。

【建築】

<入札方法>　条件付一般競争入札

<工種>　    確定するまでは、以下のとおり表示しています。

令和元年度下半期　工事予定一覧

○　公表内容は、あくまで令和元年10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。

○　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。
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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 都筑区 都田小学校サッシ改修工事

28 第3 建築
営繕第一・

第二 都筑区 中川西小学校防水改修工事

29 第3 建築
営繕第一・

第二 南区 藤の木小学校トイレ改修工事

30 第3 建築
営繕第一・

第二 都筑区 歴史博物館野外施設屋上防水改修その他工事

31 第3 建築
営繕第一・

第二 青葉区 青葉区総合庁舎青葉区役所トイレ洋式化工事

32 第3 建築
営繕第一・

第二 旭区 市沢地区センター屋根漏水改修その他工事

33 第3 建築
営繕第一・

第二 栄区 栄公会堂外壁改修その他工事

34 第3 建築
営繕第一・

第二 都筑区 北山田地区センター体育室漏水改修工事

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 戸塚区 戸塚高等学校電気その他工事（集中制御盤）

2 第3 電気 設備 港北区 日吉地区センター照明設備改修工事

3 第3 電気 設備 保土ケ谷区 神戸保育園照明設備等改修工事

4 第3 電気 設備 青葉区 みたけ台小学校自動火災報知設備改修工事

5 第3 電気 設備 港南区 永谷小学校自動火災報知設備改修工事

6 第3 電気 設備 金沢区 能見台南小学校自動火災報知設備改修工事

7 第3 電気 設備 神奈川区 斎藤分小学校シャッター集中制御化工事

8 第3 電気 設備 西区 野毛山荘直流電源設備更新工事

9 第3 電気 設備 保土ケ谷区 岩間市民プラザ直流電源設備更新工事

10 第3 電気 設備 保土ケ谷区 消防指令センター高圧引込ケーブル改修工事

11 第3 電気 設備 栄区 豊田地域ケアプラザ自動火災報知設備その他更新工事

12 第3 電気 設備 戸塚区 俣野保育園照明改修工事

13 第3 電気 設備 栄区 栄第二水再生センター管理棟照明設備改修工事

14 第3 電気 設備 栄区 栄区総合庁舎直流電源装置更新工事

15 第3 電気 設備 西区 野毛山荘直流電源装置更新工事

16 第3 電気 設備 戸塚区 戸塚地域療育センター電話設備更新工事

17 第3 電気 設備 西区 藤棚地区センター照明器具ＬＥＤ化工事

18 第3 電気 設備 神奈川区 松見消防出張所ほか５か所防災スピーカ設置工事

19 第3 電気 設備 港南区 港南区総合庁舎ほか６か所防災スピーカ設置工事

20 第3 電気 設備 西区 西消防署ほか６か所防災スピーカ設置工事

21 第3 電気 設備 都筑区 都筑区総合庁舎ほか６か所防災スピーカ設置工事

22 第3 電気 設備 泉区 泉区総合庁舎ほか６か所防災スピーカ設置工事

23 第3 電気 設備 戸塚区 戸塚消防署ほか７か所防災スピーカ設置工事

24 第3 電気 設備 保土ケ谷区 保土ケ谷スポーツセンター高圧ガス負荷開閉器設置工事

25 第3 電気 設備 南区 しろばら保育園照明改修工事

26 第3 電気 設備 戸塚区 西部水再生センター管理棟動力制御盤等改修工事

27 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照明設備改修工事

28 第3 電気 設備 神奈川区 神奈川水再生センター特高受変電施設照明設備更新工事

29 第3 電気 設備 鶴見区 北部汚泥資源化センター汚泥管理棟等照明設備改修工事

30 第3 電気 設備 鶴見区 市場ポンプ場管廊照明設備改修工事

【電気】
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

31 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

32 第3 電気 設備 神奈川区 中央卸売市場本場青果部ほか照明設備改修工事

33 第3 電気 設備 西区 野毛山荘電話設備更新工事

34 第3 電気 設備 港北区 篠原地区センター電話設備更新工事

35 第3 電気 設備 鶴見区 寺尾地区センター火災受信機更新工事

36 第3 電気 設備 泉区 泉公会堂防災設備更新工事

37 第3 電気 設備 中区 研修センター防災設備更新工事

38 第3 電気 設備 泉区 中川地区センター防災アンプ更新工事

39 第3 電気 設備 保土ケ谷区 初音が丘地区センター防災アンプ更新工事

40 第3 電気 設備 南区 清水ケ丘公園防災設備更新工事

41 第3 電気 設備 緑区 中山みどり園防災設備更新工事

42 第3 電気 設備 泉区 新橋ホーム防災設備更新工事

43 第3 電気 設備 中区 中スポーツセンターＩＴＶ更新工事

44 第3 電気 設備 中区 山下公園火災受信機更新工事

45 第3 電気 設備 旭区 都岡中学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事

46 第3 電気 設備 都筑区 中川小学校ほか２校プール循環ポンプ制御盤更新工事

47 第3 電気 設備 磯子区 杉田小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事

48 第3 電気 設備 港北区 新羽小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事

49 第3 電気 設備 南区 中村小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事

番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

1 第3 機械 設備 金沢区 釜利谷東小学校直結給水化工事

2 第3 機械 設備 瀬谷 南瀬谷中学校直結給水化工事

3 第3 機械 設備 港南区 桜岡小学校直結給水化工事

