
契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日

2464 建築 5,533,920 H27.1.19 H27.1.15

2463 建築 19,941,120 H26.12.26 H26.12.25

2462 建築 12,116,196 H26.12.26 H26.12.25

2461 建築 14,225,760 H26.12.26 H26.12.25

2460 建築 4,493,664 H26.12.26 H26.12.25

2459 建築 21,080,736 H26.12.26 H26.12.25

2458 管 6,387,120 H26.12.26 H26.12.25

2457 管 7,284,600 H26.12.26 H26.12.25

2456 管 12,090,276 H26.12.26 H26.12.25

4010 電気 23,976,000 H26.12.26 H26.12.25

4009 電気 23,150,880 H26.12.26 H26.12.25

2455 電気 4,950,936 H26.12.22 H26.12.18

2454 電気 5,824,440 H26.12.22 H26.12.18

2453 電気 5,444,280 H26.12.22 H26.12.18

2452 電気 5,933,520 H26.12.22 H26.12.18

2451 電気 7,082,640 H26.12.22 H26.12.18

2450 電気 7,188,480 H26.12.22 H26.12.18

2449
電気
通信

6,716,520 H26.12.22 H26.12.18

2448

電気
通信
又は
電気

58,536,000 H26.12.22 H26.12.18

2447 管 2,898,936 H26.12.22 H26.12.18

2446 建築 6,426,000 H26.12.22 H26.12.18

2445 建築 10,121,436 H26.12.22 H26.12.18

2444 建築 10,956,492 H26.12.22 H26.12.18

2443 建築 3,073,248 H26.12.15 H26.12.11平安小学校西門門扉改修工事 ㈲　カサイ

平成26年度　　契約結果

工事名 契約の相手方

競争入札の契約結果を表示します。

並木中学校ほか１校門扉改修その他工
事

㈱　マツオホーム

南吉田小学校ほか１校門扉改修その他
工事

日進建設　㈱

横浜国際プール軒天井改修工事 ㈲　リフォームハウザー

野庭保育園ほか１園冷暖房機更新工事
（その２）

㈱　高栄設備工業

新横浜公園日産スタジアム非常放送設備
更新工事

㈱　新川電気

横浜美術館非常放送設備更新工事 ㈱　通信エンジニアリング

すすき野中学校ほか４校変圧器改修工事 大口電設　㈱

西中学校ほか４校変圧器改修工事 新興電設工業　㈱

中村小学校ほか３校変圧器改修工事 神奈川綜合設備　㈱

洋光台第二中学校ほか１校変圧器改修
工事

神奈川綜合設備　㈱

橘中学校ほか３校変圧器改修工事 ㈱　新川電気

釜利谷西小学校ほか４校変圧器改修工
事

平野電気　㈱

横浜市東部北部方面施設電気設備緊急
改修工事

三沢電機　㈱

横浜市西部南部方面施設電気設備緊急
改修工事

㈱　須田電気商会

港南中学校ほか１校プール循環器設備
改修工事

矢崎設備工業　㈱

矢向中学校プール給水管改修工事 ㈱　アメニティ

日吉台中学校プール循環器設備改修工
事

㈱　ニッセツ

根岸森林公園レストハウスピロティー改修
その他工事（建築・機械）（その２）

富士工業　㈱

栄公会堂フェンス改修その他工事 ㈱　ダイイチ

横浜市立大学附属病院医学部側連絡通
路外壁改修その他工事（その２）

㈱　秀建

陶芸センター土台廻り改修その他工事
（その２）

富士工業　㈱

松本中学校ほか１校防災備蓄庫整備工
事

㈱　リニューアルよこはま

保土ケ谷区総合庁舎トイレ改修その他工
事（建築・電気・機械）

アラン建設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2442 建築 3,621,888 H26.12.15 H26.12.11

