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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2 建築
営繕第一・

第二 栄区 栄区総合庁舎トイレ改修工事

2 第3 建築
営繕第一・

第二 泉区 緑園東小学校外柵改修工事

3 第3 建築
営繕第一・

第二 都筑区 南山田小学校外柵改修工事

4 第3 建築
営繕第一・

第二 瀬谷区 三ツ境小学校門扉改修工事

5 第3 建築
営繕第一・

第二 戸塚区 南戸塚小学校門扉改修工事

6 第3 建築
営繕第一・

第二 泉区 緑園東小学校門扉改修工事

7 第3 建築
営繕第一・

第二 南区 永田台小学校門扉改修工事

8 第3 建築
営繕第一・

第二 港南区 日野南小学校門扉改修工事

9 第3 建築
営繕第一・

第二 港南区 丸山台小学校門扉改修工事

10 第3 建築
営繕第一・

第二 磯子区 森東小学校門扉改修工事

11 第3 建築
営繕第一・

第二 旭区 南希望が丘中学校門扉改修工事

12 第3 建築
営繕第一・

第二 緑区 山下小学校門扉改修工事

13 第3 建築
営繕第一・

第二 西区 戸部小学校門扉改修工事

14 第3 建築
営繕第一・

第二 泉区 中和田中学校防球ネット改修工事

15 第3 建築
営繕第一・

第二 磯子区 根岸中学校防球ネット改修工事

16 第3 建築
営繕第一・

第二 金沢区 金沢高等学校防球ネット改修工事

17 第3 建築
営繕第一・

第二 港北区 城郷中学校防球ネット改修工事

18 第3 建築
営繕第一・

第二 磯子区 汐見台小学校防球ネット改修工事

19 第3 建築
営繕第一・

第二 青葉区 すすき野保育園屋上防水改修その他工事

20 第3 建築
営繕第一・

第二 瀬谷区 下瀬谷消防出張所屋上防水改修その他工事

21 第3 建築
営繕第一・

第二 港南区 野庭第二保育園外壁改修その他工事

22 第3 建築
営繕第一・

第二 磯子区 横浜こども科学館外壁改修その他工事

23 第3 建築
営繕第一・

第二 港北区 港北公会堂外壁改修その他工事

24 第3 建築
営繕第一・

第二 保土ケ谷区 保土ケ谷スポーツセンター屋上防水改修工事

25 第3 建築
営繕第一・

第二 磯子区 岡村公園管理棟外壁改修その他工事

　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。

平成28年度下半期　工事予定一覧

○　公表内容は、あくまで平成28年10月3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

26 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

27 第3 建築
営繕第一・

第二 中区 中区役所トイレ改修工事

28 第3 建築
営繕第一・

第二 港北区 港北区総合庁舎トイレ改修工事

29 第3 建築
営繕第一・

第二 神奈川区 中央卸売市場本場第二冷蔵庫棟電動防熱扉改修工事

30 第3 建築
営繕第一・

第二 神奈川区 中央卸売市場本場管理棟外壁等補修工事

31 第3 建築
営繕第一・

第二 金沢区 南部市場冷蔵庫棟防熱扉改修工事

32 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 平安公園プール改修工事

33 第3 建築
営繕第一・

第二 神奈川区 三ツ沢公園陸上競技場修繕工事

34 第3 建築
営繕第一・

第二 磯子区 新杉田公園詰所トイレ改修工事

35 第3 建築
営繕第一・

第二 中区 元町公園トイレ改修工事

36 第3 建築
営繕第一・

第二 西区 野毛山動物園類人猿舎改修工事

37 第3 建築
営繕第一・

第二 各区 江ケ崎ポンプ場ほか４施設搬入扉等改修工事

38 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 鶴見ポンプ場管理棟建具改修その他工事

39 第3 建築
営繕第一・

第二 各区 楠ポンプ場ほか３施設門扉等改修工事

40 第3 建築
営繕第一・

第二 金沢区 六浦ポンプ場外柵改修工事

41 第3 建築
営繕第一・

第二 金沢区 南部水再生センター油庫等改修工事

42 第3 建築
営繕第一・

第二 港北区 港北水再生センター沈砂池棟等建具改修工事（建築・電気）

43 第3 建築
営繕第一・

第二 都筑区 都筑水再生センター管理棟玄関屋根等改修工事

44 第3 建築
営繕第一・

第二 栄区 栄第一水再生センター要員宿舎改修工事

45 第3 建築
営繕第一・

第二 栄区 栄第二水再生センターシャッター等建具改修その他工事

46 第3 建築
営繕第一・

第二 鶴見区 北部汚泥資源化センター管理棟搬入扉等改修工事

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 金沢区 南部市場冷蔵庫棟直流電源装置改修工事

2 第3 電気 設備 青葉区 桂小学校自動火災報知設備改修工事

3 第3 電気 設備 旭区 上白根中学校自動火災報知設備改修工事

4 第3 電気 設備 都筑区 芹が谷南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 二谷小学校自動火災報知設備改修工事

6 第3 電気 設備 中区 本牧中学校非常放送設備改修工事

7 第3 電気 設備 保土ケ谷区 ろう特別支援学校非常放送設備改修工事

8 第3 電気 設備 神奈川区 池上小学校シャッター集中制御化工事

9 第3 電気 設備 旭区 二俣川小学校シャッター集中制御化工事

10 第3 電気 設備 青葉区 田奈小学校シャッター集中制御化工事

11 第3 電気 設備 泉区 岡津小学校シャッター集中制御化工事

12 第3 電気 設備 鶴見区 潮田小学校シャッター集中制御化工事

13 第3 電気 設備 保土ケ谷区 星川小学校シャッター集中制御化工事

14 第3 電気 設備 南区 太田小学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

15 第3 電気 設備 港南区 芹が谷南小学校シャッター集中制御化工事

16 第3 電気 設備 金沢区 金沢中学校シャッター集中制御化工事

17 第3 電気 設備 港北区 日吉台小学校シャッター集中制御化工事

18 第3 電気 設備 緑区 瀬谷小学校シャッター集中制御化工事

19 第3 電気 設備 戸塚区 戸塚小学校シャッター集中制御化工事

20 第3 電気 設備 栄区 豊田小学校シャッター集中制御化工事

21 第3 電気 設備 青葉区 もえぎ野小学校シャッター集中制御化工事

22 第3 電気 設備 保土ケ谷区 上星川小学校シャッター集中制御化工事

23 第3 電気 設備 保土ケ谷区 川島小学校プール循環ポンプ制御盤工事

24 第3 電気 設備 神奈川区 菅田小学校プール循環ポンプ制御盤工事

25 第3 電気 設備 港南区 相武山小学校プール循環ポンプ制御盤工事

26 第3 電気 設備 神奈川区 子安小学校プール循環ポンプ制御盤工事

27 第3 電気 設備 南区 六つ川西小学校プール循環ポンプ制御盤工事

28 第3 電気 設備 青葉区 あざみ野第一小学校プール循環ポンプ制御盤工事

29 第3 電気 設備 戸塚区 鳥が丘小学校プール循環ポンプ制御盤工事

30 第3 電気 設備 栄区 豊田小学校プール循環ポンプ制御盤工事

31 第3 電気 設備 緑区 緑小学校プール循環ポンプ制御盤工事

32 第3 電気 設備 栄区 西本郷中学校プール循環ポンプ制御盤工事

33 第3 電気 設備 旭区 上白根中学校プール循環ポンプ制御盤工事

34 第3 電気 設備 栄区 庄戸中学校プール循環ポンプ制御盤工事

35 第3 電気 設備 青葉区 緑が丘中学校プール循環ポンプ制御盤工事

36 第3 電気 設備 保土ケ谷区 桜丘高等学校変圧器改修工事

37 第3 電気 設備 栄区 小山台小学校変圧器改修工事

38 第3 電気 設備 旭区 鶴ケ峯中学校変圧器改修工事

39 第3 電気 設備 南区 六つ川小学校変圧器改修工事

40 第3 電気 設備 神奈川区 二谷小学校変圧器改修工事

41 第3 電気 設備 瀬谷区 三ツ境小学校変圧器改修工事

42 第3 電気 設備 中区 みなと総合高等学校変圧器改修工事

43 第3 電気 設備 戸塚区 鳥が丘小学校変圧器改修工事

44 第3 電気 設備 港北区 綱島東小学校変圧器改修工事

45 第3 電気 設備 港南区 野庭すずかけ小学校変圧器改修工事

46 第3 電気 設備 旭区 旭区総合庁舎避雷設備改修工事

47 第3 電気 設備 泉区 中川地区センター自動火災報知設備改修工事

48 第3 電気 設備 泉区 泉区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

49 第3 電気 設備 磯子区 磯子区総合庁舎非常放送設備更新工事

50 第3 電気 設備 金沢区 金沢スポーツセンター自動火災報知設備更新工事

51 第3 電気 設備 鶴見区 鶴見スポーツセンター防災設備改修工事

52 第3 電気 設備 西区 西地区センター自動火災報知設備更新工事
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