4 第3 機械 設備 港南区 吉原小学校直結給水化工事

5 第3 機械 設備 泉区 いずみ野中学校直結給水化工事

6 第3 機械 設備 磯子区 洋光台第二中学校直結給水化工事

7 第3 機械 設備 西区 藤棚地区センター 加圧給水ポンプユニット更新工事

8 第3 機械 設備 鶴見区 寺尾地区センター衛生配管改修工事

9 第3 機械 設備 南区 中部地域療育センター加圧給水ポンプユニット更新工事

10 第3 機械 設備 南区 しろばら保育園空調機更新その他工事

11 第3 機械 設備 南区 吉野町市民プラザトイレ改修その他工事

12 第3 機械 設備 市外 少年自然の家赤城林間学園温水発生機更新工事

13 第3 機械 設備 港南区 福祉保健研修交流センターウイリング横浜トイレ等改修工事

14 第3 機械 設備 中区 ベーリックホール配管改修工事

15 第3 機械 設備 中区 エリスマン邸空調機更新工事（機械）

16 第3 機械 設備 港北区 篠原消防出張所浄化槽廃止その他工事

17 第3 機械 設備 鶴見区 北部第一水再生センター管理棟１階試験室実験台等改修工事

18 第3 機械 設備 鶴見区 北部第一水再生センター４・５系電気室等空調設備等改修工事

19 第3 機械 設備 磯子区 南部水再生センター本館空調設備等改修工事

【機械】
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

20 第3 機械 設備 都筑区 都筑水再生センター電気機械棟給排水設備改修工事

21 第3 機械 設備 戸塚区 西部水再生センター管理棟ガス配管等改修工事

22 第3 機械 設備 栄区 栄第二水再生センター本館等防災設備改修工事

23 第3 機械 設備 金沢区 南部部汚泥資源化センター管理棟会議室内装等改修工事

24 第3 機械 設備 緑区 鴨居ポンプ場ほか給排気ファン設備等改修工事

25 第3 機械 設備 緑区 川向ポンプ場ほか防煙防火ダンパー等交換工事

26 第3 機械 設備 西区 平沼ポンプ場防災設備等改修工事

27 第3 機械 設備 磯子区 磯子第二ポンプ場ほか３施設作業員控室空調等改修工事

28 第3 機械 設備 栄区 笠間ポンプ場防火ダンパー等改修工事

29 第3 機械 設備 港北区 北綱島ポンプ場第一・第二施設制御室用空調設備等改修工事

30 第3 機械 設備 神奈川区 西菅田保育園冷暖房機更新工事

31 第3 機械 設備 西区 南浅間保育園冷暖房機更新工事

32 第3 機械 設備 中区 錦保育園冷暖房機更新工事

33 第3 機械 設備 中区 山手保育園冷暖房機更新工事

34 第3 機械 設備 南区 井土ケ谷保育園冷暖房機更新工事

35 第3 機械 設備 港南区 上大岡保育園冷暖房機更新工事

36 第3 機械 設備 港南区 野庭保育園冷暖房機更新工事

37 第3 機械 設備 港南区 港南台第二保育園冷暖房機更新工事

38 第3 機械 設備 保土ケ谷区 神戸保育園冷暖房機更新工事

39 第3 機械 設備 保土ケ谷区 岩井保育園冷暖房機更新工事

40 第3 機械 設備 旭区 左近山保育園冷暖房機更新工事

41 第3 機械 設備 旭区 ひかりが丘保育園冷暖房機更新工事

42 第3 機械 設備 旭区 柏保育園冷暖房機更新工事

43 第3 機械 設備 金沢区 釜利谷保育園冷暖房機更新工事

44 第3 機械 設備 緑区 長津田保育園冷暖房機更新工事

45 第3 機械 設備 緑区 鴨居保育園冷暖房機更新工事

46 第3 機械 設備 青葉区 奈良保育園冷暖房機更新工事

47 第3 機械 設備 都筑区 荏田保育園冷暖房機更新工事

48 第3 機械 設備 戸塚区 大熊保育園冷暖房機更新工事

49 第3 機械 設備 栄区泉区 みどり保育園冷暖房機更新工事

50 第3 機械 設備 戸塚区 舞岡保育園冷暖房機更新工事

51 第3 機械 設備 戸塚区 汲沢保育園冷暖房機更新工事

52 第3 機械 設備 戸塚区 俣野保育園冷暖房機更新工事

53 第3 機械 設備 栄区 公田保育園冷暖房機更新工事

54 第3 機械 設備 泉区 北上飯田保育園冷暖房機更新工事

55 第3 機械 設備 泉区 和泉保育園冷暖房機更新工事

56 第3 機械 設備 瀬谷区 瀬谷第二保育園冷暖房機更新工事

57 第3 機械 設備 瀬谷区 二ツ橋保育園冷暖房機更新工事

58 第3 機械 設備 戸塚区 川上保育園冷暖房機更新工事

59 第3 機械 設備 都筑区 茅ケ崎保育園冷暖房機更新工事

60 第3 機械 設備 旭区 よこはま動物園チンパンジー舎空調設備改修工事


	工事一覧


工事一覧
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		【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３ ダイ		第３四半期（10月～12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４ ダイ		第４四半期（１月～３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

												　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

												　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3		建築		営繕第一・第二		旭区		ひかりが丘地域ケアプラザ屋上防水工事

		2		第3		建築		営繕第一・第二		旭区		ひかりが丘地域ケアプラザ外壁改修その他工事

		3		第3		建築		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川土木事務所休憩室・シャワー室及びトイレ改修工事

		4		第3		建築		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川区総合庁舎トイレ改修工事

		5		第3		建築		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟ほか防熱扉改修工事

		6		第3		建築		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場青果棟トップライト改修その他工事