2441 建築 7,350,480 H26.12.15 H26.12.11

2440 建築 14,649,120 H26.12.15 H26.12.11

2439 建築 15,863,580 H26.12.15 H26.12.11

2437 建築 35,910,000 H26.12.15 H26.12.11

2436 電気 5,426,460 H26.12.15 H26.12.11

2435 管 33,260,760 H26.12.15 H26.12.11

2434 管 26,722,440 H26.12.15 H26.12.11

2433 建築 7,344,216 H26.12.15 H26.12.11

2432 建築 22,535,928 H26.12.15 H26.12.11

2431 建築 58,630,500 H26.12.15 H26.12.11

2822 建築 39,471,840 H26.12.15 H26.12.11

2821 建築 19,056,600 H26.12.8 H26.12.4

2820 建築 27,095,040 H26.12.8 H26.12.4

2430 建築 7,648,862 H26.12.8 H26.12.4

2429 建築 9,452,052 H26.12.8 H26.12.4

2428 建築 10,092,816 H26.12.8 H26.12.4

2427 建築 8,644,860 H26.12.8 H26.12.4

2426 建築 13,417,224 H26.12.8 H26.12.4

2425 建築 15,032,412 H26.12.8 H26.12.4

2424 建築 6,250,500 H26.12.8 H26.12.4

2423 建築 19,483,740 H26.12.8 H26.12.4

2422 管 2,243,808 H26.12.8 H26.12.4

2421 管 6,005,880 H26.12.8 H26.12.4

2420 管 5,672,160 H26.12.8 H26.12.4

2419 管 2,535,840 H26.12.8 H26.12.4

2418 管 4,145,040 H26.12.8 H26.12.4

2417 管 2,259,360 H26.12.8 H26.12.4

ブラフ１８番館外壁改修その他工事（建
築）

㈱　三洋工業

ベーリック・ホール外壁改修その他工事 ㈱　水野工務店

新井中学校フェンス改修その他工事 ㈱　水野工務店

菅田中学校門扉改修その他工事 ㈲　カサイ

金沢ポンプ場防災設備改修工事 矢崎設備工業　㈱

鉄小学校給水管改修工事 南設備工業　㈱

ブラフ１８番館外壁改修その他工事（電
気） ㈱　ツインコムネット

横浜市民病院がん検診センター外壁改修
その他工事

㈱　徳建

横浜市立大学医学部講義棟ほか１施設
外壁改修その他工事

㈱　信友建設

こども自然公園青少年屋外活動センター
宿泊棟外壁改修その他工事

㈱　青柳組

こども自然公園トイレ７改修工事（建築・
電気・機械）

㈱　青柳組

緑スポーツセンター体育室屋根改修その
他工事

㈱　芳垣建設

桂山公園こどもログハウス改修工事

踊場公園こどもログハウス改修工事

上飯田中学校外柵改修その他工事

入船消防出張所屋上改修その他工事

白幡公園こどもログハウス改修工事

仲尾台中学校屋内運動場２階トイレ改修
工事（建築・電気・機械）

南高等学校屋内運動場２階トイレ改修工
事（建築・電気・機械）

中央卸売市場本場水産仲卸棟店舗改修
工事

北綱島小学校ほか１校フェンス改修その
他工事

日吉台西中学校防球ネット改修工事

東滝頭保育園ほか１園冷暖房機更新工
事

市役所本庁舎５階関係機関執務室空調
機設置工事

並木保育園ほか１園冷暖房機更新工事

中部水再生センター第一ポンプ施設上水
配管等改修工事

久保山霊堂受水槽更新その他工事

金沢水再生センター水質試験室衛生設
備改修工事

㈱　宮野工務店

㈱　佐藤薫工務店

㈱　栄幸建設

協栄建設　㈱

㈱　坂井工務店

㈱　青柳組

㈱　なごみ建設

㈲　ナカムラ建工

㈱　スルガコーポレーション

㈱　スルガコーポレーション

㈱　ヘルツ

㈱　光電社

㈱　アマノ技研

マコト設備工業　㈱

田中産商　㈱

関戸工業　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2416 管 4,827,600 H26.12.8 H26.12.4

2415 管 9,619,344 H26.12.8 H26.12.4

2414 電気 28,739,556 H26.12.8 H26.12.4

2413 管 17,690,400 H26.12.8 H26.12.4

2412 管 15,947,280 H26.12.8 H26.12.4

2411 建築 2,955,960 H26.12.8 H26.12.4

2410 建築 18,811,440 H26.12.8 H26.12.4

2409 建築 22,934,448 H26.12.8 H26.12.4

2406 建築 46,373,040 H26.12.8 H26.12.4

2405 建築 57,067,200 H26.12.8 H26.12.4

2404 建築 59,459,400 H26.12.8 H26.12.4

2403 管 1,944,000 H26.12.1 H26.11.27

2402 管 2,635,200 H26.12.1 H26.11.27

2400 管 24,162,840 H26.12.1 H26.11.27

2399
機械
器具
設置

11,788,200 H26.12.1 H26.11.27

2397
電気
通信

13,773,240 H26.12.1 H26.11.27

2396 電気 14,568,660 H26.12.1 H26.11.27

2395 建築 4,004,640 H26.12.1 H26.11.27

2394 建築 5,495,040 H26.12.1 H26.11.27

2393 建築 14,180,400 H26.12.1 H26.11.27

2392 建築 7,309,980 H26.12.1 H26.11.27

2391 建築 12,117,060 H26.12.1 H26.11.27

2390 建築 19,936,800 H26.12.1 H26.11.27

2389 建築 20,046,452 H26.12.1 H26.11.27

2388 建築 20,594,714 H26.12.1 H26.11.27

2387 建築 21,694,284 H26.12.1 H26.11.27

2386 建築 22,357,080 H26.12.1 H26.11.27

磯子小学校普通教室改造工事（建築・電
気・機械）

㈱　栄幸建設

根岸小学校普通教室改造工事（建築・電
気・機械）

㈱　ヨコテック

仏向小学校普通教室改造工事（建築・電
気・機械）

原建設　㈱

二谷小学校普通教室改造その他工事（建
築・電気）

㈱　佐藤薫工務店

東台小学校普通教室改造工事（建築・電
気・機械）

㈱　栄幸建設

篠原西小学校普通教室改造その他工事
（建築・電気・機械）

㈱　栄幸建設

東高等学校屋内運動場トイレ改修その他
工事（建築・電気・機械）

㈱　菅原建鉄工業

不老町地域ケアプラザ外壁改修その他工
事

㈱　白井組

桜台小学校普通教室改造工事（建築・電
気）

㈱　佐藤薫工務店

都筑区総合庁舎非常放送設備更新工事 妙光電機　㈱

横浜みなとみらいホール４～６階ホワイエ
照明設備改修工事

㈱　平岡電機工事

茅ケ崎中学校屋内運動場トイレ改修その
他工事（建築・電気・機械）

㈱　菅原建鉄工業

潮田保育園冷暖房機更新工事 ㈱　政和工業所

港南台保育園冷暖房機更新工事 ㈱　イエス

新横浜公園日産スタジアムトイレ改修工
事（機械・建築）

㈱　イエス

緑ほのぼの荘駐車管制装置更新工事 アマノ　㈱

南部汚泥資源化センター衛生設備その他
改修工事

横浜吉田中学校トイレ改修工事（機械・電
気）

新横浜公園日産スタジアムウォーター
パーク等照明設備更新工事

新横浜公園日産スタジアム個別空調機更
新工事

菊名池公園プール給水管改修工事（その
２）

西部水再生センター仮眠室改修その他工
事

消防訓練センター宿舎棟屋上改修その他
工事

関内ホール東面外壁改修その他工事

北部第二水再生センター改修工事

金沢スポーツセンター屋上改修その他工
事

港北区総合庁舎屋上改修その他工事

関戸工業　㈱

㈱　田中ポンプ製作所

㈱　アイキン電機工業

㈱　大勝

馬淵建設　㈱

㈱　小松工業

㈲　大橋水道設備

㈱　サショー

㈱　サショー

㈱　タクト

今井建設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2385 建築 22,725,792 H26.12.1 H26.11.27