53 第3 電気 設備 神奈川区 神奈川図書館防災設備改修工事

54 第3 電気 設備 中区 八聖殿郷土資料館照明設備等更新工事

55 第3 電気 設備 南区 吉野町市民プラザ館内照明設備改修工事

56 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

57 第3 電気 設備 金沢区 南部市場青果棟ほか放送設備改修工事

58 第3 電気 設備 金沢区 南部市場青果棟屋上駐車場外灯LED化改修工事

59 第3 電気 設備 西区 野毛山動物園園内放送設備改修工事

60 第3 電気 設備 中区 山下ポンプ場照明設備等改修工事

61 第3 電気 設備 金沢区 金沢ポンプ場等外灯照明改修工事

62 第3 電気 設備 港北区 新羽ポンプ場等建築電気設備改修工事

63 第3 電気 設備 戸塚区 戸塚ポンプ場ポンプ室等照明設備改修工事

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

65 第3 電気 設備 神奈川区 神奈川水再生センター本館１階照明分電盤改修工事

66 第3 電気 設備 中区 中図書館自動火災報知設備更新工事

67 第3 電気 設備 中区 麦田清風荘自動火災報知設備更新工事

68 第3 電気 設備 神奈川区 神奈川地区センター自動火災報知設備更新工事

69 第3 電気 設備 保土ケ谷区 初音が丘地区センター自動火災報知設備更新工事

70 第3 電気 設備 保土ケ谷区 白根地区センター自動火災報知設備更新工事

71 第3 電気 設備 瀬谷区 瀬谷スポーツセンター防災設備更新工事

72 第3 電気 設備 金沢区 野島青少年研修センター非常用放送設備更新工事

73 第3 電気 設備 南区 吉野町市民プラザ非常用放送設備更新工事

74 第3 電気 設備 中区 竹之丸地区センター非常用放送設備更新工事

75 第3 電気 設備 泉区 泉スポーツセンター非常用放送設備更新工事

76 第3 電気 設備 港北区 港北図書館自動火災報知設備更新工事

77 第3 電気 設備 港北区 新横浜公園日産スタジアム４階リング照明設備更新工事

78 第3 電気 設備 港南区 ウィリング横浜電力量計更新工事

79 第3 電気 設備 西区 野毛山動物園分電盤等改修工事

番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

1 第3 機械 設備 旭区 希望が丘中学校流末給水管更新工事

2 第3 機械 設備 旭区 鶴ケ峰中学校プール引き込み管、給水管等改修工事

3 第3 機械 設備 神奈川区 南神大寺小学校汚水配管更新工事

4 第3 機械 設備 緑区 鴨居中学校排水管改修工事

5 第3 機械 設備 青葉区 美しが丘中学校排水管改修工事

6 第2 機械 設備 港南区 日下小学校揚水ポンプ更新工事

7 第3 機械 設備 旭区 旭スポーツセンター給湯設備改修工事

8 第3 機械 設備 磯子区 磯子区民文化センター・杉田劇場吸収冷温水機等整備工事

【機械】
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

9 第3 機械 設備 中区 中スポーツセンターガス配管等改修工事

10 第3 機械 設備 港北区 日吉地区センター衛生配管改修工事

11 第3 機械 設備 港北区 菊名寿楽荘排水配管改修工事

12 第3 機械 設備 港北区 日吉消防出張所屋外給水配管改修工事

13 第3 機械 設備 神奈川区 中央卸売市場本場水産仲卸棟ほか水道メーター交換工事

14 第3 機械 設備 神奈川区 中央卸売市場本場管理棟衛生設備改修工事

15 第3 機械 設備 神奈川区 中央卸売市場本場水産物部ウニ倉空調機改修工事

16 第3 機械 設備 金沢区 南部市場水道メーター交換工事

17 第3 機械 設備 港北区 下田地域ケアプラザ屋外給水配管改修工事

18 第3 機械 設備 戸塚区 舞岡公園給水設備改修工事

19 第3 機械 設備 鶴見区 江ケ崎ポンプ場等施設空調設備等改修工事

20 第3 機械 設備 磯子区 磯子第二ポンプ場揚水施設空調機改修工事

21 第3 機械 設備 磯子区 磯子第二ポンプ場等施設防火ダンパー改修工事

22 第3 機械 設備 都筑区 川向ポンプ場等建築機械設備改修工事

23 第3 機械 設備 鶴見区 北部第二水再生センター沈砂池電気機械棟給気ファン改修その他工事

24 第3 機械 設備 神奈川区 神奈川水再生センター本館消火栓ポンプ等更新工事

25 第3 機械 設備 神奈川区 神奈川水再生センター沈砂池排気ファン用ダンパー改修工事

26 第3 機械 設備 中区 中部水再生センター管理本館排水管等改修工事

27 第3 機械 設備 金沢区 金沢水再生センター空調設備改修工事

28 第3 機械 設備 港北区 港北水再生センター第二ポンプ施設等換気設備等改修工事

29 第3 機械 設備 戸塚区 西部水再生センター管理棟空調機改修工事

30 第3 機械 設備 栄区 栄第一水再生センター自家発棟防火ダンパー等改修工事

31 第3 機械 設備 栄区 栄第二水再生センター電算機室等空調機改修工事

32 第3 機械 設備 都筑区 都筑水再生センター新電気室等空調設備改修工事

33 第3 機械 設備 鶴見区 北部汚泥資源化センター消化脱臭機棟空調設備改修工事

34 第3 機械 設備 緑区 いぶき野小学校管理諸室空調設備改修工事

35 第3 機械 設備 都筑区 つづきの丘小学校管理諸室空調設備改修工事

36 第3 機械 設備 神奈川区 西寺尾第二小学校管理諸室空調設備改修工事

37 第3 機械 設備 港北区 北綱島小学校管理諸室空調設備改修工事

38 第3 機械 設備 緑区 十日市場中学校管理諸室空調設備改修工事

39 第3 機械 設備 青葉区 奈良の丘小学校管理諸室空調設備改修工事

40 第3 機械 設備 都筑区 東山田小学校管理諸室空調設備改修工事

41 第3 機械 設備 都筑区 山田小学校管理諸室空調設備改修工事

42 第3 機械 設備 戸塚区 下郷小学校管理諸室空調設備改修工事

43 第3 機械 設備 金沢区 長浜公園散水ポンプ設備改修工事

44 第3 機械 設備 保土ケ谷区 環境活動センター深井戸ポンプ更新工事

45 第3 機械 設備 西区 西スポーツセンター自動制御設備更新工事（その２）

46 第3 機械 設備 中区 山下公園駐車場換気設備更新工事
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番号 時期 工種 担当課 工事区 工　　事　　件　　名 備考

47 第3 機械 設備 港北区 港北消防署衛生設備配管改修工事（その１）

48 第3 機械 設備 神奈川区 錦台中学校給水管改修工事

49 第3 機械 設備 緑区 東本郷小学校給水管改修工事

50 第3 機械 設備 旭区 上白根小学校給水管改修工事

51 第3 機械 設備 保土ケ谷区 瀬戸ケ谷小学校給水管改修工事

52 第3 機械 設備 鶴見区 潮田保育園冷暖房機更新工事

53 第3 機械 設備 神奈川区 西菅田保育園冷暖房機更新工事

54 第3 機械 設備 港南区 野庭第二保育園冷暖房機更新工事

55 第3 機械 設備 旭区 左近山保育園冷暖房機更新工事

56 第3 機械 設備 磯子区 洋光台第二保育園冷暖房機更新工事

57 第3 機械 設備 金沢区 並木第二保育園冷暖房機更新工事

58 第4 機械 設備 磯子区 杉田地区センターパッケージ形空調機更新工事（省エネ）

59 第4 機械 設備 緑区 緑区総合庁舎空調機更新工事（省エネ）

60 第4 機械 設備 緑区 鴨居保育園衛生配管改修工事

61 第4 機械 設備 都筑区 大熊保育園ガスヒートポンプ式空調機更新工事（省エネ）

62 第4 機械 設備 保土ケ谷区 神戸保育園衛生配管改修工事

63 第4 機械 設備 港北区 港北公会堂衛生配管改修工事

64 第4 機械 設備 南区 井土ケ谷保育園衛生配管改修工事

65 第4 機械 設備 港北区 港北消防署衛生配管改修工事（その２）

66 第4 機械 設備 神奈川区 神奈川スポーツセンター自動制御設備更新工事

67 第4 機械 設備 泉区 泉区総合庁舎自動制御設備更新工事

68 第4 機械 設備 瀬谷区 瀬谷図書館空調機更新工事（省エネ）

69 第4 機械 設備 神奈川区 神奈川公会堂衛生配管改修工事（その２）

70 第4 機械 設備 磯子区 社会教育コーナー衛生配管改修工事

71 第4 機械 設備 磯子区 滝頭コミュニティハウスガスヒートポンプ式空調機更新工事（省エネ）

72 第4 機械 設備 港北区 新羽消防出張所パッケージ形空調機更新工事（省エネ）

73 第4 機械 設備 保土ケ谷区 桜ケ丘コミュニティハウスガスヒートポンプ式空調機更新工事（省エネ）

74 第4 機械 設備 神奈川区 片倉消防出張所衛生配管改修工事

75 第4 機械 設備 西区 藤棚地区センター吸収冷温水機等更新工事（省エネ）
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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2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄区総合庁舎トイレ改修工事

		2		第3		建築		営繕第一・第二		泉区		緑園東小学校外柵改修工事

		3		第3		建築		営繕第一・第二		都筑区		南山田小学校外柵改修工事

		4		第3		建築		営繕第一・第二		瀬谷区		三ツ境小学校門扉改修工事

		5		第3		建築		営繕第一・第二		戸塚区		南戸塚小学校門扉改修工事

		6		第3		建築		営繕第一・第二		泉区		緑園東小学校門扉改修工事

		7		第3		建築		営繕第一・第二		南区		永田台小学校門扉改修工事

		8		第3		建築		営繕第一・第二		港南区		日野南小学校門扉改修工事

		9		第3		建築		営繕第一・第二		港南区		丸山台小学校門扉改修工事

		10		第3		建築		営繕第一・第二		磯子区		森東小学校門扉改修工事

		11		第3		建築		営繕第一・第二		旭区		南希望が丘中学校門扉改修工事

		12		第3		建築		営繕第一・第二		緑区		山下小学校門扉改修工事

		13		第3		建築		営繕第一・第二		西区		戸部小学校門扉改修工事

		14		第3		建築		営繕第一・第二		泉区		中和田中学校防球ネット改修工事

		15		第3		建築		営繕第一・第二		磯子区		根岸中学校防球ネット改修工事

		16		第3		建築		営繕第一・第二		金沢区		金沢高等学校防球ネット改修工事

		17		第3		建築		営繕第一・第二		港北区		城郷中学校防球ネット改修工事

		18		第3		建築		営繕第一・第二		磯子区		汐見台小学校防球ネット改修工事

		19		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		すすき野保育園屋上防水改修その他工事

		20		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		下瀬谷消防出張所屋上防水改修その他工事 コウジ

		21		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港南区		野庭第二保育園外壁改修その他工事

		22		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		横浜こども科学館外壁改修その他工事

		23		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		港北公会堂外壁改修その他工事

		24		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		保土ケ谷スポーツセンター屋上防水改修工事

		25		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		岡村公園管理棟外壁改修その他工事

		26		第3		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

		27		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		中区役所トイレ改修工事

		28		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		港北区総合庁舎トイレ改修工事

		29		第3		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二冷蔵庫棟電動防熱扉改修工事

		30		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場管理棟外壁等補修工事

		31		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南部市場冷蔵庫棟防熱扉改修工事

		32		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		平安公園プール改修工事

		33		第3		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 サワコウエンリクジョウキョウギジョウシュウゼンコウジ

		34		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		新杉田公園詰所トイレ改修工事

		35		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		元町公園トイレ改修工事

		36		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		野毛山動物園類人猿舎改修工事

		37		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		各区		江ケ崎ポンプ場ほか４施設搬入扉等改修工事 シセツ

		38		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		鶴見ポンプ場管理棟建具改修その他工事

		39		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		各区		楠ポンプ場ほか３施設門扉等改修工事 シセツ

		40		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		六浦ポンプ場外柵改修工事

		41		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南部水再生センター油庫等改修工事

		42		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		港北水再生センター沈砂池棟等建具改修工事（建築・電気）

		43		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		都筑水再生センター管理棟玄関屋根等改修工事

		44		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄第一水再生センター要員宿舎改修工事

		45		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄第二水再生センターシャッター等建具改修その他工事

		46		第3		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管理棟搬入扉等改修工事

		【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 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場冷蔵庫棟直流電源装置改修工事

		2		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		桂小学校自動火災報知設備改修工事

		3		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根中学校自動火災報知設備改修工事

		4		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		芹が谷南小学校自動火災報知設備改修工事 セリヤミナミ

		5		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		二谷小学校自動火災報知設備改修工事 ニタニジドウカサイホウチセツビカイシュウコウジ

		6		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		本牧中学校非常放送設備改修工事

		7		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		ろう特別支援学校非常放送設備改修工事

		8		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		池上小学校シャッター集中制御化工事 シュウチュウセイギョカコウジ

		9		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		二俣川小学校シャッター集中制御化工事

		10		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		田奈小学校シャッター集中制御化工事

		11		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		岡津小学校シャッター集中制御化工事

		12		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		潮田小学校シャッター集中制御化工事

		13		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		星川小学校シャッター集中制御化工事

		14		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		太田小学校シャッター集中制御化工事

		15		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		芹が谷南小学校シャッター集中制御化工事

		16		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢中学校シャッター集中制御化工事

		17		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台小学校シャッター集中制御化工事

		18		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		瀬谷小学校シャッター集中制御化工事 セヤ

		19		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚小学校シャッター集中制御化工事

		20		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		豊田小学校シャッター集中制御化工事

		21		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		もえぎ野小学校シャッター集中制御化工事

		22		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		上星川小学校シャッター集中制御化工事

		23		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		川島小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		24		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		菅田小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		25		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		相武山小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		26		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		子安小学校プール循環ポンプ制御盤工事 コヤス

		27		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川西小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		28		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		あざみ野第一小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		29		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		鳥が丘小学校プール循環ポンプ制御盤工事 トリオカ

		30		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		豊田小学校プール循環ポンプ制御盤工事 トヨタ