		7		第3		建築		営繕第一・第二		神奈川区ほか		神大寺中央公園ほか5公園こどもログハウス外壁等修繕その他工事

		8		第3		建築		営繕第一・第二		金沢区		金沢文庫駅自転車駐車場修繕工事

		9		第3		建築		営繕第一・第二		港南区		南部公園緑地事務所作業室兼倉庫屋根改修工事

		10		第3		建築		営繕第一・第二		港北区		新横浜公園第一レストハウススタンド改修工事

		11		第3		建築		営繕第一・第二		港北区		日吉駅自転車駐車場改修工事

		12		第3		建築		営繕第一・第二		栄区		金井公園ナイター照明灯改修その他工事

		13		第3		建築		営繕第一・第二		栄区		笠間ポンプ場建具改修工事

		14		第3		建築		営繕第一・第二		都筑区		北山田駅自転車駐車場補修工事

		15		第3		建築		営繕第一・第二		鶴見区		鶴見区総合庁舎トイレ改修工事

		16		第3		建築		営繕第一・第二		鶴見区		馬場保育園廊下及び保育室床改修工事

		17		第3		建築		営繕第一・第二		鶴見区		北部第一水再生センター要員宿舎屋根等改修工事

		18		第3		建築		営繕第一・第二		鶴見区		北部第二水再生センター二次処理電気機械棟建具改修工事

		19		第3		建築		営繕第一・第二		鶴見区		北部汚泥資源化センターガス発電機棟建具等改修工事

		20		第3		建築		営繕第一・第二		中区		麦田地域ケアプラザ外壁改修その他工事

		21		第3		建築		営繕第一・第二		中区		中福祉授産所改修工事（玄関ドア設置、トイレ改修、壁改修、シンク取替等）

		22		第3		建築		営繕第一・第二		中区		元町公園プール管理棟改修工事

		23		第3		建築		営繕第一・第二		中区		エリスマン邸バルコニー防水改修その他工事

		24		第3		建築		営繕第一・第二		西区		西土木事務所トイレ等改修工事

		25		第3		建築		営繕第一・第二		西区		平沼ポンプ場扉等改修工事

		26		第3		建築		営繕第一・第二		港南区		丸山台中学校改修工事

		27		第3		建築		営繕第一・第二		都筑区		都田小学校サッシ改修工事

		28		第3		建築		営繕第一・第二		都筑区		中川西小学校防水改修工事

		29		第3		建築		営繕第一・第二		南区		藤の木小学校トイレ改修工事

		30		第3		建築		営繕第一・第二		都筑区		歴史博物館野外施設屋上防水改修その他工事

		31		第3		建築		営繕第一・第二		青葉区		青葉区総合庁舎青葉区役所トイレ洋式化工事

		32		第3		建築		営繕第一・第二		旭区		市沢地区センター屋根漏水改修その他工事

		33		第3		建築		営繕第一・第二		栄区		栄公会堂外壁改修その他工事

		34		第3		建築		営繕第一・第二		都筑区		北山田地区センター体育室漏水改修工事

		【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		戸塚区		戸塚高等学校電気その他工事（集中制御盤）

		2		第3		電気		設備		港北区		日吉地区センター照明設備改修工事

		3		第3		電気		設備		保土ケ谷区		神戸保育園照明設備等改修工事

		4		第3		電気		設備		青葉区		みたけ台小学校自動火災報知設備改修工事

		5		第3		電気		設備		港南区		永谷小学校自動火災報知設備改修工事

		6		第3		電気		設備		金沢区		能見台南小学校自動火災報知設備改修工事

		7		第3		電気		設備		神奈川区		斎藤分小学校シャッター集中制御化工事

		8		第3		電気		設備		西区		野毛山荘直流電源設備更新工事

		9		第3		電気		設備		保土ケ谷区		岩間市民プラザ直流電源設備更新工事

		10		第3		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		消防指令センター高圧引込ケーブル改修工事 ショウボウシレイコウアツ

		11		第3		電気 デンキ		設備		栄区 サカエク		豊田地域ケアプラザ自動火災報知設備その他更新工事 トヨダチイキジドウカサイホウチセツビタコウシンコウジ

		12		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		俣野保育園照明改修工事 マタノホイクエンショウメイカイシュウコウジ

		13		第3		電気 デンキ		設備		栄区 サカエク		栄第二水再生センター管理棟照明設備改修工事 サカエダイニミズサイセイカンリトウショウメイセツビカイシュウコウジ

		14		第3		電気 デンキ		設備		栄区 サカエク		栄区総合庁舎直流電源装置更新工事

		15		第3		電気 デンキ		設備		西区		野毛山荘直流電源装置更新工事 ノゲヤマソウソウチ

		16		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚地域療育センター電話設備更新工事 セツビ

		17		第3		電気 デンキ		設備		西区		藤棚地区センター照明器具ＬＥＤ化工事 フジダナチクショウメイキグェｄカコウジ

		18		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		松見消防出張所ほか５か所防災スピーカ設置工事 マツミショウボウシュッチョウジョショボウサイセッチコウジ

		19		第3		電気 デンキ		設備		港南区		港南区総合庁舎ほか６か所防災スピーカ設置工事 コウナンクソウゴウチョウシャショボウサイセッチコウジ

		20		第3		電気 デンキ		設備		西区		西消防署ほか６か所防災スピーカ設置工事 ニシショウボウショショボウサイセッチコウジ

		21		第3		電気 デンキ		設備		都筑区		都筑区総合庁舎ほか６か所防災スピーカ設置工事 ツヅキクソウゴウチョウシャショボウサイセッチコウジ

		22		第3		電気 デンキ		設備		泉区		泉区総合庁舎ほか６か所防災スピーカ設置工事 イズミクソウゴウチョウシャショボウサイセッチコウジ

		23		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚消防署ほか７か所防災スピーカ設置工事 トツカショウボウショショショボウサイセッチコウジ

		24		第3		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		保土ケ谷スポーツセンター高圧ガス負荷開閉器設置工事 コウアツフカカイヘイキセッチコウジ

		25		第3		電気 デンキ		設備		南区		しろばら保育園照明改修工事 ホイクエンショウメイカイシュウコウジ

		26		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		西部水再生センター管理棟動力制御盤等改修工事 セイブミズサイセイカンリトウドウリョクセイギョバントウカイシュウコウジ

		27		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照明設備改修工事 ホクブダイニミズサイセイトウショウメイセツビカイシュウコウジ

		28		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		神奈川水再生センター特高受変電施設照明設備更新工事 カナガワミズサイセイトッコウジュヘンデンシセツショウメイセツビコウシンコウジ

		29		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		北部汚泥資源化センター汚泥管理棟等照明設備改修工事 ホクブオデイシゲンカオデイカンリトウトウショウメイセツビカイシュウコウジ

		30		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		市場ポンプ場管廊照明設備改修工事 イチバジョウカンロウショウメイセツビカイシュウコウジ

		31		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟電気設備改修工事 チュウオウダイイチレイゾウコトウデンキセツビカイシュウコウジ

		32		第3		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		中央卸売市場本場青果部ほか照明設備改修工事 チュウオウセイカブショウメイセツビカイシュウコウジ

		33		第3		電気 デンキ		設備		西区		野毛山荘電話設備更新工事 ノゲヤマソウデンワセツビコウシンコウジ

		34		第3		電気 デンキ		設備		港北区		篠原地区センター電話設備更新工事 シノハラチクデンワセツビコウシンコウジ

		35		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		寺尾地区センター火災受信機更新工事 テラオチクカサイジュシンキコウシンコウジ

		36		第3		電気 デンキ		設備		泉区		泉公会堂防災設備更新工事 イズミコウカイドウボウサイセツビコウシンコウジ

		37		第3		電気 デンキ		設備		中区		研修センター防災設備更新工事 ケンシュウボウサイセツビコウシンコウジ

		38		第3		電気 デンキ		設備		泉区		中川地区センター防災アンプ更新工事 ナカガワチクボウサイコウシンコウジ

		39		第3		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		初音が丘地区センター防災アンプ更新工事 ハツネオカチクボウサイコウシンコウジ