2384 建築 2,373,948 H26.12.1 H26.11.27

2383 建築 7,609,896 H26.12.1 H26.11.27

2382 建築 9,205,704 H26.12.1 H26.11.27

2381 管 19,612,800 H26.12.1 H26.11.27

2380 管 18,701,280 H26.12.1 H26.11.27

2379 防水 26,438,400 H26.12.1 H26.11.27

2378 建築 19,165,680 H26.12.1 H26.11.27

2377 建築 26,927,640 H26.12.1 H26.11.27

2376 管 6,099,624 H26.11.21 H26.11.20

2375 管 8,061,444 H26.11.21 H26.11.20

2374 管 3,669,516 H26.11.21 H26.11.20

2373 管 2,347,380 H26.11.21 H26.11.20

2372
電気
通信

5,950,368 H26.11.21 H26.11.20

2371
電気
通信

5,621,508 H26.11.21 H26.11.20

2370
電気
通信

5,803,380 H26.11.21 H26.11.20

2369
消防
施設

2,239,812 H26.11.21 H26.11.20

2368
消防
施設

8,177,868 H26.11.21 H26.11.20

2367
消防
施設

14,528,160 H26.11.21 H26.11.20

2366 5,803,920 H26.11.21 H26.11.20

2365 9,947,880 H26.11.21 H26.11.20

2364 電気 3,896,640 H26.11.21 H26.11.20

2363 電気 16,962,480 H26.11.21 H26.11.20

2362 建築 8,669,700 H26.11.21 H26.11.20

2361 建築 10,204,596 H26.11.21 H26.11.20

2360 建築 15,992,640 H26.11.21 H26.11.20

2359 建築 56,189,160 H26.11.21 H26.11.20

2358 建築 46,620,360 H26.11.21 H26.11.20

川井小学校屋上防水改修その他工事 ㈱　千代田

横浜吉田中学校トイレ改修工事（建築） ㈱　ダイイチ

金沢動物園動物病院改修工事（建築・電
気・機械）

㈱　大和建設

市民病院屋上膨張水槽更新その他工事 マコト設備工業　㈱

金沢動物園ユーカリ温室改修工事（機
械）

㈱　イエス

新吉田第二小学校普通教室改造その他
工事（建築・電気・機械）

㈱　ヨコテック

野毛山動物園トイレ改修その他工事 ㈱　大和建設

よこはま動物園トイレ改修工事（建築・機
械）

㈱　大和建設

南部斎場外壁改修その他工事 今井建設　㈱

旭区総合庁舎会議室改修その他工事（建
築・電気・機械）

アラン建設　㈱

希望が丘中学校防球ネット改修工事 菅野建設　㈱

新横浜公園日産スタジアムトイレ改修工
事（電気）

窪倉建設　㈱

神奈川水再生センター本館改修その他工
事（建築・機械）

㈱　筒見工務店

三ツ沢公園球技場メインスタンドトイレ改
修その他工事（建築）（その３）

㈱　筒見工務店

桜丘高等学校図書館棟屋根改修その他
工事

㈱　剱持工務店

岩間市民プラザほか３施設子メーター（電
力量計）更新工事

㈱　江電社

洋光台第三小学校ほか１校自動火災報
知設備改修工事

㈱　神奈川ケイテクノ

洋光台第三小学校ほか１校シャッター集
中制御化工事

㈱　神奈川ケイテクノ消防
施設
又は
電気

根岸中学校ほか２校自動火災報知設備
改修工事

平山防災設備　㈱

日下小学校ほか１校自動火災報知設備
改修工事

双信消防設備　㈱

南部水再生センター本館火報受信機改
修工事

双信消防設備　㈱

横浜吉田中学校ほか１校非常放送設備
改修工事

㈱　ツインコムネット

樽町中学校ほか１校非常放送設備改修
工事

大栄電子　㈱

はまぎんこども宇宙科学館電話設備更新
工事

妙光電機　㈱

しろばら保育園ほか３園冷暖房機更新工
事

㈱　小松工業

岩間市民プラザほか３施設衛生空調設備
用子メーター更新工事

㈲　鈴木商店

山手６８番館トイレ改修工事 アオキ工業　㈱

みなとみらいホールほか２施設衛生空調
設備用子メーター更新工事

田中産商　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2357 電気 4,852,656 H26.11.17 H26.11.13