		31		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		緑小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		32		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		西本郷中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		33		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		34		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		庄戸中学校プール循環ポンプ制御盤工事 ショウトチュウガッコウジュンカンセイギョバンコウジ

		35		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		緑が丘中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		36		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		桜丘高等学校変圧器改修工事 コウトウガッコウ

		37		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		小山台小学校変圧器改修工事

		38		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峯中学校変圧器改修工事

		39		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川小学校変圧器改修工事

		40		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		二谷小学校変圧器改修工事

		41		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		三ツ境小学校変圧器改修工事

		42		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		みなと総合高等学校変圧器改修工事 コウトウガッコウ

		43		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		鳥が丘小学校変圧器改修工事

		44		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		綱島東小学校変圧器改修工事

		45		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		野庭すずかけ小学校変圧器改修工事

		46		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		旭区総合庁舎避雷設備改修工事

		47		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中川地区センター自動火災報知設備改修工事

		48		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		泉区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

		49		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		磯子区総合庁舎非常放送設備更新工事

		50		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢スポーツセンター自動火災報知設備更新工事

		51		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見スポーツセンター防災設備改修工事 ボウサイ

		52		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		西地区センター自動火災報知設備更新工事

		53		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川図書館防災設備改修工事 ボウサイセツビ

		54		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		八聖殿郷土資料館照明設備等更新工事

		55		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		吉野町市民プラザ館内照明設備改修工事

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

		57		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場青果棟ほか放送設備改修工事

		58		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場青果棟屋上駐車場外灯LED化改修工事

		59		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		野毛山動物園園内放送設備改修工事 コウジ

		60		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		山下ポンプ場照明設備等改修工事

		61		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢ポンプ場等外灯照明改修工事

		62		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新羽ポンプ場等建築電気設備改修工事

		63		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚ポンプ場ポンプ室等照明設備改修工事

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

		65		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川水再生センター本館１階照明分電盤改修工事

		66		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		中図書館自動火災報知設備更新工事

		67		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		麦田清風荘自動火災報知設備更新工事 ムギタセイフウソウ

		68		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川地区センター自動火災報知設備更新工事 カナガワチク

		69		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		初音が丘地区センター自動火災報知設備更新工事

		70		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		白根地区センター自動火災報知設備更新工事 シラネチク

		71		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区 セヤク		瀬谷スポーツセンター防災設備更新工事 ボウサイセツビ

		72		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		野島青少年研修センター非常用放送設備更新工事 ノジマセイショウネンケンシュウ

		73		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		吉野町市民プラザ非常用放送設備更新工事

		74		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区 ナカク		竹之丸地区センター非常用放送設備更新工事

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

		76		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		港北図書館自動火災報知設備更新工事

		77		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区 コウホクク		新横浜公園日産スタジアム４階リング照明設備更新工事

		78		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区 コウナンク		ウィリング横浜電力量計更新工事

		79		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区 ニシク		野毛山動物園分電盤等改修工事 ノゲヤマドウブツエンブンデンバンナドカイシュウコウジ

		【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 キカイ		設備 セツビ		旭区		希望が丘中学校流末給水管更新工事

		2		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峰中学校プール引き込み管、給水管等改修工事

		3		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		南神大寺小学校汚水配管更新工事

		4		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		鴨居中学校排水管改修工事

		5		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		美しが丘中学校排水管改修工事

		6		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		日下小学校揚水ポンプ更新工事

		7		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		旭スポーツセンター給湯設備改修工事

		8		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		磯子区民文化センター・杉田劇場吸収冷温水機等整備工事

		9		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		中スポーツセンターガス配管等改修工事 ナカハイカントウカイシュウコウジ

		10		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		日吉地区センター衛生配管改修工事 ヒヨシチクエイセイハイカンカイシュウコウジ

		11		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		菊名寿楽荘排水配管改修工事 キクナジュラクソウハイスイハイカンカイシュウコウジ

		12		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		日吉消防出張所屋外給水配管改修工事

		13		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場水産仲卸棟ほか水道メーター交換工事

		14		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場管理棟衛生設備改修工事

		15		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部ウニ倉空調機改修工事

		16		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		南部市場水道メーター交換工事 スイドウコウカンコウジ

		17		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		下田地域ケアプラザ屋外給水配管改修工事

		18		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		舞岡公園給水設備改修工事

		19		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		江ケ崎ポンプ場等施設空調設備等改修工事 トウシセツ

		20		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		磯子第二ポンプ場揚水施設空調機改修工事

		21		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		磯子第二ポンプ場等施設防火ダンパー改修工事 トウシセツ

		22		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		川向ポンプ場等建築機械設備改修工事

		23		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		北部第二水再生センター沈砂池電気機械棟給気ファン改修その他工事

		24		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川水再生センター本館消火栓ポンプ等更新工事

		25		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川水再生センター沈砂池排気ファン用ダンパー改修工事

		26		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		中部水再生センター管理本館排水管等改修工事

		27		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		金沢水再生センター空調設備改修工事

		28		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		港北水再生センター第二ポンプ施設等換気設備等改修工事

		29		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		西部水再生センター管理棟空調機改修工事

		30		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		栄第一水再生センター自家発棟防火ダンパー等改修工事

		31		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		栄第二水再生センター電算機室等空調機改修工事

		32		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		都筑水再生センター新電気室等空調設備改修工事

		33		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		北部汚泥資源化センター消化脱臭機棟空調設備改修工事

		34		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		いぶき野小学校管理諸室空調設備改修工事 ノショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		35		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		つづきの丘小学校管理諸室空調設備改修工事 オカショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		36		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		西寺尾第二小学校管理諸室空調設備改修工事 ニシテラオダイニショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		37		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		北綱島小学校管理諸室空調設備改修工事 キタツナシマショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		38		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		十日市場中学校管理諸室空調設備改修工事 ジュウヒイチバチュウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		39		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		奈良の丘小学校管理諸室空調設備改修工事 ナラオカショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		40		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		東山田小学校管理諸室空調設備改修工事 ヒガシヤマダショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		41		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		山田小学校管理諸室空調設備改修工事 ヤマダショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		42		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		下郷小学校管理諸室空調設備改修工事 シモゴウショウガッコウカンリショシツクウチョウセツビカイシュウコウジ

		43		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		長浜公園散水ポンプ設備改修工事 ナガハマコウエンサンスイセツビカイシュウコウジ

		44		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		環境活動センター深井戸ポンプ更新工事 カンキョウカツドウフカイドコウシンコウジ

		45		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		西スポーツセンター自動制御設備更新工事（その２） ニシジドウセイギョセツビコウシンコウジ

		46		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		山下公園駐車場換気設備更新工事 ヤマシタコウエンチュウシャジョウカンキセツビコウシンコウジ

		47		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		港北消防署衛生設備配管改修工事（その１） コウホクショウボウショエイセイセツビハイカンカイシュウコウジ

		48		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		錦台中学校給水管改修工事 ニシキダイチュウガッコウキュウスイカンカイシュウコウジ

		49		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		東本郷小学校給水管改修工事 ヒガシホンゴウショウガッコウキュウスイカンカイシュウコウジ

		50		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		上白根小学校給水管改修工事 カミシラネショウガッコウキュウスイカンカイシュウコウジ

		51		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		瀬戸ケ谷小学校給水管改修工事 セトタニショウガッコウガッコウキュウスイカンカイシュウコウジ

		52		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		潮田保育園冷暖房機更新工事 ウシオダホイクエンレイダンボウキコウシンコウジ

		53		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		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

		54		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		野庭第二保育園冷暖房機更新工事 ノニワダイニホイクエンレイダンボウキコウシンコウジ

		55		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		左近山保育園冷暖房機更新工事 サコンヤマホイクエンレイダンボウキコウシンコウジ

		56		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		洋光台第二保育園冷暖房機更新工事 ヨウコウダイダイニホイクエンレイダンボウキコウシンコウジ

		57		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		並木第二保育園冷暖房機更新工事 ナミキダイニホイクエンレイダンボウキコウシンコウジ

		58		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		杉田地区センターパッケージ形空調機更新工事（省エネ） スギタチクカタクウチョウキコウシンコウジショウ

		59		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		緑区総合庁舎空調機更新工事（省エネ） ミドリクソウゴウチョウシャクウチョウキコウシンコウジショウ

		60		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		鴨居保育園衛生配管改修工事 カモイホイクエンエイセイハイカンカイシュウコウジ

		61		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		大熊保育園ガスヒートポンプ式空調機更新工事（省エネ） オオクマホイクエンシキクウチョウキコウシンコウジショウ

		62		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		神戸保育園衛生配管改修工事 ゴウドホイクエンエイセイハイカンカイシュウコウジ

		63		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		港北公会堂衛生配管改修工事 コウホクコウカイドウエイセイハイカンカイシュウコウジ

		64		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		井土ケ谷保育園衛生配管改修工事 イツチタニホイクエンエイセイハイカンカイシュウコウジ

		65		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		港北消防署衛生配管改修工事（その２） コウホクショウボウショエイセイハイカンカイシュウコウジ

		66		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川スポーツセンター自動制御設備更新工事 カナガワジドウセイギョセツビコウシンコウジ

		67		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		泉区		泉区総合庁舎自動制御設備更新工事 イズミクソウゴウチョウシャジドウセイギョセツビコウシンコウジ

		68		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷区		瀬谷図書館空調機更新工事（省エネ） セヤトショカンクウチョウキコウシンコウジショウ

		69		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川公会堂衛生配管改修工事（その２） カナガワコウカイドウエイセイハイカンカイシュウコウジ

		70		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		社会教育コーナー衛生配管改修工事 シャカイキョウイクエイセイハイカンカイシュウコウジ

		71		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		滝頭コミュニティハウスガスヒートポンプ式空調機更新工事（省エネ） タキガシラシキクウチョウキコウシンコウジショウ

		72		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		新羽消防出張所パッケージ形空調機更新工事（省エネ） ニッパショウボウシュッチョウジョカタクウチョウキコウシンコウジショウ

		73		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		桜ケ丘コミュニティハウスガスヒートポンプ式空調機更新工事（省エネ） サクラガオカシキクウチョウキコウシンコウジショウ

		74		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		片倉消防出張所衛生配管改修工事 カタクラショウボウシュッチョウジョエイセイハイカンカイシュウコウジ

		75		第4		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		藤棚地区センター吸収冷温水機等更新工事（省エネ） フジダナチクキュウシュウレイオンスイキトウコウシンコウジショウ



&C&P



建築

		平成28年度下半期　工事予定一覧 ヘイセイネンドシモハンキコウジヨテイイチラン

		○　公表内容は、あくまで平成28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		発注 ハッチュウ

		1		第1		建築		営繕第一・第二		旭区		旭北中学校屋内運動場サッシ改修工事		済 スミ

		2		第1		建築		営繕第一・第二		港南区		港南中学校普通教室（24CR）扉改修工事		済 スミ

		3		第1		建築		営繕第一・第二		港南区		笹下中学校音楽室、特別教室廊下パーテーション改修工事		済 スミ

		4		第1		建築		営繕第一・第二		磯子区		洋光台第二小学校昇降口扉改修工事		済 スミ

		5		第1		建築		営繕第一・第二		栄区		本郷特別支援学校パーテーション改修工事		済 スミ

		6		第1		建築		営繕第一・第二		鶴見区		入船小学校教室扉改修工事		済 スミ

		7		第1		建築		営繕第一・第二		旭区		若葉台中学校天窓改修工事		済 スミ

		8		第1		建築		営繕第一・第二		神奈川区		松本中学校教室パーテーション（12CR）改修工事		済 スミ

		9		第1		建築		営繕第一・第二		都筑区		折本小学校音楽室扉（前側）改修工事		済 スミ

		10		第1		建築		営繕第一・第二		鶴見区		駒岡小学校特別教室パーテーション改修（音楽室、図工室）工事		済 スミ

		11		第1		建築		営繕第一・第二		港南区		南台小学校Ｂ棟西側昇降口扉改修工事		済 スミ

		12		第1		建築		営繕第一・第二		保土ケ谷区		新井中学校普通教室扉改修工事		済 スミ

		13		第1		建築		営繕第一・第二		磯子区		山王台小学校屋上プール下防水改修工事		済 スミ

		14		第1		建築		営繕第一・第二		戸塚区		深谷小学校屋上・耐震補強部外壁改修工事		済 スミ

		15		第1		建築		営繕第一・第二		港南区		永谷小学校屋上改修工事		済 スミ

		16		第1		建築		営繕第一・第二		栄区		本郷小学校屋上、耐震補強部外壁改修工事		済 スミ

		17		第1		建築		営繕第一・第二		保土ケ谷区		保土ケ谷中学校外柵改修工事		済 スミ

		18		第1		建築		営繕第一・第二		栄区		庄戸小学校門扉改修工事		済 スミ

		19		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		横浜開港資料館旧館外壁改修その他工事		済 スミ