		40		第3		電気 デンキ		設備		南区		清水ケ丘公園防災設備更新工事 シミズオカコウエンボウサイセツビコウシンコウジ

		41		第3		電気 デンキ		設備		緑区 ミドリク		中山みどり園防災設備更新工事 ナカヤマエンボウサイセツビコウシンコウジ

		42		第3		電気 デンキ		設備		泉区		新橋ホーム防災設備更新工事 シンバシボウサイセツビコウシンコウジ

		43		第3		電気 デンキ		設備		中区		中スポーツセンターＩＴＶ更新工事 ナカコウシンコウジ

		44		第3		電気 デンキ		設備		中区		山下公園火災受信機更新工事 ヤマシタコウエンカサイジュシンキコウシンコウジ

		45		第3		電気 デンキ		設備		旭区		都岡中学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事 ツオカチュウガッコウコウジュンカンセイギョバンコウシンコウジ

		46		第3		電気 デンキ		設備		都筑区		中川小学校ほか２校プール循環ポンプ制御盤更新工事 ナカガワショウガッコウコウジュンカンセイギョバンコウシンコウジ

		47		第3		電気 デンキ		設備		磯子区		杉田小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事 スギタショウガッコウコウジュンカンセイギョバンコウシンコウジ

		48		第3		電気 デンキ		設備		港北区		新羽小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事 ニッパショウガッコウコウジュンカンセイギョバンコウシンコウジ

		49		第3		電気 デンキ		設備		南区		中村小学校ほか１校プール循環ポンプ制御盤更新工事 ナカムラショウガッコウコウジュンカンセイギョバンコウシンコウジ

		【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		機械		設備		金沢区		釜利谷東小学校直結給水化工事

		2		第3		機械		設備		瀬谷		南瀬谷中学校直結給水化工事

		3		第3		機械		設備		港南区		桜岡小学校直結給水化工事

		4		第3		機械		設備		港南区		吉原小学校直結給水化工事

		5		第3		機械		設備		泉区		いずみ野中学校直結給水化工事

		6		第3		機械		設備		磯子区		洋光台第二中学校直結給水化工事

		7		第3		機械		設備		西区		藤棚地区センター 加圧給水ポンプユニット更新工事

		8		第3		機械		設備		鶴見区		寺尾地区センター衛生配管改修工事

		9		第3		機械		設備		南区		中部地域療育センター加圧給水ポンプユニット更新工事

		10		第3		機械		設備		南区		しろばら保育園空調機更新その他工事 ホイクエンクウチョウキコウシンタコウジ

		11		第3		機械		設備		南区		吉野町市民プラザトイレ改修その他工事 ヨシノチョウシミンカイシュウタコウジ

		12		第3		機械		設備		市外 シガイ		少年自然の家赤城林間学園温水発生機更新工事 ショウネンシゼンイエアカギリンカンガクエンオンスイハッセイキコウシンコウジ

		13		第3		機械		設備		港南区		福祉保健研修交流センターウイリング横浜トイレ等改修工事 フクシホケンケンシュウコウリュウヨコハマトウカイシュウコウジ

		14		第3		機械		設備		中区		ベーリックホール配管改修工事 ハイカンカイシュウコウジ

		15		第3		機械		設備		中区 ナカ		エリスマン邸空調機更新工事（機械） テイクウチョウキコウシンコウジキカイ

		16		第3		機械		設備		港北区		篠原消防出張所浄化槽廃止その他工事 シノハラショウボウシュッチョウジョジョウカソウハイシタコウジ

		17		第3		機械		設備		鶴見区		北部第一水再生センター管理棟１階試験室実験台等改修工事 ホクブダイイチミズサイセイカンリトウカイシケンシツジッケンダイトウカイシュウコウジ

		18		第3		機械		設備		鶴見区		北部第一水再生センター４・５系電気室等空調設備等改修工事 ホクブダイイチミズサイセイケイデンキシツトウクウチョウセツビトウカイシュウコウジ

		19		第3		機械		設備		磯子区		南部水再生センター本館空調設備等改修工事 ナンブミズサイセイホンカンクウチョウセツビトウカイシュウコウジ

		20		第3		機械		設備		都筑区		都筑水再生センター電気機械棟給排水設備改修工事 ツヅキミズサイセイデンキキカイトウキュウハイスイセツビカイシュウコウジ

		21		第3		機械		設備		戸塚区		西部水再生センター管理棟ガス配管等改修工事 セイブミズサイセイカンリトウハイカントウカイシュウコウジ

		22		第3		機械		設備		栄区		栄第二水再生センター本館等防災設備改修工事 サカエダイニミズサイセイホンカントウボウサイセツビカイシュウコウジ

		23		第3		機械		設備		金沢区		南部部汚泥資源化センター管理棟会議室内装等改修工事 ナンブブオデイシゲンカカンリトウカイギシツナイソウトウカイシュウコウジ

		24		第3		機械		設備		緑区		鴨居ポンプ場ほか給排気ファン設備等改修工事 カモイジョウキュウハイキセツビトウカイシュウコウジ

		25		第3		機械		設備		緑区		川向ポンプ場ほか防煙防火ダンパー等交換工事 カワムカイジョウボウエンボウカトウコウカンコウジ

		26		第3		機械		設備		西区		平沼ポンプ場防災設備等改修工事 ヒラヌマジョウボウサイセツビトウカイシュウコウジ

		27		第3		機械		設備		磯子区		磯子第二ポンプ場ほか３施設作業員控室空調等改修工事 イソゴダイニジョウシセツサギョウインヒカエシツクウチョウトウカイシュウコウジ

		28		第3		機械		設備		栄区		笠間ポンプ場防火ダンパー等改修工事 カサマジョウボウカトウカイシュウコウジ

		29		第3		機械		設備		港北区		北綱島ポンプ場第一・第二施設制御室用空調設備等改修工事 キタツナシマジョウダイイチダイニシセツセイギョシツヨウクウチョウセツビトウカイシュウコウジ