2356 電気 7,962,840 H26.11.17 H26.11.13

2355 2,007,288 H26.11.17 H26.11.13

2354 4,859,784 H26.11.17 H26.11.13

2353 5,436,720 H26.11.17 H26.11.13

2352 2,813,400 H26.11.17 H26.11.13

2351 9,179,784 H26.11.17 H26.11.13

2350 4,025,592 H26.11.17 H26.11.13

2349 14,010,408 H26.11.17 H26.11.13

2348 3,451,140 H26.11.17 H26.11.13

2347 9,326,340 H26.11.17 H26.11.13

2346 3,699,432 H26.11.17 H26.11.13

2345 11,598,768 H26.11.17 H26.11.13

2344
消防
施設

4,071,276 H26.11.17 H26.11.13

2343
消防
施設

9,143,604 H26.11.17 H26.11.13

2342
消防
施設

9,661,680 H26.11.17 H26.11.13

2341
消防
施設

10,676,664 H26.11.17 H26.11.13

2340
消防
施設

10,244,016 H26.11.17 H26.11.13

2339
消防
施設

10,324,800 H26.11.17 H26.11.13

2338
消防
施設

20,765,624 H26.11.17 H26.11.13

2337 建具 16,934,400 H26.11.17 H26.11.13

2336 防水 10,262,592 H26.11.17 H26.11.13

2335 建築 62,640,000 H26.11.17 H26.11.13

2334 管 9,405,288 H26.11.10 H26.11.6

2333 管 6,663,600 H26.11.10 H26.11.6

2332 1,379,916 H26.11.10 H26.11.6

2331 8,263,404 H26.11.10 H26.11.6

港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事 ㈲　佐藤設備工業所

羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備
改修工事

㈱　栄広プロビジョン

高田東小学校シャッター集中制御化工事 ㈱　栄広プロビジョン

鴨居小学校プール給水管改修工事 根本設備　㈱

消防
施設
又は
電気

南部汚泥資源化センターほか３施設建具
改修工事

不二物産　㈱

はまぎんこども宇宙科学館自動火災報知
設備更新工事

紘永工業　㈱

三ツ沢球技場サイドスタンド外壁改修そ
の他工事（建築・電気）

㈱　小俣組

南地区センター屋上防水改修その他工事 横浜ダイワ　㈱

東本郷小学校ほか１校自動火災報知設
備改修工事

㈱　栄広プロビジョン

舞岡公園ほか２施設自動火災報知設備
改修工事

永和防災　㈱

六角橋中学校ほか１校自動火災報知設
備改修工事

永和防災　㈱

不動丸小学校ほか１校自動火災報知設
備改修工事

㈱　シーエスワン

中沢小学校ほか１校シャッター集中制御
化工事

横浜消火器　㈱

勝田小学校ほか１校自動火災報知設備
改修工事

㈱　青葉防災

長屋門公園ほか２施設自動火災報知設
備更新工事

㈱　青葉防災

山田小学校ほか２校自動火災報知設備
改修工事

㈱　青葉防災

消防
施設
又は
電気

都田小学校ほか１校シャッター集中制御
化工事

丸子電気工事　㈱

藤塚小学校ほか１校自動火災報知設備
改修工事

㈲　竣光電設

山田小学校ほか２校シャッター集中制御
化工事

㈱　青葉防災消防
施設
又は
電気

中沢小学校ほか１校自動火災報知設備
改修工事

横浜消火器　㈱

藤塚小学校シャッター集中制御化工事 ㈲　竣光電設

消防
施設
又は
電気

消防
施設
又は
電気

東戸塚小学校自動火災報知設備改修工
事

岩澤電気　㈱

都田小学校ほか２校自動火災報知設備
改修工事

丸子電気工事　㈱

六つ川台小学校自動火災報知設備改修
工事

岩澤電気　㈱

六つ川台小学校シャッター集中制御化工
事

岩澤電気　㈱
消防
施設
又は
電気

下瀬谷中学校校庭夜間照明設備改修工
事

丸子電気工事　㈱

保土ケ谷消防署ほか１施設照明設備改
修工事

岩澤電気　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2330
消防
施設

21,867,840 H26.11.10 H26.11.6

2329 建築 4,267,728 H26.11.10 H26.11.6

2328 建築 3,257,064 H26.11.10 H26.11.6

2327 建築 3,316,896 H26.11.10 H26.11.6

2326 建築 12,038,480 H26.11.10 H26.11.6

2325 建築 18,897,840 H26.11.10 H26.11.6

2324 建築 54,853,200 H26.11.10 H26.11.6

2323 建築 65,340,000 H26.11.10 H26.11.6

2322 建築 55,620,000 H26.11.10 H26.11.6

256 防水 11,836,800 H26.10.30 H26.10.30

255 建築 13,478,400 H26.10.30 H26.10.30

254 建築 1,080,000 H26.10.30 H26.10.30

2321 建築 17,996,796 H26.10.31 H26.10.30

2320 建築 2,271,564 H26.10.31 H26.10.30

2319 建築 3,217,968 H26.10.31 H26.10.30

2318 建築 4,178,196 H26.10.31 H26.10.30

2317 建築 5,885,352 H26.10.31 H26.10.30

2316 管 10,206,540 H26.10.31 H26.10.30

2315 管 7,560,108 H26.10.31 H26.10.30

2314 管 11,119,356 H26.10.31 H26.10.30

2313 管 2,206,656 H26.10.31 H26.10.30

2312 管 9,284,760 H26.10.31 H26.10.30

2311 管 9,676,584 H26.10.31 H26.10.30

2309 電気 3,589,920 H26.10.31 H26.10.30

2308 建築 10,307,520 H26.10.31 H26.10.30

2307 建築 54,540,000 H26.10.31 H26.10.30

2306 建築 17,019,180 H26.10.31 H26.10.30

2304 管 29,145,960 H26.10.31 H26.10.23

上山小学校門扉改修工事 三武建設　㈱

金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事 ㈲　カサイ

戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工
事

㈱　シンデン

新横浜公園日産スタジアムスタンド床改
修その他工事（建築・電気）

㈱　浅川建設

大久保保育園トイレ改修その他工事（建
築・機械）

㈱　なごみ建設

歴史博物館屋根改修その他工事 三武建設　㈱

青葉公会堂屋上改修その他工事（その
２）

㈱　三木組

新横浜公園日産スタジアム外壁改修その
他工事

土志田建設　㈱

横浜こども科学館プラネタリウムシアター
改修その他工事（その２）

㈱　松尾工務店

北部第一水再生センター沈砂池ホッパー
室電動シャッター改修その他工事

㈱　日野興業

市民病院給水ポンプ修繕工事 川本サービス　㈱

旭区総合庁舎非常用発電設備改修工事 ㈱　マッハエンジニアリング

西部児童相談所発電機起動用蓄電池更
新工事

㈱　明電エンジニアリング東日本

釜利谷地区センター屋根改修工事 横浜ダイワ　㈱

南部汚泥資源化センターほか１施設外壁
改修その他工事

日進建設　㈱

金沢水再生センター流入ゲート油圧ユ
ニット室屋根改修工事

日進建設　㈱

不動丸小学校屋内運動場屋根改修工事 アラン建設　㈱

南部地域療育センターこども用トイレ改修
その他工事（建築・機械）

㈱　本田工務店

三春学園児童居住舎浴室改修その他工
事（建築・電気・機械）

㈱　本田工務店

市場ポンプ場トイレ改修工事その他（建
築・電気・機械）

㈲　カサイ

樽町ポンプ場トイレ改修工事（建築・機
械）

㈲　カサイ

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

関東工業　㈱

中央卸売市場本場管理棟ほか揚水ポン
プ等更新工事

関東工業　㈱

市民病院南病棟電気室進相コンデンサ更
新工事

㈱　秀栄

栄第一水再生センター衛生設備改修工
事

永野工業　㈱

栄第一水再生センター換気設備改修工
事

永野工業　㈱

横浜能楽堂冷温水発生機等更新工事 ㈲　佐藤工業所

中央卸売市場本場水産物部仲卸冷却塔
用補給水槽等更新工事

関東工業　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2303 電気 96,098,400 H26.10.31 H26.10.23