		20		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		開港広場公園トイレ改修工事		済 スミ

		21		第1		建築 ケンチク		営繕第一・第二		戸塚区		戸塚駅東口第三
自転車駐車場補修工事		済 スミ

		22		第2		建築		営繕第一・第二		泉区		葛野小学校門扉改修工事		済 スミ

		23		第2		建築		営繕第一・第二		保土ケ谷区		常盤台小学校門扉改修工事		済 スミ

		24		第2		建築		営繕第一・第二		鶴見区		豊岡小学校防球ネット改修工事		済 スミ

		25		第2		建築		営繕第一・第二		中区		大鳥小学校給食室セミドライ改修工事		済 スミ

		26		第2		建築		営繕第一・第二		保土ケ谷区		桜丘高等学校屋内運動場金属屋根塗膜防水工事		済 スミ

		27		第2		建築		営繕第一・第二		金沢区		釜利谷小学校屋内運動場スレート屋根塗膜防水工事		済 スミ

		28		第2		建築		営繕第一・第二		南区		南吉田小学校屋内運動場スレート屋根塗膜防水工事		済 スミ

		29		第2		建築		営繕第一・第二		磯子区		岡村中学校屋内運動場屋根防水（アリーナ部分）工事		済 スミ

		30		第2		建築		営繕第一・第二		港北区		高田中学校屋内運動場防水改修工事 カイシュウ		済 スミ

		31		第2		建築		営繕第一・第二		栄区		本郷特別支援学校ＰＨ階段室・地下機械室防水、中庭窓サッシパッキン改修工事

		32		第2		建築		営繕第一・第二		鶴見区		市場小学校校舎外壁防水改修工事

		33		第2		建築		営繕第一・第二		神奈川区		栗田谷中学校校舎防水改修（職員室棟）工事		済 スミ

		34		第2		建築		営繕第一・第二		旭区		白根小学校校舎防水改修（EXP.J改修、外壁防水）工事		済 スミ

		35		第2		建築		営繕第一・第二		保土ケ谷区		桜丘高等学校校舎防水改修（EXP.J改修、屋上塗膜防水）工事		済 スミ

		36		第2		建築		営繕第一・第二		保土ケ谷区		保土ケ谷中学校渡り廊下防水改修（屋上塗膜防水、EXP.J改修）工事		済 スミ

		37		第2		建築		営繕第一・第二		保土ケ谷区		ろう特別支援学校美術室前廊下・美術室・光庭面窓防水工事		済 スミ

		38		第2		建築		営繕第一・第二		港北区		下田小学校校舎屋上防水（スロープ部分）工事		済 スミ

		39		第2		建築		営繕第一・第二		中区		横浜吉田中学校廊下EXP.J改修工事

		40		第2		建築		営繕第一・第二		青葉区		山内小学校校舎屋上シート防水工事		済 スミ

		41		第2		建築		営繕第一・第二		青葉区		山内小学校校舎EXP.J改修工事		済 スミ

		42		第2		建築		営繕第一・第二		戸塚区		小雀小学校校舎耐震補強部外壁防水改修工事		済 スミ

		43		第2		建築		営繕第一・第二		都筑区		南山田小学校雪止め設置工事		済 スミ

		44		第2		建築		営繕第一・第二		港南区		日野中央高等特別支援学校B棟屋上コンクリート破損補修工事

		45		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		泉区		泉区総合庁舎エントランス上部トップライト防水改修その他工事

		46		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港南区		港南地区センター外壁漏水改修工事

		47		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄公会堂屋上防水改修工事

		48		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		桂台保育園屋根塗装工事

		49		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		神奈川区総合庁舎外壁改修その他工事

		50		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		瀬谷地区センター外壁改修その他工事		済 スミ

		51		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		長浜公園管理棟及び変電室・車庫・倉庫屋根防水改修その他工事

		52		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄区総合庁舎トイレ改修工事

		53		第2		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区 ツヅキク		つづきの丘小学校ハートフルルーム設置に伴う改修工事

		54		第3		建築		営繕第一・第二		戸塚区		舞岡中学校外柵改修工事

		55		第3		建築		営繕第一・第二		泉区		緑園東小学校外柵改修工事

		56		第3		建築		営繕第一・第二		都筑区		南山田小学校外柵改修工事

		57		第3		建築		営繕第一・第二		瀬谷区		三ツ境小学校門扉改修工事

		58		第3		建築		営繕第一・第二		泉区		中和田南小学校門扉改修工事

		59		第3		建築		営繕第一・第二		戸塚区		南戸塚小学校門扉改修工事

		60		第3		建築		営繕第一・第二		泉区		緑園東小学校門扉改修工事

		61		第3		建築		営繕第一・第二		南区		永田台小学校門扉改修工事

		62		第3		建築		営繕第一・第二		港南区		日野南小学校門扉改修工事

		63		第3		建築		営繕第一・第二		港南区		丸山台小学校門扉改修工事

		64		第3		建築		営繕第一・第二		磯子区		森東小学校門扉改修工事

		65		第3		建築		営繕第一・第二		旭区		南希望が丘中学校門扉改修工事

		66		第3		建築		営繕第一・第二		青葉区		谷本中学校門扉改修工事

		67		第3		建築		営繕第一・第二		緑区		山下小学校門扉改修工事

		68		第3		建築		営繕第一・第二		西区		戸部小学校門扉改修工事

		69		第3		建築		営繕第一・第二		泉区		中和田中学校防球ネット改修工事

		70		第3		建築		営繕第一・第二		磯子区		根岸中学校防球ネット改修工事

		71		第3		建築		営繕第一・第二		金沢区		金沢高等学校防球ネット改修工事

		72		第3		建築		営繕第一・第二		港北区		城郷中学校防球ネット改修工事

		73		第3		建築		営繕第一・第二		磯子区		汐見台小学校防球ネット改修工事

		74		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		青葉区		すすき野保育園屋上防水改修その他工事

		75		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南部方面備蓄庫外壁改修その他工事		済 スミ

		76		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		市長公舎管理棟屋根改修工事

		77		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		市長公舎屋上防水改修その他工事

		78		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		浦島消防出張所外壁改修その他工事

		79		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		瀬谷区		下瀬谷消防出張所屋上防水改修その他工事 コウジ

		80		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港南区		港南スポーツセンター太陽熱温水器等更新工事に伴う屋根改修工事		済 スミ

		81		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港南区		野庭第二保育園外壁改修その他工事

		82		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		西谷消防出張所外壁改修その他工事		済 スミ

		83		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		横浜青年館屋上防水改修工事		済 スミ

		84		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		横浜こども科学館外壁改修その他工事

		85		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		清水ケ丘保育園外壁改修その他工事		済 スミ

		86		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		篠原地区センター外壁改修その他工事		済 スミ

		87		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		港北公会堂外壁改修その他工事

		88		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		保土ケ谷スポーツセンター屋上防水改修工事

		89		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		岡村公園管理棟外壁改修その他工事

		90		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		本牧市民公園管理詰所屋上防水及び外壁改修その他工事		済 スミ

		91		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		弘明寺公園展望休憩所改修工事		済 スミ

		92		第3		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

		93		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		中区役所トイレ改修工事		済 スミ

		94		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		保土ケ谷区		保土ケ谷区総合庁舎トイレ改修工事

		95		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		港北区総合庁舎トイレ改修工事

		96		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		関内ホール防火防煙シャッター改修工事

		97		第3		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二冷蔵庫棟電動防熱扉改修工事

		98		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		中央卸売市場本場管理棟外壁等補修工事

		99		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南部市場冷蔵庫棟防熱扉改修工事

		100		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		横浜市三春学園児童寮舎居室個室化改修工事

		101		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		山崎公園プールこどもプールサイド改修工事		済 スミ

		102		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		大塚・歳勝土遺跡公園古民家改修工事		済 スミ

		103		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		平安公園プール改修工事

		104		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		神奈川区		三ツ沢公園球技場修繕工事		済 スミ

		105		第3		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		済 スミ

		106		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		南区		清水ケ丘公園プール改修工事（建築・電気・機械）		済 スミ

		107		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		磯子区		新杉田公園詰所トイレ改修工事

		108		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		外交官の家改修工事

		109		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		横浜テニス発祥記念館改修工事		済 スミ

		110		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		中区		元町公園トイレ改修工事

		111		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		金沢動物園サル舎改修工事（建築・電気）

		112		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		西区		野毛山動物園類人猿舎・シマウマ舎改修工事

		113		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		各区		江ケ崎ポンプ場ほか４施設搬入扉等改修工事 シセツ

		114		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		鶴見区		鶴見ポンプ場管理棟建具改修その他工事

		115		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		各区		楠ポンプ場ほか３施設門扉等改修工事 シセツ

		116		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		六浦ポンプ場外柵改修工事

		117		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		金沢区		南部水再生センター油庫等改修工事

		118		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		港北区		港北水再生センター沈砂池棟等建具改修工事（建築・電気）

		119		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		都筑区		都筑水再生センター管理棟玄関屋根等改修工事

		120		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄第一水再生センター要員宿舎改修工事

		121		第3		建築 ケンチク		営繕第一・第二		栄区		栄第二水再生センターシャッター等建具改修その他工事

		122		第3		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管理棟搬入扉等改修工事
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		平成28年度下半期　工事予定一覧 ヘイセイネンドシモハンキコウジヨテイイチラン

		○　公表内容は、あくまで平成28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		発注 ハッチュウ

		1		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		秋葉小学校（ほか戸塚区内20校）誘導灯改修工事 トツカクナイコウ		済 スミ

		2		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		子安小学校（ほか神奈川区内24校）誘導灯改修工事 カナガワクナイコウ		済 スミ

		3		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		戸部小学校（ほか西区内11校）誘導灯改修工事 ニシクナイコウ		済 スミ

		4		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		北方小学校（ほか中区内13校）誘導灯改修工事 ナカクナイコウ		済 スミ

		5		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		星川小学校（ほか保土ケ谷区内27校）誘導灯改修工事 ホドガヤクナイコウ		済 スミ

		6		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		二俣川小学校（ほか旭区内33校）誘導灯改修工事 アサヒクナイコウ		済 スミ

		7		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		磯子小学校（ほか磯子区内20校）誘導灯改修工事 イソゴクナイコウ		済 スミ

		8		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		原小学校（ほか瀬谷区内13校）誘導灯改修工事 セヤクナイコウ		済 スミ

		9		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		末吉小学校（ほか鶴見区内30校）誘導灯改修工事 ツルミクナイコウ		済 スミ

		10		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		石川小学校（ほか南区内24校）誘導灯改修工事 ミナミクナイコウ		済 スミ