		30		第3		機械		設備		神奈川区		西菅田保育園冷暖房機更新工事 ニシスゲタホイクエンレイダンボウキコウシンコウジ

		31		第3		機械		設備		西区		南浅間保育園冷暖房機更新工事 ミナミセンゲンホイクエン

		32		第3		機械		設備		中区		錦保育園冷暖房機更新工事 ニシキホイクエン

		33		第3		機械		設備		中区		山手保育園冷暖房機更新工事 ヤマテホイクエン

		34		第3		機械		設備		南区		井土ケ谷保育園冷暖房機更新工事 イツチタニホイクエン

		35		第3		機械		設備		港南区 コウナンク		上大岡保育園冷暖房機更新工事 カミオオオカホイクエン

		36		第3		機械		設備		港南区 コウナンク		野庭保育園冷暖房機更新工事 ノニワホイクエン

		37		第3		機械		設備		港南区 コウナンク		港南台第二保育園冷暖房機更新工事 コウナンダイダイニホイクエン

		38		第3		機械		設備		保土ケ谷区		神戸保育園冷暖房機更新工事 コウベホイクエン

		39		第3		機械		設備		保土ケ谷区		岩井保育園冷暖房機更新工事 イワイ

		40		第3		機械		設備		旭区		左近山保育園冷暖房機更新工事 サコンヤマ

		41		第3		機械		設備		旭区		ひかりが丘保育園冷暖房機更新工事 オカ

		42		第3		機械		設備		旭区		柏保育園冷暖房機更新工事 カシワ

		43		第3		機械		設備		金沢区		釜利谷保育園冷暖房機更新工事 カマリヤ

		44		第3		機械		設備		緑区		長津田保育園冷暖房機更新工事

		45		第3		機械		設備		緑区		鴨居保育園冷暖房機更新工事 カモイ

		46		第3		機械		設備		青葉区		奈良保育園冷暖房機更新工事 ナラ

		47		第3		機械		設備		都筑区		荏田保育園冷暖房機更新工事 エダ

		48		第3		機械		設備		戸塚区		大熊保育園冷暖房機更新工事 オオクマホイクエンレイダンボウキコウシンコウジ

		49		第3		機械		設備		栄区泉区		みどり保育園冷暖房機更新工事

		50		第3		機械		設備		戸塚区		舞岡保育園冷暖房機更新工事 マイオカ

		51		第3		機械		設備		戸塚区		汲沢保育園冷暖房機更新工事 グミサワ

		52		第3		機械		設備		戸塚区		俣野保育園冷暖房機更新工事 マタノ

		53		第3		機械		設備		栄区		公田保育園冷暖房機更新工事 クデン

		54		第3		機械		設備		泉区		北上飯田保育園冷暖房機更新工事 キタカミイイダ

		55		第3		機械		設備		泉区		和泉保育園冷暖房機更新工事 イズミ

		56		第3		機械		設備		瀬谷区 セヤク		瀬谷第二保育園冷暖房機更新工事 セヤダイニ

		57		第3		機械		設備		瀬谷区 セヤク		二ツ橋保育園冷暖房機更新工事 フタハシ

		58		第3		機械		設備		戸塚区		川上保育園冷暖房機更新工事 カワカミ

		59		第3		機械		設備		都筑区		茅ケ崎保育園冷暖房機更新工事 チガサキホイクエン

		60		第3		機械		設備		旭区		よこはま動物園チンパンジー舎空調設備改修工事 ドウブツエンシャクウチョウセツビカイシュウコウジ
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建築

		平成31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31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		営繕第一・第二		旭区		今宿保育園サッシ改修工事

		2		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		今宿保育園乳児用トイレ改修工事

		3		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		今宿保育園調理室ドライ化工事（10/10開札） カイサツ

		4		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		ひかりが丘地域ケアプラザ屋上防水工事

		5		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		ひかりが丘地域ケアプラザ外壁改修その他工事

		6		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		よこはま動物園アクアテラス改修業務工事

		7		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		泉区		北上飯田保育園避難用滑り台設置工事

		8		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		洋光台地域ケアプラザ 外壁及び屋上防水改修その他工事

		9		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		磯子ポンプ場モーター室手すり等改修工事

		10		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		南部水再生センター本館１階屋外等防水改修工事

		11		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		南部水再生センター宿舎内壁等改修工事

		12		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		南部水再生センター工作室屋根等改修工事

		13		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川区総合庁舎トイレ改修（その６）工事

		14		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川土木事務所休憩室・シャワー室及びトイレ改修工事

		15		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川区総合庁舎トイレ改修工事

		16		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場関連棟トイレ改修工事

		17		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場青果部ほか排水溝等改修工事

		18		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場青果部ほか防火シャッター等改修工事

		19		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟ほか防熱扉改修工事

		20		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部ほかシャッター等補修工事

		21		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部駐車場棟階段等補修工事

		22		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場青果棟トップライト改修その他工事

		23		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区ほか		神大寺中央公園ほか5公園こどもログハウス外壁等修繕その他工事

		24		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南六浦保育園スライディングドア改修工事

		25		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南部斎場トイレ洋式化及び内装改修工事（建築・電気・機械） ヨウ

		26		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		六浦ポンプ場衛生設備改修工事

		27		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		金沢水再生センター建具等改修工事

		28		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南部汚泥資源化センター屋上防水等改修工事

		29		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		金沢水再生センター管理棟改築工事

		30		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		金沢文庫駅自転車駐車場修繕工事

		31		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港南区		南部公園緑地事務所作業室兼倉庫屋根改修工事

		32		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港南区		上永谷駅第三自転車駐車場改修工事

		33		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		新横浜公園第一レストハウススタンド改修工事

		34		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		北綱島ポンプ場門扉等改修工事

		35		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		新羽ポンプ場排水用樋等改修工事

		36		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		港北水再生センター中央沈砂池施設屋上防水改修工事

		37		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		日吉駅自転車駐車場改修工事

		38		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄区総合庁舎栄区総合庁舎トイレ改修工事

		39		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		本郷ふじやま公園古民家改修その他工事

		40		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		金井公園ナイター照明灯改修その他工事

		41		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		笠間ポンプ場建具改修工事

		42		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄第一水再生センター建具改修工事

		43		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄第二水再生センター第一ポンプ施設壁面改修工事

		44		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		本郷特別支援学校内部改修その他工事

		45		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		障害者研修保養センター横浜あゆみ荘レストラン厨房等バックヤード改修工事

		46		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		都筑水再生センター第二ポンプ施設建具等改修工事

		47		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		都筑水再生センター第二ポンプ施設金属物改修工事

		48		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		北山田駅自転車駐車場補修工事

		49		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		鶴見土木事務所女性用シャワー室増設工事

		50		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		鶴見区総合庁舎トイレ改修工事

		51		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		馬場保育園トイレドライ化工事

		52		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		馬場保育園厨房改修工事

		53		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		馬場保育園廊下及び保育室床改修工事

		54		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		潮田保育園トイレドライ化工事

		55		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		北部第一水再生センター要員宿舎屋根等改修工事