2301 建築 4,882,680 H26.10.27 H26.10.23

2300 建築 4,502,520 H26.10.27 H26.10.23

2299 建築 7,241,724 H26.10.27 H26.10.23

2298 建築 7,616,592 H26.10.27 H26.10.23

2294 管 13,689,972 H26.10.27 H26.10.23

2293 管 12,255,840 H26.10.27 H26.10.23

2292 管 18,524,160 H26.10.27 H26.10.23

2291 建築 62,316,000 H26.10.27 H26.10.23

2290
電気
通信

5,503,680 H26.10.20 H26.10.16

2289 電気 5,808,348 H26.10.20 H26.10.16

2288 電気 6,563,160 H26.10.20 H26.10.16

2287 電気 5,113,584 H26.10.20 H26.10.16

2286 電気 4,974,480 H26.10.20 H26.10.16

2285 電気 8,971,560 H26.10.20 H26.10.16

2284 電気 10,275,120 H26.10.20 H26.10.16

2283 電気 10,460,880 H26.10.20 H26.10.16

2282 電気 11,194,200 H26.10.20 H26.10.16

2281 建築 13,523,760 H26.10.20 H26.10.16

2280 建具 3,971,160 H26.10.20 H26.10.16

2279 建具 5,262,840 H26.10.20 H26.10.16

2278 建築 8,591,292 H26.10.20 H26.10.16

2277 建築 3,386,664 H26.10.20 H26.10.16

2276 建築 4,385,556 H26.10.20 H26.10.16

2275 建築 17,938,800 H26.10.20 H26.10.16

2274 建築 3,153,600 H26.10.20 H26.10.16

2273 建築 4,454,784 H26.10.20 H26.10.16

2272 建築 18,386,460 H26.10.20 H26.10.16横浜市慰霊堂屋根改修その他工事 ㈱　坂井工務店

センター北駅自転車駐車場改修工事 坂本建設　㈱

立場自転車駐車場改修工事 坂本建設　㈱

藤が丘地区センター屋上改修その他工事 ㈱　マツオホーム

金沢ポンプ場シャッター改修その他工事 ㈱　浅岡装飾

南部水再生センタープロパン倉庫改修工
事

㈱　浅岡装飾

下野庭スポーツ会館屋上改修その他工
事

横浜ダイワ　㈱

笠間ポンプ場鋼製建具改修その他工事 横浜バンダイ　㈱

栄第二水再生センター送風機室搬入扉
等改修その他工事

横浜バンダイ　㈱

西地区センター屋上改修工事 富士工業　㈱

幸浦消防出張所ほか１施設照明設備改
修その他工事

㈱　ESC

岡津消防出張所ほか１施設照明設備改
修その他工事

九州電業社　㈱

洋光台消防出張所ほか１施設照明設備
改修その他工事

㈱　協栄電設

鴨志田消防出張所ほか１施設照明設備
改修工事

弘電工　㈱

今宿消防出張所ほか１施設照明設備改
修その他工事

㈱　九州電業社

保土ケ谷スポーツセンター放送設備更新
工事

㈱　太陽システム

鳥が丘消防出張所ほか１施設照明設備
改修その他工事

岩澤電気　㈱

北部公園緑地事務所電灯分電盤等更新
工事

新興電設工業　㈱

三ツ沢公園第二レストハウス分電盤ほか
改修工事

ナトリ電設　㈱

保土ケ谷区総合庁舎外壁改修その他工
事

大洋建設　㈱

潮田公園プール配管改修その他工事（機
械・建築）

㈱　京浜設備工業所

大貫谷公園プール配管改修その他工事
（機械・建築）

㈱　日本工業所

希望ケ丘小学校消火管改修工事 ㈱　高栄設備工業

西スポーツセンター外壁改修その他工事 ㈲　ナカムラ建工

金沢水再生センター本館防火ダンパー等
設備改修工事

神電設備工業　㈱

よこはま動物園管理棟温熱環境改善に
伴う改修工事（建築・電気）

㈱　紅梅組

中央卸売市場本場青果棟フォークリフト
電源装置改修工事

㈱　江電社

入船消防出張所衛生配管改修工事 南設備工業　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2271 建築 16,336,404 H26.10.20 H26.10.16