		11		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日野小学校（ほか港南区内31校）誘導灯改修工事 コウナンクナイコウ		済 スミ

		12		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢小学校（ほか金沢区内30校）誘導灯改修工事 カナザワクナイコウ		済 スミ

		13		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台小学校（ほか港北区内32校）誘導灯改修工事 コウホククナイコウ		済 スミ

		14		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		鴨居小学校（ほか緑区内16校）誘導灯改修工事 ミドリ		済 スミ

		15		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		鉄小学校（ほか青葉区内37校）誘導灯改修工事 アオバ		済 スミ

		16		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		中川小学校（ほか都筑区内26校）誘導灯改修工事 ツヅキ		済 スミ

		17		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		本郷小学校（ほか栄区内17校）誘導灯改修工事 サカエ		済 スミ

		18		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中和田小学校（ほか泉区内22校）誘導灯改修工事 イズミ		済 スミ

		19		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		柏保育園照明設備等更新工事		済 スミ

		20		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		上永谷消防出張所照明設備改修工事（省エネ）		済 スミ

		21		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		瀬谷第二保育園照明設備更新工事		済 スミ

		22		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		総合リハビリテーションセンター受変電設備改修工事		済 スミ

		23		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		北上飯田保育園照明設備改修工事		済 スミ

		24		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		井土ケ谷保育園照明設備更新工事		済 スミ

		25		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峯小学校教室等照明改修工事		済 スミ

		26		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		青木小学校教室等照明改修工事		済 スミ

		27		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		大曽根小学校教室等照明改修工事		済 スミ

		28		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		別所小学校教室等照明改修工事		済 スミ

		29		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台中学校教室等照明改修工事		済 スミ

		30		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢高等学校屋内運動場照明改修工事		済 スミ

		31		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		斎藤分小学校屋内運動場照明改修工事		済 スミ

		32		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		汐入小学校屋内運動場照明改修工事		済 スミ

		33		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川小学校屋内運動場照明改修工事		帷子小？ カタビラショウ

		34		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日野小学校屋内運動場照明改修工事		済 スミ

		35		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		上菅田中学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		36		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		秋葉中学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		37		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		38		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		北綱島小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		39		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		城郷小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		40		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		横浜吉田中学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		41		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		市場小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		42		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		西寺尾小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		43		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台第一小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		44		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		初音が丘小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		45		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		並木中央小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		46		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新吉田第二小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		47		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		みたけ台小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		48		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		柏尾小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		49		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		庄戸小学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		50		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		岡野中学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		51		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		岩井原中学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		52		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢中学校高圧引込ケーブル改修工事		済 スミ

		53		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台消防出張所分電盤等改修工事		済 スミ

		54		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台消防出張所照明設備改修工事（省エネ）		済 スミ

		55		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		障害者スポーツ文化センター横浜ラポール非常放送設備等更新工事		済 スミ

		56		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		男女共同参画センター横浜電話設備更新工事		済 スミ

		57		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場冷蔵庫棟直流電源装置改修工事

		58		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		桂小学校自動火災報知設備改修工事

		59		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根中学校自動火災報知設備改修工事

		60		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		川和東小学校自動火災報知設備改修工事

		61		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		二谷小学校自動火災報知設備改修工事 ニタニジドウカサイホウチセツビカイシュウコウジ

		62		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		本牧中学校非常放送設備改修工事

		63		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		ろう特別支援学校非常放送設備改修工事

		64		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		池上小学校シャッター等改修工事

		65		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		二俣川小学校シャッター等改修工事

		66		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		田奈小学校シャッター等改修工事

		67		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		岡津小学校シャッター等改修工事

		68		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		潮田小学校シャッター等改修工事

		69		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		星川小学校シャッター等改修工事

		70		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		太田小学校シャッター等改修工事

		71		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		芹が谷南小学校シャッター等改修工事

		72		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢中学校シャッター等改修工事

		73		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台小学校シャッター等改修工事

		74		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		三保小学校シャッター等改修工事

		75		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚小学校シャッター等改修工事

		76		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		豊田小学校シャッター等改修工事

		77		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		もえぎ野小学校シャッター等改修工事

		78		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		上星川小学校シャッター等改修工事

		79		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚高等学校電気その他工事

		80		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		川島小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		81		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		菅田小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		82		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		相武山小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		83		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		子安小学校プール循環ポンプ制御盤工事 コヤス

		84		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川西小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		85		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		あざみ野第一小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		86		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		鳥が丘小学校プール循環ポンプ制御盤工事 トリオカ

		87		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		豊田小学校プール循環ポンプ制御盤工事 トヨタ

		88		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		緑小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		89		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		西本郷中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		90		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		91		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		庄戸中学校プール循環ポンプ制御盤工事 ショウトチュウガッコウジュンカンセイギョバンコウジ

		92		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		緑が丘中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		93		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		桜丘高等学校変圧器改修工事 コウトウガッコウ

		94		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		小山台小学校変圧器改修工事

		95		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峯中学校変圧器改修工事

		96		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川小学校変圧器改修工事

		97		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		二谷小学校変圧器改修工事

		98		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		三ツ境小学校変圧器改修工事

		99		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		みなと総合高等学校変圧器改修工事 コウトウガッコウ

		100		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		鳥が丘小学校変圧器改修工事

		101		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		綱島東小学校変圧器改修工事

		102		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		野庭すずかけ小学校変圧器改修工事

		103		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		青葉区総合庁舎自動火災報知設備更新工事		済 スミ

		104		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		旭区総合庁舎避雷設備改修工事

		105		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		男女共同参画センター横浜自動火災報知設備更新工事		済 スミ

		106		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中川地区センター自動火災報知設備改修工事

		107		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		泉区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

		108		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		磯子区総合庁舎非常放送設備更新工事

		109		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢スポーツセンター自動火災報知設備更新工事

		110		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南地区センター照明設備更新工事（省エネ）

		111		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川区総合庁舎自動火災報知設備改修工事		済 スミ

		112		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		横浜国際協力センター非常放送設備更新工事		済 スミ

		113		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見スポーツセンター非常用放送設備改修工事

		114		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		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		済 スミ

		115		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見スポーツセンター自動火災報知設備改修工事

		116		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		西地区センター自動火災報知設備更新工事

		117		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		三春学園受変電設備改修工事		済 スミ

		118		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		消費生活総合センター電話交換機等更新工事		済 スミ

		119		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川図書館自動火災報知設備改修工事		済 スミ

		120		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川図書館非常放送設備改修工事		済 スミ

		121		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		八聖殿郷土資料館照明設備等更新工事

		122		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		長津田地区センター照明設備更新工事（省エネ）		済 スミ

		123		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		山下公園自動火災報知設備更新工事

		124		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		白山地区センター照明設備更新工事（省エネ）		済 スミ

		125		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		白山地区センター自動火災報知設備更新工事		済 スミ

		126		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		関内ホールモニターテレビデジタル化改修工事

		127		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		吉野町市民プラザ館内照明設備改修工事

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

		129		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場集中検針装置改修工事

		130		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場青果棟ほか放送設備改修工事

		131		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場水産棟受配電設備等改修工事

		132		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場電力量計設備改修工事

		133		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場青果棟屋上駐車場外灯LED化改修工事

		134		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南六浦保育園ホール蛍光灯化工事

		135		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		三ツ沢公園管理事務所総合監視盤更新工事

		136		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		野毛山動物園園内放送設備改修工事 コウジ

		137		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢自然公園電気室再整備工事

		138		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		清水ケ丘公園体育館照明設備改修工事 セツビ		済 スミ

		139		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		保土ケ谷ポンプ場外灯改修工事

		140		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		山下ポンプ場照明設備等改修工事

		141		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢ポンプ場等外灯照明改修工事

		142		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新羽ポンプ場等建築電気設備改修工事

		143		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚ポンプ場ポンプ室等照明設備改修工事

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

		145		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川水再生センター本館１階照明分電盤改修工事

		146		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部水再生センター調整汚泥ポンプ室照明設備改修工事

		147		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		みなと赤十字病院電気錠設備更新工事

		148		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川区総合庁舎引込開閉器等改修工事		済 スミ
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機械

		平成28年度下半期　工事予定一覧 ヘイセイネンドシモハンキコウジヨテイイチラン

		○　公表内容は、あくまで平成28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。 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

		【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		発注 ハッチュウ

		1		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		大鳥小学校給食室セミドライ改修工事		済 スミ

		2		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		研修センター空調設備更新工事（省エネ）		済 スミ

		3		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		川和消防出張所衛生配管改修工事		済 スミ

		4		第1		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		幸ケ谷公園コミュニティハウスガスヒートポンプ式空調機更新工事（2期）		済 スミ

		5		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		大正中学校直結給水管改修工事		済 スミ

		6		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		笹野台小学校直結給水管改修工事		済 スミ

		7		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		鴨居小学校直結給水管改修工事		済 スミ

		8		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		深谷小学校直結給水管改修工事		済 スミ

		9		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		杉田小学校直結給水管改修工事		済 スミ

		10		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷区		下瀬谷中学校直結給水管改修工事		済 スミ

		11		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		保土ケ谷中学校直結給水管改修工事		済 スミ

		12		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		新井小学校直結給水管改修工事		済 スミ

		13		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		石川小学校ボイラー・給水・給湯管改修工事 カイシュウ		済 スミ

		14		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		本郷台小学校ボイラー・給水・給湯管改修工事 カイシュウ		済 スミ

		15		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		山下小学校ボイラー・給水・給湯管改修工事 カイシュウ		済 スミ

		16		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		下野谷小学校ボイラー・給水・給湯管改修工事 カイシュウ		済 スミ

		17		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		西本郷小学校ボイラー・給水・給湯管改修工事 カイシュウ		済 スミ

		18		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		西寺尾第二小学校給水・給湯管改修工事 カイシュウ		済 スミ

		19		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		三保小学校ボイラー交換工事		済 スミ

		20		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷区		阿久和小学校給水管工事		済 スミ

		21		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		日吉南小学校給水・給湯管工事		済 スミ

		22		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		秋葉小学校給水・給湯管工事		済 スミ

		23		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		今宿小学校給水・給湯管工事		済 スミ

		24		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		美しが丘小学校給水・給湯管工事		済 スミ

		25		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		不動丸小学校給水・給湯管工事		済 スミ

		26		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		茅ケ崎小学校給水・給湯管工事

		27		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		旭小学校給水・給湯管工事

		28		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		平戸小学校給水・給湯管工事

		29		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		釜利谷南小学校給水・給湯管工事

		30		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		駒林小学校給水・給湯管工事

		31		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		仏向小学校給水・給湯管工事

		32		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		深谷小学校給水・給湯管工事

		33		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		川島小学校ボイラー交換工事		済 スミ

		34		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		深谷中学校既存直結給水管更新工事		済 スミ

		35		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		金沢高等学校屋外給水管改修工事

		36		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		希望が丘中学校流末給水管更新工事

		37		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峰中学校プール引き込み管、給水管等改修工事

		38		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		都田小学校埋設消火配管更新工事

		39		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷区		瀬谷中学校埋設消火配管更新工事		済 スミ

		40		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷区		原小学校埋設消火配管更新工事		済 スミ

		41		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		南神大寺小学校汚水配管更新工事

		42		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		笠間小学校給食室換気設備更新工事

		43		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		万騎が原中学校空調配管等改修工事

		44		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		鴨居中学校排水管改修工事

		45		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		美しが丘中学校排水管改修工事

		46		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		井土ケ谷小学校空調配管等改修工事

		47		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		西本郷中学校第二理科室給水管引替工事

		48		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		みなと総合高等学校受水槽更新工事

		49		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		日限山小学校受水槽更新工事

		50		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		日野中央高等特別支援学校高架水槽、架台更新工事