		56		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		上末吉ポンプ場要員宿舎等屋根防水改修工事

		57		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		北部第二水再生センター二次処理電気機械棟建具改修工事

		58		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		北部汚泥資源化センターガス発電機棟建具等改修工事

		59		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		戸塚区		東戸塚駅エスカレーター棟排水設備修繕工事

		60		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		戸塚区		西部水再生センター水処理施設等扉改修工事

		61		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		戸塚区		西部水再生センター資材倉庫シャッター等改修工事

		62		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		戸塚区		戸塚駅東口第二自転車駐車場改修工事

		63		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		戸塚区		東戸塚駅東口第二自転車駐車場（A棟）屋上防水改修その他工事

		64		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		麦田地域ケアプラザ外壁改修その他工事

		65		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		中福祉授産所改修工事（玄関ドア設置、トイレ改修、壁改修、シンク取替等）

		66		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		元町公園プール管理棟改修工事

		67		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		エリスマン邸バルコニー防水改修その他工事

		68		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		中部水再生センター第三ポンプ施設二重壁撤去工事

		69		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		西土木事務所トイレ等改修工事

		70		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		野毛山動物園ダチョウ舎ほか改修工事

		71		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		平沼ポンプ場扉等改修工事

		72		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		ほどがや地区センターアスベスト除去工事

		73		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		神戸保育園外壁改修工事

		74		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		鴨志田第一小学校プール改修工事

		75		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		六ツ川地域ケアプラザ屋上防水改修その他工事

		76		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区ほか		横浜商業高等学校、みなと総合高校特定天井改修工事

		77		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		東小学校プール改修工事

		78		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		丸山台中学校改修工事

		79		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		菅田中学校プール改修工事

		80		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		山内中学校プール改修工事

		81		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		戸塚区		笹山小学校普通教室改修工事その他工事

		82		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		城郷中学校屋内運動場屋根防水工事

		83		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		瀬谷駅北口自転車駐車場壁面改良工事

		84		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		生麦小学校トイレ改修工事

		85		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		南瀬谷中学校トイレ改修工事

		86		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		瀬谷中学校トイレ改修工事

		87		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		西本郷小学校プール改修工事

		88		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		屏風浦小学校プール改修工事

		89		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		泉区		中田小学校トイレ改修工事

		90		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		泉区		領家中学校トイレ改修工事

		91		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		都田小防球ネット改修工事

		92		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		東台小学校屋内運動場屋根防水工事

		93		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		緑区		十日市場小学校門扉改修工事 ガッコウ

		94		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		緑区		東本郷小学校校舎建具改修工事

		95		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		緑区		いぶき野小学校校舎建具改修工事

		96		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		瀬谷図書館外壁改修その他工事

		97		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		中消防署外壁改修その他工事

		98		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		横浜市民ギャラリー
（旧いせやま会館）外壁改修その他工事

		99		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		富岡消防出張所外壁改修その他工事

		100		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		小机消防出張所外壁改修その他工事

		101		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		万騎が原ちびっこ動物園管理棟改修工事

		102		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川小学校外壁・サッシ改修工事

		103		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		西寺尾小学校サッシ改修工事

		104		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		宮田中学校外壁・サッシ改修工事

		105		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		峯小学校外壁・サッシ改修工事

		106		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		初音が丘小学校トイレ改修工事

		107		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		藤塚小学校トイレ改修工事

		108		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		不動丸小学校トイレ改修工事

		109		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		獅子ケ谷小学校トイレ改修工事

		110		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		城郷中学校サッシ改修工事

		111		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		日吉台中学校サッシ改修工事

		112		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		新田小学校トイレ改修工事

		113		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		太尾小学校トイレ改修工事

		114		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		浅間台小学校トイレ改修工事

		115		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		平沼小学校外壁・サッシ改修工事

		116		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		奈良小学校外壁・サッシ改修工事

		117		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		鴨志田緑小学校外壁・サッシ改修工事

		118		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		さつきが丘小学校外壁・サッシ改修工事

		119		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		桂小学校トイレ改修工事

		120		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		山元小学校外壁・サッシ改修工事

		121		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		本牧南小学校トイレ改修工事

		122		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		浦島小防球ネット改修工事

		123		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		市場中学校サッシ改修工事

		124		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		上の宮中学校サッシ改修工事

		125		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		上末吉小学校トイレ改修工事

		126		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		鶴見中学校トイレ改修工事

		127		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		東高等学校トイレ改修工事

		128		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		すみれが丘小学校外壁・サッシ改修工事

		129		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		都田中学校サッシ改修工事

		130		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		都田小学校サッシ改修工事

		131		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		中川西小学校防水改修工事 カイシュウコウジ

		132		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		下末吉小学校トイレ改修工事

		133		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		駒岡小学校トイレ改修工事

		134		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		井土ケ谷小学校トイレ改修工事

		135		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		藤の木小学校トイレ改修工事

		136		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		横浜商業高等学校トイレ改修工事

		137		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		中村特別支援学校トイレ改修工事

		138		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		緑区		三保小学校外壁・サッシ改修工事

		139		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		緑区		上山小学校サッシ改修工事

		140		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		緑区		鴨居中学校サッシ改修工事

				第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		権太坂小学校トイレ改修工事

		142		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		金沢動物園キリン舎建具改修工事 タテグ

		143		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		野毛山動物園管理事務所浴室ほか改修工事

		144		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		小菅ケ谷小学校屋内運動場床改修工事

		145		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		瀬戸ケ谷小学校プール架台改修工事 ガッコウ

		146		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		北方小学校給食室セミドライ改修工事

		147		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		三ツ沢公園球技場工事

		148		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		三ツ沢公園陸上競技場修繕工事

		149		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		浦島丘中学校ほか教室改修工事 ジ

		150		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		瀬谷土木事務所車庫・燃料庫アスベスト対策工事

		151		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		弘明寺駅自転車駐車場改修工事

		152		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		歴史博物館野外施設屋上防水改修その他工事

		153		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		根岸小学校西門門扉改修工事 ガッコウ

		154		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		浦島丘中防球ネット改修工事

		155		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		西寺尾第二小学校校舎建具改修工事

		156		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		金沢動物園インドゾウ舎建具改修工事 タテグ

		157		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		茅ケ崎台小学校門扉改修工事 ガッコウ

		158		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		入船公園詰所兼防災備蓄倉庫便所等改修工事

		159		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		上寺尾小学校門扉改修工事 ガッコウ

		160		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		左近山中学校屋内運動場屋根防水工事

		161		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		新井中学校防球ネット改修（抜柱）工事 ガッコウ