2270 建築 16,437,600 H26.10.20 H26.10.16

2270 建築 16,437,600 H26.10.20 H26.10.16

2269 電気 42,106,392 H26.10.20 H26.10.16

2268 建築 21,222,000 H26.10.20 H26.10.16

2267 建築 21,697,200 H26.10.20 H26.10.16

2266 建築 22,019,040 H26.10.20 H26.10.16

2265 建築 35,532,000 H26.10.20 H26.10.16

2264 建築 37,012,680 H26.10.20 H26.10.16

2262 管 2,138,400 H26.10.10 H26.10.9

2261 管 4,741,200 H26.10.10 H26.10.9

2260 管 5,929,956 H26.10.10 H26.10.9

2259 管 9,892,800 H26.10.10 H26.10.9

2258 管 17,922,060 H26.10.10 H26.10.9

2257 電気 3,306,204 H26.10.10 H26.10.9

2256 電気 6,599,880 H26.10.10 H26.10.9

2255 建築 4,429,296 H26.10.10 H26.10.9

2254 建築 6,400,944 H26.10.10 H26.10.9

2253 建築 11,166,768 H26.10.10 H26.10.9

2252 建築 1,519,776 H26.10.10 H26.10.9

2251 建築 6,598,908 H26.10.10 H26.10.9

2250 建築 23,333,400 H26.10.10 H26.10.9

2248 建築 73,764,000 H26.10.10 H26.10.9

2247 管 1,907,280 H26.10.6 H26.10.2

2246 管 3,295,620 H26.10.6 H26.10.2

2245 電気 2,187,648 H26.10.6 H26.10.2

2244 電気 2,278,692 H26.10.6 H26.10.2

2243 電気 12,939,156 H26.10.6 H26.10.2

西地区センター換気設備改修工事 ㈱　丸伸工業所

西消防署外灯照明改修工事 ㈱　秀栄

中部水再生センター薬品庫警報設備改
修工事

㈱　秀栄

浅間町消防出張所ほか１施設照明設備
改修その他工事

㈱　秀栄

西スポーツセンタープール空調系統ダン
パー改修工事

㈱　丸伸工業所

工業技術支援センター外壁改修その他工
事

日成工事　㈱

南図書館外壁改修その他工事 坂本建設　㈱

戸塚中学校正門改修その他工事 横浜ダイワ　㈱

川上保育園防護フェンス設置その他工事 横浜ダイワ　㈱

下瀬谷保育園乳児用トイレ改修その他工
事（建築・機械）

㈲　竣光電設

向陽学園講堂外壁改修その他工事 ㈱　ダイイチ

鶴見公会堂天井改修工事 ㈱　ダイイチ

中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟幹線設
備更新工事

三由工業　㈱

翠風荘呼出表示設備更新工事 ㈱　横山電気工業

新羽ポンプ場沈砂池換気ダクト改修その
他工事

㈲　三栄配管工業所

大倉山記念館給水管改修工事 ㈲　三栄配管工業所

入江町公園プール配管改修その他工事
（機械・建築）

㈲　はま設備工業

六角橋公園プール配管改修その他工事
（機械・建築）

南設備工業　㈱

長津田地域ケアプラザ給湯ボイラー更新
工事

㈱　ホーセン

保土ケ谷ポンプ場ほか１施設各所改修工
事

敷地建設　㈱

野毛山動物園動物舎改修その他工事 蒲工　㈱

戸塚小学校防球ネット設置その他工事 ㈱　佐藤薫工務店

港北水再生センター建具改修その他工事 ㈱　宮野工務店

港南図書館外壁改修その他工事 ㈱　宮野工務店

中央卸売市場本場水産仲卸棟照明設備
改修工事

愛光電気　㈱

よこはま動物園繁殖センターバク舎トイレ
改修その他工事（建築・電気・機械）

坂本建設　㈱

よこはま動物園繁殖センターバク舎トイレ
改修その他工事（建築・電気・機械）

坂本建設　㈱

よこはま動物園動物舎改修その他工事 坂本建設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2242 建具 10,476,000 H26.10.6 H26.10.2

2241
フェ
ンス

8,391,600 H26.10.6 H26.10.2

2240 建築 6,577,956 H26.10.6 H26.10.2

2239 建築 16,201,836 H26.10.6 H26.10.2

2238 建築 15,783,768 H26.10.6 H26.10.2

2237 管 44,033,760 H26.10.6 H26.10.2

2236 管 46,310,400 H26.10.6 H26.10.2

2235 建築 36,578,520 H26.10.6 H26.10.2

2234 建築 48,047,040 H26.10.6 H26.10.2

2232

消防
施設
又は
管

41,125,968 H27.9.29 H26.9.25

2231 管 993,600 H27.9.29 H26.9.25

2230 管 3,685,716 H27.9.29 H26.9.25

2229 管 29,035,800 H27.9.29 H26.9.25

2228 電気 5,397,840 H27.9.29 H26.9.25

2227 建築 14,547,600 H27.9.29 H26.9.25

2226 管 18,143,676 H27.9.29 H26.9.25

2225 電気 10,549,332 H27.9.29 H26.9.25

2224 建築 9,275,796 H27.9.29 H26.9.25

2223 管 10,652,472 H27.9.22 H26.9.18

2222 4,134,672 H27.9.22 H26.9.18

2221 5,602,176 H27.9.22 H26.9.18

2220

消防
施設
及び
電気
通信

5,365,980 H27.9.22 H26.9.18

2219 電気 9,967,320 H27.9.22 H26.9.18

2218 建築 6,130,620 H27.9.22 H26.9.18

2217 建築 6,060,420 H26.9.22 H26.9.18

永野工業　㈱

永野工業　㈱

㈱　日本工業所

㈱　江電社

㈱　エスワイシー

紘永工業　㈱
保土ケ谷区総合庁舎駐車場泡消火配管
改修工事（その２）

みなと赤十字病院吸収式冷凍機及び発
電機用水道メーター更新工事

戸部コミュニティハウス全熱交換器更新
工事

野島青少年研修センター空調機更新工
事

中瀬谷消防出張所分電盤改修その他工
事

菊名池公園プール管理棟外壁改修工事

㈱　佐藤薫工務店

宮沢町第二公園プール配管改修その他
工事（機械・建築）

㈱　金子産商湘南

菅田消防出張所ほか１施設照明設備改
修その他工事

㈱　東電業社

男女共同参画センター横浜庇改修工事 アラン建設　㈱

㈲　柴田工務店

横浜消火器　㈱

横浜消火器　㈱

横浜消火器　㈱

㈱　とんぼ電工

㈱　佐藤薫工務店

中央図書館温水器更新工事

横浜開港資料館放送設備改修工事

横浜開港資料館自動火災報知設備改修
工事

大倉山記念館防災設備改修工事

鶴見水上消防出張所照明設備改修その
他工事

青葉台コミュニティハウス屋上改修その
他工事

消防
施設
及び
電気
通信

霧が丘中学校防球ネット改修工事

障害者スポーツ文化センター横浜ラポー
ル屋根及びトップライト改修工事（その１）

㈱　大勝

よこはま動物園便益施設空調設備改修
工事

紘永工業　㈱

戸塚ポンプ場特高高圧変電室シャッター
改修工事

横浜ビル建材　㈱

新鶴見小学校ほか１校外柵改修その他
工事

㈲　神原興業

栄図書館屋上改修その他工事 日進建設　㈱

三ツ沢公園球技場メインスタンドトイレ改
修その他工事（機械・電気）

東京ガスエネワーク　㈱

北部地域療育センター外壁改修その他工
事

㈱　青柳組

六浦スポーツ会館外壁改修その他工事 ㈱　谷津建設

長津田保育園外壁改修その他工事 ㈱　オキナ



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2216 建築 26,764,020 H26.9.22 H26.9.18