		51		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		永谷小学校高架水槽、架台更新工事

		52		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		山内中学校ガス瞬間湯沸器設置工事

		53		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		日下小学校揚水ポンプ更新工事

		54		第2		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		豊田中学校揚水ポンプ更新工事

		55		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		保土ケ谷三師会館パッケージ形空調機等更新工事

		56		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		横浜能楽堂自動制御設備更新工事		済 スミ

		57		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		岩間市民プラザ吸収冷温水機等更新工事（省エネ）		済 スミ

		58		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		急な坂スタジオ吸収冷温水機等更新工事（省エネ）		済 スミ

		59		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		旭スポーツセンター給湯設備改修工事

		60		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		旭区総合庁舎吸収冷温水機等更新工事（省エネ）		済 スミ

		61		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		青葉消防署温水発生機更新工事		済 スミ

		62		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		青葉区		青葉消防署吸収冷温水機等更新工事（省エネ）		済 スミ

		63		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		磯子区民文化センター・杉田劇場吸収冷温水機等整備工事

		64		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		上郷消防出張所パッケージ形空調機更新工事		済 スミ

		65		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		鴨居消防出張所衛生配管改修工事		済 スミ

		66		第3		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

		67		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		市民防災センター高架水槽等更新工事

		68		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		洋光台第二保育園衛生配管改修工事		済 スミ

		69		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		並木保育園衛生配管改修工事		済 スミ

		70		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		消防訓練センター吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		71		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		港南スポーツセンター太陽熱温水器等更新工事

		72		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		十日市場消防出張所パッケージ形空調機等更新工事

		73		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		港南地区センター衛生配管改修工事		済 スミ

		74		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		港南地区センター加湿器系統給水配管等改修工事		済 スミ

		75		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川スポーツセンターパッケージ形空調機更新工事

		76		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		松見消防出張所給水配管等改修工事

		77		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神之木地区センターファンコイルユニット更新工事（省エネ）

		78		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		平沼記念体育館消火ポンプユニット更新工事		済 スミ

		79		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷区		阿久和地域ケアプラザ給湯設備改修工事

		80		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		矢向地区センター吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		81		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚地域療育センター吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		82		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見公会堂空調機更新工事（省エネ）

		83		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		南部地域療育センター温水発生機等更新工事

		84		第3		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

		85		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		上矢部地区センターパッケージ形空調機更新工事

		86		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		上矢部地区センター吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		87		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		中スポーツセンターガス配管等改修工事

		88		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		中区庁舎衛生設備改修工事

		89		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		西公会堂衛生配管改修工事

		90		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		障害者スポーツ文化センター横浜ラポールパッケージ形空調機更新工事

		91		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		野毛山荘吸収冷温水機等更新工事（省エネ）

		92		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		総合保健医療センター空調熱源設備更新工事（省エネ）

		93		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		日吉地区センター衛生配管改修工事

		94		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		菊名コミュニティハウスガスヒートポンプ式空調機更新工事

		95		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港南区		港南図書館ファンコイルユニット等更新工事（省エネ）

		96		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		菊名寿楽荘排水配管改修工事		済 スミ

		97		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		港北図書館衛生配管改修工事

		98		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		特別支援教育総合センター消火ポンプユニット等更新工事

		99		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		保土ケ谷公会堂衛生設備改修工事

		100		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		清水ケ丘公園（体育館）ガス湯沸器更新工事		済 スミ

		101		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		日吉消防出張所屋外給水配管改修工事

		102		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場水産仲卸棟ほか水道メーター交換工事

		103		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場管理棟衛生設備改修工事

		104		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場水産物部ウニ倉空調機改修工事

		105		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		南部市場海水供給施設改修工事 コウジ

		106		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		南部市場バナナ棟機械設備等改修工事

		107		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		寺尾地域ケアプラザ吸収冷温水機等更新工事		済 スミ

		108		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		不老町地域ケアプラザ吸収冷温水機等更新工事		済 スミ

		109		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		岩崎地域ケアプラザ給湯設備等改修工事		済 スミ

		110		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		岩崎地域ケアプラザ吸収冷温水機等更新工事

		111		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		豊田地域ケアプラザ吸収冷温水機等更新工事

		112		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		泉区		いずみ中央地域ケアプラザ温水発生機更新工事		済 スミ

		113		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		下田地域ケアプラザ屋外給水配管改修工事

		114		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		外交官の家空調設備等更新工事

		115		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		横浜テニス発祥記念館空調機等更新工事		済 スミ

		116		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		西区		野毛山動物園レッサーパンダ舎冷蔵冷凍庫改修工事 コウジ

		117		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		旭区		よこはま動物園病院棟空調設備改修工事 コウジ

		118		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		舞岡公園給水設備改修工事

		119		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		瀬谷区		長屋門公園消防設備配管改修工事		済 スミ

		120		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		南区		清水ケ丘公園体育館空調設備改修工事		済 スミ

		121		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		江ケ崎ポンプ場等施設空調設備等改修工事 トウシセツ

		122		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		磯子第二ポンプ場揚水施設空調機改修工事

		123		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		磯子第二ポンプ場等施設防火ダンパー改修工事 トウシセツ

		124		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		金沢ポンプ場沈砂池換気設備等改修工事

		125		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		川向ポンプ場等建築機械設備改修工事

		126		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		北部第二水再生センター沈砂池電気機械棟給気ファン改修その他工事

		127		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川水再生センター本館消火栓ポンプ等更新工事

		128		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川水再生センター沈砂池排気ファン用ダンパー改修工事

		129		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		中区		中部水再生センター管理本館排水管等改修工事

		130		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		金沢水再生センター空調設備改修工事

		131		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		港北区		港北水再生センター第二ポンプ施設等換気設備等改修工事

		132		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		戸塚区		西部水再生センター管理棟空調機改修工事

		133		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		栄第一水再生センター自家発棟防火ダンパー等改修工事

		134		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		栄区		栄第二水再生センター電算機室等空調機改修工事

		135		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		金沢区		南部汚泥資源化センター衛生設備等改修工事

		136		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		都筑区		都筑水再生センター新電気室等空調設備改修工事

		137		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		鶴見区		北部汚泥資源化センター消化脱臭機棟空調設備改修工事

		138		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		磯子消防署自家発電設備付属設備津波対策工事

		139		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		保土ケ谷区		市民病院がん検診センターサーバー室パッケージエアコン更新工事

		140		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		磯子区		脳卒中・神経脊椎センター汚水ポンプ更新工事		済 スミ

		141		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		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

		142		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		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

		143		第3		機械 キカイ		設備 セツビ		緑区		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
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　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 セツビ		旭区		鶴ケ峯小学校教室等照明改修工事

		2		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		青木小学校教室等照明改修工事

		3		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		大曽根小学校教室等照明改修工事

		4		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		別所小学校教室等照明改修工事

		5		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台中学校教室等照明改修工事

		6		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢高等学校屋内照明改修工事

		7		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		斎藤分小学校屋内照明改修工事

		8		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		汐入小学校屋内照明改修工事

		9		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川小学校屋内照明改修工事

		10		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日野小学校屋内照明改修工事

		11		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		上菅田中学校高圧引込ケーブル改修工事

		12		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		秋葉中学校高圧引込ケーブル改修工事

		13		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台小学校高圧引込ケーブル改修工事

		14		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		北綱島小学校高圧引込ケーブル改修工事

		15		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		城郷小学校高圧引込ケーブル改修工事

		16		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		横浜吉田中学校高圧引込ケーブル改修工事

		17		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		市場小学校高圧引込ケーブル改修工事

		18		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		西寺尾小学校高圧引込ケーブル改修工事

		19		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台第一小学校高圧引込ケーブル改修工事

		20		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		初音が丘小学校高圧引込ケーブル改修工事

		21		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		並木中央小学校高圧引込ケーブル改修工事

		22		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新吉田第二小学校高圧引込ケーブル改修工事

		23		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		みたけ台小学校高圧引込ケーブル改修工事

		24		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		柏尾小学校高圧引込ケーブル改修工事

		25		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		庄戸小学校高圧引込ケーブル改修工事

		26		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		岡野中学校高圧引込ケーブル改修工事

		27		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		岩井原中学校高圧引込ケーブル改修工事

		28		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢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 セツビ		戸塚区		秋葉小学校（ほか戸塚区内２０校）誘導灯改修工事 トツカクナイコウ

		30		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		川上北小学校誘導灯改修工事

		31		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		倉田小学校誘導灯改修工事

		32		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		下郷小学校誘導灯改修工事

		33		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		鳥が丘小学校誘導灯改修工事

		34		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		深谷小学校誘導灯改修工事

		35		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		深谷台小学校誘導灯改修工事

		36		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		南戸塚小学校誘導灯改修工事

		37		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		南舞岡小学校誘導灯改修工事

		38		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		矢部小学校誘導灯改修工事

		39		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		秋葉中学校誘導灯改修工事

		40		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		汲沢中学校誘導灯改修工事

		41		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		境木中学校誘導灯改修工事

		42		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		大正中学校誘導灯改修工事

		43		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚中学校誘導灯改修工事

		44		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		豊田中学校誘導灯改修工事

		45		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		名瀬中学校誘導灯改修工事

		46		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		平戸中学校誘導灯改修工事

		47		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		深谷中学校誘導灯改修工事

		48		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		舞岡中学校誘導灯改修工事

		49		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		南戸塚中学校誘導灯改修工事

		50		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		桂小学校自火報設備改修工事

		51		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根中学校自火報設備改修工事

		52		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		川和東小学校自火報設備改修工事

		53		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		本牧中学校非常放送設備改修工事

		54		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		ろう特別支援学校非常放送設備改修工事

		55		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		池上小学校シャッター等改修工事

		56		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		二俣川小学校シャッター等改修工事

		57		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		田奈小学校シャッター等改修工事

		58		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		岡津小学校シャッター等改修工事

		59		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		潮田小学校シャッター等改修工事

		60		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		星川小学校シャッター等改修工事

		61		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		太田小学校シャッター等改修工事

		62		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		芹が谷南小学校シャッター等改修工事

		63		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢中学校シャッター等改修工事

		64		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台小学校シャッター等改修工事

		65		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		三保小学校シャッター等改修工事

		66		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚小学校シャッター等改修工事

		67		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		豊田小学校シャッター等改修工事

		68		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区区		もえぎ野小学校シャッター等改修工事

		69		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区区		上星川小学校シャッター等改修工事

		70		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚高等学校電気その他工事工事

		71		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		川島小学校プール循環Ｐ制御盤工事

		72		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		菅田小学校プール循環Ｐ制御盤工事

		73		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		相武山小学校プール循環Ｐ制御盤工事

		74		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		斎藤分小学校プール循環Ｐ制御盤工事

		75		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川西小学校プール循環Ｐ制御盤工事

		76		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		あざみ野第一小学校プール循環Ｐ制御盤工事

		77		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台第二小学校プール循環Ｐ制御盤工事

		78		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		峯小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		79		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		緑小学校プール循環ポンプ制御盤工事

		80		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		西本郷中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		81		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		82		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		緑が丘中学校プール循環ポンプ制御盤工事

		83		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ヶ谷区		桜丘高校変圧器改修工事

		84		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		小山台小学校変圧器改修工事

		85		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峯中学校変圧器改修工事

		86		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川小学校変圧器改修工事

		87		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		二谷小学校変圧器改修工事

		88		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		三ッ境小学校変圧器改修工事

		89		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		みなと総合高校変圧器改修工事

		90		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		鳥が丘小学校変圧器改修工事

		91		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		綱島東小学校変圧器改修工事

		92		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		野庭すずかけ小学校変圧器改修工事

		93		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		子安小学校（ほか神奈川区内24校）誘導灯改修工事 カナガワクナイコウ