		162		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		青葉台中学校防球ネット改修工事 ガッコウ

		163		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		幸ケ谷小学校通級指導教室改修工事

		164		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		永田小学校屋内運動場屋根防水工事

		165		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		舞岡小学校個別支援級改修工事

		166		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		青葉区総合庁舎青葉区役所トイレ洋式化工事 コウジ

		167		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		瀬谷スポーツセンター外壁改修工事

		168		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		旭区		市沢地区センター屋根漏水改修その他工事

		169		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川図書館屋上防水改修その他工事

		170		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		白幡仲町公園（プール管理棟）外壁及び屋上防水改修その他工事

		171		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		三ツ沢公園（第一レストハウス）屋上防水改修その他工事

		172		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		横浜ヘリポート事務棟外壁改修及びホースタワー塗装その他工事

		173		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄図書館外壁改修その他工事

		174		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄公会堂外壁改修その他工事

		175		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		北山田地区センター体育室漏水改修工事

		176		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		六浦ポンプ場等正門等改修工事

		177		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		横浜市児童遊園地（環境活動支援センター）環境活動視線センター高架水槽塗装工事

		178		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		六浦南小学校門扉改修工事 ガッコウ

		179		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		馬場小学校防水工事

		180		第4		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		三保小学校プール改修工事

		181		第4		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		洋光台第二中学校プール改修工事

		182		第4		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		桜台小学校プール改修工事
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電気

		平成３１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31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2		電気 デンキ		設備		泉区		領家中学校屋内運動場照明改修工事

		2		第2		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		坂本小学校屋内運動場照明改修工事

		3		第2		電気 デンキ		設備		緑区 ミドリク		鴨居小学校屋内運動場照明改修工事

		4		第2		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワ		浦島丘中学校屋内運動場照明改修工事

		5		第2		電気 デンキ		設備		青葉区 アオバ		恩田小学校屋内運動場照明改修工事

		6		第2		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		新井小学校教室等照明改修工事

		7		第2		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		今井小学校教室等照明改修工事

		8		第2		電気 デンキ		設備		鶴見区		岸谷小学校教室等照明改修工事

		9		第2		電気 デンキ		設備		中区		梅林小学校教室等照明改修工事

		10		第2		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		神大寺小学校教室等照明改修工事

		11		第2		電気 デンキ		設備		西区		南神大寺小学校教室等照明改修工事

		12		第2		電気 デンキ		設備		港北区		高田東小学校教室等照明改修工事

		13		第2		電気 デンキ		設備		緑区		新田中学校教室等照明改修工事

		14		第2		電気 デンキ		設備		港南区		港南台ひの特別支援学校電気その他工事（インターホン）

		15		第2		電気 デンキ		設備		戸塚区		東戸塚小学校電気その他工事（インターホン）

		16		第2		電気 デンキ		設備		緑区 ミドリク		中村小学校電気その他工事（インターホン）

		17		第2		電気 デンキ		設備		旭区		さちが丘小学校電気その他工事（インターホン）

		18		第2		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		ろう特別支援学校電気その他工事（エレベータ

		19		第2		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚高等学校電気その他工事（集中制御盤）

		20		第2		電気 デンキ		設備		南区		横浜商業高等学校電気その他工事（電話交換機）

		21		第2		電気 デンキ		設備		金沢区 カナザワク		西富岡小学校分電盤改修工事

		22		第2		電気 デンキ		設備		鶴見区		末吉消防出張所照明設備その他改修工事

		23		第2		電気 デンキ		設備		鶴見区		大黒町消防出張所照明設備その他改修工事

		24		第3		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		保土ケ谷公会堂非常用発電機更新工事

		25		第3		電気 デンキ		設備		港北区		日吉地区センター照明設備改修工事

		26		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚土木事務所照明設備その他改修工事

		27		第3		電気 デンキ		設備		旭区		旭土木事務所照明設備等改修工事

		28		第3		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		神戸保育園照明設備等改修工事

		29		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		消防訓練センター自動火災報知更新工事

		30		第3		電気 デンキ		設備		港南区		蓬莱荘照明設備その他改修工事

		31		第3		電気 デンキ		設備		青葉区		藤が丘地区センター照明設備改修工事

		32		第3		電気 デンキ		設備		南区		浦舟園ナースコール設備等改修工事

		33		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		男女共同参画センター横浜受変電設備更新工事

		34		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		鶴見スポーツセンターエレベーター更新工事

		35		第3		電気 デンキ		設備		鶴見区		鶴見図書館分電盤更新工事

		36		第3		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚地域療育センター電話交換機更新工事

		37		第3		電気 デンキ		設備		中区		錦保育園照明設備改修工事

		38		第3		電気 デンキ		設備		西区		野毛山荘エレベーター更新工事

		39		第3		電気 デンキ		設備		泉区		泉スポーツセンターエレベーター更新工事

		40		第4		電気 デンキ		設備		青葉区 アオバ		みたけ台小学校自動火災報知設備改修工事

		41		第4		電気 デンキ		設備		港南区		永谷小学校自動火災報知設備改修工事

		42		第4		電気 デンキ		設備		金沢区 カナザワク		能見台南小学校自動火災報知設備改修工事

		43		第4		電気 デンキ		設備		都筑区		中川小学校自動火災報知設備改修工事

		44		第4		電気 デンキ		設備		港北区		太尾小学校自動火災報知設備改修工事

		45		第4		電気 デンキ		設備		金沢区 カナザワク		富岡小学校自動火災報知設備改修工事

		46		第4		電気 デンキ		設備		旭区		四季の森小学校自動火災報知設備改修工事

		47		第4		電気 デンキ		設備		緑区 ミドリク		中山中学校自動火災報知設備改修工事

		48		第4		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		菅田中学校自動火災報知設備改修工事

		49		第4		電気 デンキ		設備		瀬谷区 セヤク		東野中学校自動火災報知設備改修工事

		50		第4		電気 デンキ		設備		旭区		上白根小学校自動火災報知設備改修工事

		51		第4		電気 デンキ		設備		磯子区 イソゴク		横浜商業高等学校別科自動火災報知設備改修工事

		52		第4		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		岩井原中学校自動火災報知設備改修工事