2215 管 6,599,556 H26.9.12 H26.9.11

2214 管 9,428,400 H26.9.12 H26.9.11

2213 電気 3,764,070 H26.9.12 H26.9.11

2212 電気 17,949,060 H26.9.12 H26.9.11

2211 管 28,281,420 H26.9.12 H26.9.11

2210 建築 32,724,000 H26.9.12 H26.9.11

2209 建築 36,093,600 H26.9.12 H26.9.11

4008 電気 24,030,000 H26.9.8 H26.9.4

4007 電気 23,251,536 H26.9.8 H26.9.4

4006 電気 23,193,000 H26.9.8 H26.9.4

2208 電気 4,587,084 H26.9.8 H26.9.4

2207 電気 7,745,004 H26.9.8 H26.9.4

2206 電気 10,473,840 H26.9.8 H26.9.4

2205
電気
通信

2,702,700 H26.9.8 H26.9.4

2204
電気
通信

3,539,160 H26.9.8 H26.9.4

2203

消防
施設
及び
電気
通信

3,503,520 H26.9.8 H26.9.4

2202
消防
施設

1,570,968 H26.9.8 H26.9.4

2201
消防
施設

5,785,452 H26.9.8 H26.9.4

2200 建築 11,194,200 H26.9.8 H26.9.4

2199 管 5,000,400 H26.9.8 H26.9.4

2198 管 5,936,004 H26.9.8 H26.9.4

2197 管 8,267,400 H26.9.8 H26.9.4

2196 管 11,527,920 H26.9.8 H26.9.4

2195 管 13,262,400 H26.9.8 H26.9.4

㈱　マツオホーム
常盤台小学校屋内運動場外壁改修その
他工事

三ツ沢公園陸上競技場トイレ改修工事
（建築・電気・機械）

㈱　エスワイシー

港南図書館照明設備改修工事 ㈱　秀栄

横浜市鶴見川漕艇場空調設備改修工事 ㈱　シーエスワン

鴨池公園ほか１施設トイレ改修工事（建
築・電気・機械）

㈱　坂口工務店

都筑水再生センター要員宿舎上水配管
改修工事

㈲　三栄配管工業所

瀬谷土木事務所給水管等改修工事 ㈱　司工事

中央卸売市場本場青果棟照明器具改修
工事

㈱　八代工業

柏保育園給排水配管更新工事 ㈱　京浜設備工業所

荏田消防出張所空調設備更新工事 ㈱　政和工業所

泉区民文化センターリハーサル室用空調
設備更新工事

㈱　金子工業所

神奈川地区センターファンコイルユニット
更新工事

中央電器住設　㈱

保土ケ谷区総合庁舎厨房排水配管更新
工事

南海工業　㈱

本宿中学校ほか２校フェンス改修その他
工事

㈱　水野工務店

吉野町市民プラザ自動火災報知設備更
新工事

㈱　シーエスワン

野庭第二保育園自動火災報知設備改修
工事

㈱　シーエスワン

旭図書館防災設備更新工事 横浜消火器　㈱

市民防災センター非常放送設備更新工
事

横浜消火器　㈱

中川西地区センター非常放送設備更新
工事

横浜消火器　㈱

男女共同参画センター横浜照明設備改
修工事

㈱　横浜電業

本牧地区センター体育室照明設備改修
工事

中央電器住設　㈱

横浜市北部方面施設電気設備緊急改修
工事（その２）

弘電工　㈱

生麦地区センター体育室照明改修工事 愛光電気　㈱

横浜市西部方面施設電気設備緊急改修
工事（その２）

会津電業　㈱

横浜市南部方面施設電気設備緊急改修
工事（その２）

藤電設工業　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2194 管 37,460,880 H26.9.8 H26.9.4