		94		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		青木小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		95		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		96		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神橋小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		97		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		二谷小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		98		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		浦島小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		99		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		池上小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		100		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		幸ヶ谷小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		101		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		三ツ沢小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		102		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		白幡小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		103		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		齋藤分小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		104		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		西寺尾小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		105		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		大口台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		106		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神大寺小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		107		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		西寺尾第二小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		108		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		中丸小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		109		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		羽沢小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		110		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		菅田小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		111		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		南神大寺小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		112		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		浦島丘中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		113		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		栗田谷中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		114		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		六角橋中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		115		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		116		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		松本中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		117		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		菅田中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		118		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		戸部小学校（ほか西区内11校）誘導灯改修工事 ニシクナイコウ

		119		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		東小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		120		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		平沼小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		121		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		宮谷小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		122		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		一本松小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		123		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		西前小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		124		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		稲荷台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		125		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		浅間台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		126		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		老松中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		127		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		岡野中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		128		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		西中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		129		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		軽井沢中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		130		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		北方小学校（ほか中区内13校）誘導灯改修工事 ナカクナイコウ

		131		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		元街小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		132		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		本町小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		133		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		立野小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		134		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		大鳥小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		135		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		山元小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		136		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		間門小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		137		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		本牧南小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		138		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		本牧小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		139		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		港中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		140		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		大鳥中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		141		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		仲尾台中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		142		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		本牧中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		143		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		横浜吉田中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		144		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		星川小学校（ほか保土ケ谷区内27校）誘導灯改修工事 ホドガヤクナイコウ

		145		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		保土ケ谷小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		146		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		川島小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		147		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		今井小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		148		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		帷子小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		149		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		峯小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		150		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		岩崎小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		151		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		富士見台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		152		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		桜台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		153		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		常盤台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		154		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		上菅田小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		155		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		初音が丘小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		156		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		仏向小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		157		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		上星川小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		158		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		新井小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		159		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		坂本小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		160		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		笹山小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		161		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		藤塚小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		162		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		瀬戸ケ谷小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		163		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		権太坂小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		164		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		岩崎中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		165		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		保土ケ谷中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		166		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		宮田中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		167		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		岩井原中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		168		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		西谷中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		169		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		上菅田中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		170		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		新井中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		171		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		橘中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		172		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		二俣川小学校（ほか旭区内33校）誘導灯改修工事 アサヒクナイコウ

		173		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		市沢小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		174		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		白根小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		175		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		都岡小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		176		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		希望ケ丘小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		177		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峯小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		178		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		本宿小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		179		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		万騎が原小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		180		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		今宿小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		181		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		東希望が丘小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		182		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上川井小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		183		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		さちが丘小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		184		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		中沢小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		185		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		川井小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		186		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		不動丸小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		187		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		188		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		南本宿小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		189		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		中尾小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		190		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		善部小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		191		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		今宿南小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		192		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		若葉台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		193		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		四季の森小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		194		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		左近山小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		195		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		鶴ケ峯中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		196		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		万騎が原中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		197		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		希望が丘中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		198		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		上白根中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		199		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		左近山中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		200		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		都岡中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		201		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		旭中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		202		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		今宿中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		203		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		本宿中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		204		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		旭北中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		205		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		若葉台中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		206		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		磯子小学校（ほか磯子区内20校）誘導灯改修工事 イソゴクナイコウ

		207		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		杉田小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		208		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		根岸小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		209		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		滝頭小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		210		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		浜小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		211		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		屏風浦小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		212		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		梅林小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		213		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		岡村小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		214		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		汐見台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		215		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		洋光台第二小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		216		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		洋光台第四小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		217		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		森東小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		218		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		山王台小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		219		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		さわの里小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		220		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		根岸中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		221		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		浜中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		222		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		岡村中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		223		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		汐見台中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		224		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		洋光台第一中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		225		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		洋光台第二中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		226		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		森中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		227		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		原小学校（ほか瀬谷区内13校）誘導灯改修工事 セヤクナイコウ

		228		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		上瀬谷小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		229		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		南瀬谷小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		230		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		二つ橋小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		231		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		瀬谷第二小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		232		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		相沢小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		233		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		大門小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		234		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		阿久和小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		235		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		瀬谷さくら小学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		236		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		瀬谷中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		237		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		原中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		238		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		南瀬谷中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		239		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		東野中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		240		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		下瀬谷中学校誘導灯改修（設計は27年度に依頼済）工事

		241		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		末吉小学校（ほか鶴見区内30校）誘導灯改修工事 ツルミクナイコウ

		242		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		市場小学校誘導灯改修工事

		243		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		潮田小学校誘導灯改修工事

		244		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		東台小学校誘導灯改修工事

		245		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		旭小学校誘導灯改修工事

		246		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		生麦小学校誘導灯改修工事

		247		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		豊岡小学校誘導灯改修工事

		248		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		下野谷小学校誘導灯改修工事

		249		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		入船小学校誘導灯改修工事

		250		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見小学校誘導灯改修工事

		251		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		平安小学校誘導灯改修工事

		252		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		岸谷小学校誘導灯改修工事

		253		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		矢向小学校誘導灯改修工事

		254		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		上末吉小学校誘導灯改修工事

		255		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		下末吉小学校誘導灯改修工事

		256		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		寺尾小学校誘導灯改修工事

		257		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		汐入小学校誘導灯改修工事

		258		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		馬場小学校誘導灯改修工事

		259		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		駒岡小学校誘導灯改修工事

		260		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		獅子ケ谷小学校誘導灯改修工事

		261		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		上寺尾小学校誘導灯改修工事

		262		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		新鶴見小学校誘導灯改修工事

		263		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		市場中学校誘導灯改修工事

		264		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		潮田中学校誘導灯改修工事

		265		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		末吉中学校誘導灯改修工事

		266		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見中学校誘導灯改修工事

		267		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		寺尾中学校誘導灯改修工事

		268		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		生麦中学校誘導灯改修工事

		269		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		寛政中学校誘導灯改修工事

		270		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		矢向中学校誘導灯改修工事

		271		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		上の宮中学校誘導灯改修工事

		272		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		石川小学校（ほか南区内24校）誘導灯改修工事 ミナミクナイコウ

		273		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		大岡小学校誘導灯改修工事

		274		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		太田小学校誘導灯改修工事

		275		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		南吉田小学校誘導灯改修工事

		276		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		日枝小学校誘導灯改修工事

		277		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		南太田小学校誘導灯改修工事

		278		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		井土ケ谷小学校誘導灯改修工事

		279		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		蒔田小学校誘導灯改修工事

		280		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		中村小学校誘導灯改修工事

		281		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		南小学校誘導灯改修工事

		282		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		永田小学校誘導灯改修工事

		283		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川小学校誘導灯改修工事

		284		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		藤の木小学校誘導灯改修工事

		285		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		永田台小学校誘導灯改修工事

		286		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川台小学校誘導灯改修工事

		287		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		別所小学校誘導灯改修工事

		288		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六つ川西小学校誘導灯改修工事

		289		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		共進中学校誘導灯改修工事

		290		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		平楽中学校誘導灯改修工事

		291		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		蒔田中学校誘導灯改修工事

		292		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		南中学校誘導灯改修工事

		293		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		南が丘中学校誘導灯改修工事

		294		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		永田中学校誘導灯改修工事

		295		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		六ツ川中学校誘導灯改修工事

		296		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		藤の木中学校誘導灯改修工事

		297		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日野小学校（ほか港南区内31校）誘導灯改修工事 コウナンクナイコウ

		298		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		永野小学校誘導灯改修工事

		299		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日下小学校誘導灯改修工事

		300		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		桜岡小学校誘導灯改修工事

		301		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		南台小学校誘導灯改修工事

		302		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		芹が谷小学校誘導灯改修工事

		303		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		吉原小学校誘導灯改修工事

		304		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		下永谷小学校誘導灯改修工事

		305		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		上大岡小学校誘導灯改修工事

		306		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		芹が谷南小学校誘導灯改修工事

		307		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日限山小学校誘導灯改修工事

		308		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台第一小学校誘導灯改修工事

		309		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日野南小学校誘導灯改修工事

		310		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		下野庭小学校誘導灯改修工事

		311		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		相武山小学校誘導灯改修工事

		312		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		永谷小学校誘導灯改修工事

		313		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台第二小学校誘導灯改修工事

		314		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台第三小学校誘導灯改修工事

		315		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		丸山台小学校誘導灯改修工事

		316		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		小坪小学校誘導灯改修工事

		317		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		野庭すずかけ小学校誘導灯改修工事

		318		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南中学校誘導灯改修工事

		319		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		上永谷中学校誘導灯改修工事

		320		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		笹下中学校誘導灯改修工事

		321		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		野庭中学校誘導灯改修工事

		322		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台第一中学校誘導灯改修工事

		323		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		芹が谷中学校誘導灯改修工事

		324		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日限山中学校誘導灯改修工事

		325		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		日野南中学校誘導灯改修工事

		326		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		丸山台中学校誘導灯改修工事

		327		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		東永谷中学校誘導灯改修工事

		328		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		南高附属中学校誘導灯改修工事

		329		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢小学校（ほか金沢区内30校）誘導灯改修工事 カナザワクナイコウ

		330		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		六浦小学校誘導灯改修工事

		331		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		釜利谷小学校誘導灯改修工事

		332		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		富岡小学校誘導灯改修工事

		333		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		大道小学校誘導灯改修工事

		334		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		八景小学校誘導灯改修工事

		335		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		文庫小学校誘導灯改修工事

		336		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		瀬ケ崎小学校誘導灯改修工事

		337		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		西柴小学校誘導灯改修工事

		338		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		西富岡小学校誘導灯改修工事

		339		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		朝比奈小学校誘導灯改修工事

		340		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		釜利谷西小学校誘導灯改修工事

		341		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		高舟台小学校誘導灯改修工事

		342		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		並木第一小学校誘導灯改修工事

		343		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		釜利谷東小学校誘導灯改修工事

		344		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		並木第四小学校誘導灯改修工事

		345		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		能見台小学校誘導灯改修工事

		346		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		釜利谷南小学校誘導灯改修工事

		347		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		小田小学校誘導灯改修工事

		348		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		六浦南小学校誘導灯改修工事

		349		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		能見台南小学校誘導灯改修工事

		350		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		並木中央小学校誘導灯改修工事

		351		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢中学校誘導灯改修工事

		352		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		六浦中学校誘導灯改修工事

		353		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		大道中学校誘導灯改修工事

		354		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		西柴中学校誘導灯改修工事

		355		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		富岡中学校誘導灯改修工事

		356		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		富岡東中学校誘導灯改修工事

		357		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		西金沢中学校誘導灯改修工事

		358		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		並木中学校誘導灯改修工事

		359		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		釜利谷中学校誘導灯改修工事

		360		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		小田中学校誘導灯改修工事

		361		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台小学校（ほか港北区内32校）誘導灯改修工事 コウホククナイコウ