		53		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		戸塚高等学校自動火災報知設備改修工事

		54		第4		電気 デンキ		設備		鶴見区		旭小学校自動火災報知設備改修工事

		55		第4		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		岩崎小学校自動火災報知設備改修工事

		56		第4		電気 デンキ		設備		都筑区		南山田小学校自動火災報知設備改修工事

		57		第4		電気 デンキ		設備		金沢区 カナザワク		六浦中学校自動火災報知設備改修工事

		58		第4		電気 デンキ		設備		泉区		中田中学校自動火災報知設備改修工事

		59		第4		電気 デンキ		設備		栄区		桂台中学校自動火災報知設備改修工事

		60		第4		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		斎藤分小学校シャッター集中制御化工事

		61		第4		電気 デンキ		設備		旭区		四季の森小学校シャッター集中制御化工事

		62		第4		電気 デンキ		設備		磯子区		川井小学校シャッター集中制御化工事

		63		第4		電気 デンキ		設備		金沢区		左近山中学校シャッター集中制御化工事

		64		第4		電気 デンキ		設備		青葉区		青葉台小学校シャッター集中制御化工事

		65		第4		電気 デンキ		設備		都筑区		元石川小学校シャッター集中制御化工事

		66		第4		電気 デンキ		設備		青葉区		美しが丘東小学校シャッター集中制御化工事

		67		第4		電気 デンキ		設備		都筑区		谷本中学校シャッター集中制御化工事

		68		第4		電気 デンキ		設備		泉区		東中田小学校シャッター集中制御化工事

		69		第4		電気 デンキ		設備		泉区		泉が丘中学校シャッター集中制御化工事

		70		第4		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		上菅田特別支援学校電気その他工事（非常用自家発電設備）

		71		第4		電気 デンキ		設備		港南区		港南台第一中学校非常放送設備改修工事

		72		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		舞岡小学校非常放送設備改修工事

		73		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		倉田小学校非常放送設備改修工事

		74		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		東俣野特別支援学校非常放送設備改修工事

		75		第4		電気 デンキ		設備		栄区 サカエク		桂台小学校非常放送設備改修工事

		76		第4		電気 デンキ		設備		青葉区		谷本中学校非常放送設備改修工事

		77		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		川上小学校非常放送設備改修工事

		78		第4		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区 ク		宮田中学校非常放送設備改修工事

		79		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		南戸塚中学校非常放送設備改修工事

		80		第4		電気 デンキ		設備		泉区		東中田小学校非常放送設備改修工事

		81		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		柏尾小学校非常放送設備改修工事

		82		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		汲沢小学校非常放送設備改修工事

		83		第4		電気 デンキ		設備		鶴見区		生麦中学校非常放送設備改修工事

		84		第4		電気 デンキ		設備		都筑区		つづきの丘小学校非常放送設備改修工事

		85		第4		電気 デンキ		設備		港北区		新吉田小学校非常放送設備改修工事

		86		第4		電気 デンキ		設備		戸塚区		東品濃小学校非常放送設備改修工事

		87		第4		電気 デンキ		設備		青葉区		鉄小学校非常放送設備改修工事

		88		第4		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		南神大寺小学校非常放送設備改修工事

		89		第4		電気 デンキ		設備		鶴見区		馬場小学校非常放送設備改修工事

		90		第4		電気 デンキ		設備		神奈川区 カナガワク		中丸小学校非常放送設備改修工事

		91		第4		電気 デンキ		設備		栄区		栄区総合庁舎（機械室）直流電源装置更新工事

		92		第4		電気 デンキ		設備		西区		野毛山荘直流電源設備更新工事

		93		第4		電気 デンキ		設備		保土ケ谷区		岩間市民プラザ直流電源設備更新工事
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機械

		平成31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31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		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		上永谷中学校給水管改修工事

		2		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区 ホドガヤク		上菅田中学校給水管改修工事

		3		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区 ホドガヤク		権太坂小学校高置水槽改修工事

		4		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区 ミドリク		三保小学校受水槽改修工事

		5		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区 カナザワク		並木第一小学校高置水槽改修工事

		6		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		新羽中学校調理室給排水管改修工事

		7		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区 カナザワク		釜利谷東小学校直結給水化工事

		8		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		希望ケ丘小学校直結給水化工事

		9		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区 カナガワク		松本中学校直結給水化工事

		10		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		寺尾中学校直結給水化工事

		11		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		篠原小学校直結給水化工事

		12		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		南が丘中学校直結給水化工事

		13		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷 セヤ		南瀬谷中学校直結給水化工事

		14		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		新吉田第二小学校直結給水化工事

		15		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		六つ川小学校直結給水化工事

		16		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		桜岡小学校直結給水化工事

		17		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		吉原小学校直結給水化工事

		18		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		泉区		いずみ野中学校直結給水化工事

		19		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区 イソゴク		洋光台第二中学校直結給水化工事

		20		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		西本郷小学校直結給水化工事

		21		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区 ホドガヤク		新井中学校埋設消火管改修

		22		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		谷本中学校揚水管改修

		23		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区 ミドリク		長津田小学校流末配管改修工事

		24		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		日吉南小学校流末配管改修工事

		25		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		蓬莱荘衛生配管等改修工事

		26		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		歴史博物館パッケージ形空調機等更新工事（その２）

		27		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		泉区		新橋ホーム空調設備改修工事（2期）

		28		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚土木事務所パッケージ形空調機更新工事

		29		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		総合リハビリテーションセンターファンコイルユニット更新工事（1期）

		30		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		桂台保育園排水配管更新工事

		31		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		栄消防署パッケージ形空調機更新工事

		32		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		藤棚地区センター 加圧給水ポンプユニット更新工事

		33		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈区		浦島消防出張所パッケージ形空調機更新工事

		34		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		岸谷消防出張所パッケージ形空調機更新工事

		35		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		都筑区総合庁舎VAVコントローラー等更新工事

		36		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		研修センター自動制御設備更新工事

		37		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		美しが丘西地区センター自動制御設備更新工事

		38		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		奈良地区センター吸収冷温水機等更新工事

		39		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		中央図書館熱交換器更新工事

		40		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		寺尾地区センター衛生配管改修工事

		41		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚スポーツセンター衛生配管等改修工事

		42		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		保土区		岩間市民プラザ吸収冷温水機煙道改修工事

		43		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		都岡地区センター吸収冷温水機等更新工事

		44		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		栄区総合庁舎給水配管等更新工事

		45		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚地域療育センター 空調設備改修工事（2期）

		46		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		中部地域療育センター加圧給水ポンプユニット更新工事
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