		362		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		高田小学校誘導灯改修工事

		363		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新田小学校誘導灯改修工事

		364		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		大綱小学校誘導灯改修工事

		365		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		城郷小学校誘導灯改修工事

		366		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		港北小学校誘導灯改修工事

		367		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		綱島小学校誘導灯改修工事

		368		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		菊名小学校誘導灯改修工事

		369		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		篠原小学校誘導灯改修工事

		370		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		下田小学校誘導灯改修工事

		371		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		大曾根小学校誘導灯改修工事

		372		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉南小学校誘導灯改修工事

		373		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		篠原西小学校誘導灯改修工事

		374		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新吉田小学校誘導灯改修工事

		375		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		綱島東小学校誘導灯改修工事

		376		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		師岡小学校誘導灯改修工事

		377		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		矢上小学校誘導灯改修工事

		378		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		駒林小学校誘導灯改修工事

		379		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		高田東小学校誘導灯改修工事

		380		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		太尾小学校誘導灯改修工事

		381		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新羽小学校誘導灯改修工事

		382		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		北綱島小学校誘導灯改修工事

		383		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新吉田第二小学校誘導灯改修工事

		384		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		大豆戸小学校誘導灯改修工事

		385		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		小机小学校誘導灯改修工事

		386		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		城郷中学校誘導灯改修工事

		387		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新田中学校誘導灯改修工事

		388		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台中学校誘導灯改修工事

		389		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		大綱中学校誘導灯改修工事

		390		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		篠原中学校誘導灯改修工事

		391		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		日吉台西中学校誘導灯改修工事

		392		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新羽中学校誘導灯改修工事

		393		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		高田中学校誘導灯改修工事

		394		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		鴨居小学校（ほか緑区内16校）誘導灯改修工事 ミドリ

		395		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		森の台小学校誘導灯改修工事

		396		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		三保小学校誘導灯改修工事

		397		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		竹山小学校誘導灯改修工事

		398		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		長津田第二小学校誘導灯改修工事

		399		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		東本郷小学校誘導灯改修工事

		400		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		上山小学校誘導灯改修工事

		401		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		緑小学校誘導灯改修工事

		402		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		いぶき野小学校誘導灯改修工事

		403		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		中山小学校誘導灯改修工事

		404		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		山下みどり台小学校誘導灯改修工事

		405		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		田奈中学校誘導灯改修工事

		406		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		中山中学校誘導灯改修工事

		407		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		十日市場中学校誘導灯改修工事

		408		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		鴨居中学校誘導灯改修工事

		409		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		霧が丘中学校誘導灯改修工事

		410		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		東鴨居中学校誘導灯改修工事

		411		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		鉄小学校（ほか青葉区内37校）誘導灯改修工事 アオバ

		412		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		田奈小学校誘導灯改修工事

		413		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		山内小学校誘導灯改修工事

		414		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		奈良小学校誘導灯改修工事

		415		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		つつじが丘小学校誘導灯改修工事

		416		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		青葉台小学校誘導灯改修工事

		417		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		榎が丘小学校誘導灯改修工事

		418		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		すすき野小学校誘導灯改修工事

		419		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		もえぎ野小学校誘導灯改修工事

		420		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		元石川小学校誘導灯改修工事

		421		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		みたけ台小学校誘導灯改修工事

		422		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		藤が丘小学校誘導灯改修工事

		423		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		美しが丘東小学校誘導灯改修工事

		424		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		市ケ尾小学校誘導灯改修工事

		425		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		嶮山小学校誘導灯改修工事

		426		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		あざみ野第一小学校誘導灯改修工事

		427		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		鴨志田第一小学校誘導灯改修工事

		428		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		東市ケ尾小学校誘導灯改修工事

		429		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		あざみ野第二小学校誘導灯改修工事

		430		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		鴨志田緑小学校誘導灯改修工事

		431		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		荏子田小学校誘導灯改修工事

		432		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		恩田小学校誘導灯改修工事

		433		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		荏田西小学校誘導灯改修工事

		434		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		黒須田小学校誘導灯改修工事

		435		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		桂小学校誘導灯改修工事

		436		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		奈良の丘小学校誘導灯改修工事

		437		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		山内中学校誘導灯改修工事

		438		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		谷本中学校誘導灯改修工事

		439		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		青葉台中学校誘導灯改修工事

		440		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		みたけ台中学校誘導灯改修工事

		441		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		美しが丘中学校誘導灯改修工事

		442		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		すすき野中学校誘導灯改修工事

		443		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		奈良中学校誘導灯改修工事

		444		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		緑が丘中学校誘導灯改修工事

		445		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		もえぎ野中学校誘導灯改修工事

		446		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		あざみ野中学校誘導灯改修工事

		447		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		鴨志田中学校誘導灯改修工事

		448		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		市ケ尾中学校誘導灯改修工事

		449		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		中川小学校（ほか都筑区内26校）誘導灯改修工事 ツヅキ

		450		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		勝田小学校誘導灯改修工事

		451		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		山田小学校誘導灯改修工事

		452		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		すみれが丘小学校誘導灯改修工事

		453		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		茅ケ崎小学校誘導灯改修工事

		454		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		中川西小学校誘導灯改修工事

		455		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		都田小学校誘導灯改修工事

		456		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		川和小学校誘導灯改修工事

		457		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		折本小学校誘導灯改修工事

		458		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		荏田小学校誘導灯改修工事

		459		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		都田西小学校誘導灯改修工事

		460		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		荏田東第一小学校誘導灯改修工事

		461		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		荏田南小学校誘導灯改修工事

		462		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		川和東小学校誘導灯改修工事

		463		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		茅ケ崎台小学校誘導灯改修工事

		464		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		北山田小学校誘導灯改修工事

		465		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		都筑小学校誘導灯改修工事

		466		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		南山田小学校誘導灯改修工事

		467		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		東山田小学校誘導灯改修工事

		468		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		牛久保小学校誘導灯改修工事

		469		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		中川中学校誘導灯改修工事

		470		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		茅ケ崎中学校誘導灯改修工事

		471		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		都田中学校誘導灯改修工事

		472		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		川和中学校誘導灯改修工事

		473		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		荏田南中学校誘導灯改修工事

		474		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		東山田中学校誘導灯改修工事

		475		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		都筑区		早渕中学校誘導灯改修工事

		476		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		本郷小学校（ほか栄区内17校）誘導灯改修工事 サカエ

		477		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		西本郷小学校誘導灯改修工事

		478		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		飯島小学校誘導灯改修工事

		479		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		桂台小学校誘導灯改修工事

		480		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		庄戸小学校誘導灯改修工事

		481		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		本郷台小学校誘導灯改修工事

		482		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		小菅ケ谷小学校誘導灯改修工事

		483		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		公田小学校誘導灯改修工事

		484		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		小山台小学校誘導灯改修工事

		485		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		笠間小学校誘導灯改修工事

		486		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		桜井小学校誘導灯改修工事

		487		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		上郷小学校誘導灯改修工事

		488		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		本郷中学校誘導灯改修工事

		489		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		上郷中学校誘導灯改修工事

		490		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		桂台中学校誘導灯改修工事

		491		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		西本郷中学校誘導灯改修工事

		492		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		飯島中学校誘導灯改修工事

		493		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		栄区		小山台中学校誘導灯改修工事

		494		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中和田小学校（ほか泉区内22校）誘導灯改修工事 イズミ

		495		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		岡津小学校誘導灯改修工事

		496		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中田小学校誘導灯改修工事

		497		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中和田南小学校誘導灯改修工事

		498		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		上飯田小学校誘導灯改修工事

		499		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		東中田小学校誘導灯改修工事

		500		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		新橋小学校誘導灯改修工事

		501		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		和泉小学校誘導灯改修工事

		502		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		下和泉小学校誘導灯改修工事

		503		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		葛野小学校誘導灯改修工事

		504		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		いずみ野小学校誘導灯改修工事

		505		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		伊勢山小学校誘導灯改修工事

		506		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		緑園東小学校誘導灯改修工事

		507		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		緑園西小学校誘導灯改修工事

		508		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		西が岡小学校誘導灯改修工事

		509		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		飯田北いちょう小学校誘導灯改修工事

		510		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		岡津中学校誘導灯改修工事

		511		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中和田中学校誘導灯改修工事

		512		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		泉が丘中学校誘導灯改修工事

		513		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中田中学校誘導灯改修工事

		514		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		上飯田中学校誘導灯改修工事

		515		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		いずみ野中学校誘導灯改修工事

		516		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		領家中学校誘導灯改修工事

		517		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		青葉区		青葉区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

		518		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		旭区総合庁舎避雷設備改修工事

		519		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		旭区		柏保育園照明設備等更新工事

		520		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		男女共同参画センター横浜自動火災報知設備更新工事

		521		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		中川地区センター自動火災報知設備改修工事

		522		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		泉区総合庁舎自動火災報知設備更新工事

		523		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		泉区		北上飯田保育園照明設備改修工事

		524		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		上永谷消防出張所照明設備改修工事（省エネ）

		525		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		磯子区		磯子区総合庁舎非常放送設備更新工事

		526		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢スポーツセンター自動火災報知設備更新工事

		527		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南地区センター照明設備更新工事（省エネ）

		528		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台消防出張所分電盤等改修工事

		529		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈区		神奈川区総合庁舎自動火災報知設備改修工事

		530		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		港南台消防出張所照明設備改修工事（省エネ）

		531		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		瀬谷区		瀬谷第二保育園照明設備更新工事

		532		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		横浜国際協力センター非常放送設備更新工事

		533		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見スポーツセンター非常用放送設備改修工事

		534		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		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

		535		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		鶴見スポーツセンター自動火災報知設備改修工事

		536		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		西地区センター自動火災報知設備更新工事

		537		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		三春学園受変電設備改修工事

		538		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		障害者スポーツ文化センター横浜ラポール非常放送設備等更新工事

		539		第1		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		総合リハビリテーションセンター受変電設備改修工事

		540		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港南区		消費生活総合センター電話交換機等更新工事

		541		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		井土ヶ谷保育園照明設備更新工事

		542		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈区		神奈川図書館自動火災報知設備改修工事

		543		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈区		神奈川図書館非常放送設備改修工事

		544		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		八聖殿郷土資料館照明設備等更新工事

		545		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		長津田地区センター照明設備更新工事（省エネ）

		546		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		山下公園自動火災報知設備更新工事

		547		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		白山地区センター照明設備更新工事（省エネ）

		548		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		緑区		白山地区センター 自動火災報知設備更新工事

		549		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		男女共同参画センター横浜電話設備更新工事

		550		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		関内ホールモニターテレビデジタル化改修工事

		551		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		南区		吉野町市民プラザ館内照明設備改修工事

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

		553		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		中央卸売市場本場集中検針装置改修工事

		554		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場南部市場青果棟ほか放送設備改修工事

		555		第2		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場南部市場冷蔵庫棟直流電源装置改修工事

		556		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場水産棟受配電設備等改修工事

		557		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場電力量計・水道メーター設備改修工事

		558		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部市場青果棟屋上駐車場外灯LED化改修工事

		559		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南六浦保育園ホール電気の蛍光灯化工事

		560		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		三ツ沢公園第一レストハウスほか三ツ沢公園管理事務所総合監視盤更新工事

		561		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		西区		野毛山動物園野毛山動物園園内放送設備改修業務

		562		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢動物園金沢自然公園電気室再整備工事

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

		564		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		保土ケ谷区		保土ケ谷ポンプ場保土ケ谷ポンプ場外灯改修工事

		565		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		山下ポンプ場山下ポンプ場照明設備等改修工事

		566		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		山下ポンプ場
山下ポンプ場滞水地山下ポンプ場等照明設備改修工事

		567		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		金沢ポンプ場、
六浦ポンプ場金沢ポンプ場等外灯照明改修工事

		568		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		港北区		新羽ポンプ場新羽ポンプ場等建築電気設備改修工事

		569		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		戸塚区		戸塚ポンプ場戸塚ポンプ場ポンプ室等照明設備改修工事

		570		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		鶴見区		北部第一水再生センター北部第一水再生センター水処理棟照明設備改修工事

		571		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		神奈川区		神奈川水再生センター神奈川水再生センター本館１階照明分電盤改修工事

		572		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		金沢区		南部水再生センター南部水再生センター調整汚泥ポンプ室照明設備改修工事

		573		第3		電気 デンキ		設備 セツビ		中区		みなと赤十字病院電気錠設備更新工事

				第3		電気 デンキ		設備 セツビ		深谷中学校（予定)区		深谷中学校（予定)校庭夜間照明修繕工事