2193 管 38,189,880 H26.9.8 H26.9.4

2191
機械
器具
設置

12,047,400 H26.9.1 H26.8.28

2190
消防
施設

9,520,200 H26.9.1 H26.8.28

2189 建築 13,052,880 H26.9.1 H26.8.28

2188 建築 14,180,400 H26.9.1 H26.8.28

2187 管 47,552,400 H26.8.11 H26.8.7

2186 管 32,475,600 H26.8.11 H26.8.7

2185 管 18,133,200 H26.8.11 H26.8.7

2184 管 19,213,200 H26.8.11 H26.8.7

2183 管 59,960,520 H26.8.11 H26.8.7

2182 管 64,943,640 H26.8.11 H26.8.7

2181 建築 70,308,000 H26.8.11 H26.8.7

2180 管 7,025,400 H26.8.4 H26.7.31

2179 建築 17,407,872 H26.8.4 H26.7.31

2178 管 18,997,200 H26.8.4 H26.7.31

2173 管 27,820,800 H26.8.4 H26.7.31

2177 電気 14,839,200 H26.7.28 H26.7.24

2176 電気 15,843,384 H26.7.28 H26.7.24

2175 電気 18,586,800 H26.7.28 H26.7.24

2174 電気 21,417,480 H26.7.28 H26.7.24

2172 管 7,564,320 H26.7.28 H26.7.24

2171 管 8,467,200 H26.7.28 H26.7.24

2169 管 49,377,600 H26.7.28 H26.7.24

2168 管 64,094,079 H26.7.28 H26.7.24

阿久和地区センター外壁改修その他工事 ㈱　田辺工務店

今井地区センター駐車場管制装置更新
工事

アマノ　㈱

岩間市民プラザ自動火災報知設備更新
工事

㈲　フジメンテナンス

中央卸売市場南部市場冷蔵庫棟冷蔵室
床改修工事（建築・電気）

㈱　芳垣建設

芹が谷中学校給水管改修工事（その２） ㈱　金子工業所

馬場保育園給水管等改修工事 ㈱　政和工業所

西菅田保育園給水管等改修工事 ㈱　アメニティ

中和田中学校給水管改修その他工事（そ
の２）

相模設備工業　㈱

飯島小学校照明設備改修工事 清進電設　㈱

富岡小学校照明設備改修工事 ㈱　電成社

倉田小学校照明設備改修工事 ㈱　須田電気商会

汲沢小学校照明設備改修工事 誠友テクノス　㈱

羽沢スポーツ会館照明改修工事 ㈱　アイキン電機工業

職能開発総合センター空調機更新工事 矢崎設備工業　㈱

南スポーツセンター冷温水発生機更新工
事

㈱　関東設備

南高等学校第二ＬＬ教室改修その他工事
（建築・電気・機械）

㈲　サクシード

旭区総合庁舎外壁改修その他工事 大洋建設　㈱

はまぎんこども宇宙科学館空調機更新工
事（３期）その２

㈱　東伸

金沢自然公園ののはな館空調設備改修
工事

㈱　康栄社

榎が丘小学校給水管改修工事（その３） ㈲　佐藤工業所

並木第二保育園衛生配管更新工事 相模設備工業　㈱

笹下南保育園衛生配管更新工事 ㈱　神奈川産業

中山みどり園空調機更新工事（その２） ㈱　ヨコレイ

上飯田地域ケアプラザ空調衛生設備改
修工事

㈱　金子工業所

下野庭小学校給水管改修工事 ㈱　共栄社



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2167 管 39,333,600 H26.7.28 H26.7.24

2165 建築 60,188,400 H26.7.28 H26.7.24

2817 管 16,529,400 H26.7.18 H26.7.17

2164 管 58,622,400 H26.7.18 H26.7.17

2163 管 51,840,000 H26.7.18 H26.7.17

2162 管 37,303,200 H26.7.18 H26.7.17

2161 管 2,437,884 H26.7.14 H26.7.10

2160 管 1,569,024 H26.7.14 H26.7.10

2816 管 31,639,680 H26.7.14 H26.7.10

2158 建築 11,082,960 H26.7.7 H26.7.3

2157 建築 9,763,956 H26.7.7 H26.7.3

2156 建築 4,668,840 H26.7.7 H26.7.3

2155 建築 13,203,000 H26.7.7 H26.7.3

2154 管 3,954,636 H26.7.7 H26.7.3

2153 管 4,764,960 H26.7.7 H26.7.3

2152 管 7,345,080 H26.7.7 H26.7.3

2151 管 9,264,240 H26.7.7 H26.7.3

2150 管 9,432,720 H26.7.7 H26.7.3

2149 管 12,025,800 H26.7.7 H26.7.3

2148 管 23,317,200 H26.7.7 H26.7.3

2143 建築 21,139,704 H26.7.7 H26.7.3

2142 建築 42,755,040 H26.7.7 H26.7.3

2141 建築 7,493,796 H26.6.30 H26.6.26

2140 建築 12,615,480 H26.6.30 H26.6.26

2139 電気 5,774,544 H26.6.30 H26.6.26

2138 管 11,972,880 H26.6.30 H26.6.26

2137 管 3,494,880 H26.6.30 H26.6.26

上郷中学校普通教室改造その他工事（建
築・機械）（その２）

中鉢建設　㈱

戸塚中学校給水管改修工事（その２） 鷹羽工業　㈱

杉田地区センターパッケージ形空調機更
新工事

カナレイ　㈱

豊田地区センター空調設備改修工事 ㈱　ヨコレイ

横浜国際プールパッケージ形空調機更新
工事

万里設備　㈱

蓬莱荘空調設備更新工事（その２） 太建工業　㈱

能見台南小学校給食室給湯器設置工事 万里設備　㈱

鴨志田中学校屋内運動場外壁改修その
他工事

アラン建設　㈱

日野中央高等特別支援学校受水槽変更
その他工事

㈱　小松工業

上郷中学校普通教室改修その他工事（電
気）

京浜電設　㈱

山内小学校給食室屋上改修その他工事 今井建設　㈱

大鳥中学校屋根改修その他工事 ㈱　加藤組

伊勢山小学校昇降口屋上改修その他工
事

㈱　サショー

北綱島特別支援学校教室改造その他工
事（建築・電気・機械）

㈱　菅原建鉄工業

帷子小学校渡り廊下屋根改修その他工
事

㈱　ダイイチ

常盤台小学校屋上改修その他工事 ㈱　ダイイチ

日吉南小学校給食室給湯器設置工事 ㈲　佐藤設備工業所

今宿小学校給食室給湯器設置工事 ㈱　イエス

南神大寺小学校給食室給水給湯配管改
修工事

㈲　柴田工務店

中和田南小学校給水管改修工事 ㈱　金子産商湘南

大豆戸小学校屋内運動場床改修その他
工事

㈱　マツオホーム

緑園西小学校給食室給水給湯配管改修
工事

㈱　ＭＫ設備設計

品濃小学校給食室給水給湯配管改修工
事

カナレイ　㈱

緑園東小学校給食室給湯設備改修工事 矢崎設備工業　㈱

港南スポーツセンター屋根改修その他工
事

㈱　松尾工務店

秋葉小学校給食室給湯器設置工事 マコト設備工業　㈱

市沢小学校給食室給湯器設置工事 ㈱　高栄設備工業



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2136 管 4,483,296 H26.6.30 H26.6.26

2135 管 7,381,800 H26.6.30 H26.6.26

2134 管 9,838,800 H26.6.30 H26.6.26

2133 管 9,646,560 H26.6.30 H26.6.26

2132 管 8,420,760 H26.6.30 H26.6.26

2131 管 9,128,160 H26.6.30 H26.6.26

2130 管 8,787,960 H26.6.30 H26.6.26

2129 管 8,710,200 H26.6.30 H26.6.26

2128 管 9,332,280 H26.6.30 H26.6.26

2127 管 10,258,920 H26.6.30 H26.6.26

2126 管 10,661,976 H26.6.30 H26.6.26

2125 管 10,743,516 H26.6.30 H26.6.26

2124 管 11,556,324 H26.6.30 H26.6.26

2123 管 11,946,960 H26.6.30 H26.6.26

2122 管 13,986,000 H26.6.30 H26.6.26

2120 管 17,256,240 H26.6.30 H26.6.26

2119 管 19,699,200 H26.6.30 H26.6.26

2118 管 21,743,640 H26.6.30 H26.6.26

2117 管 23,610,960 H26.6.30 H26.6.26

2116 管 25,482,600 H26.6.30 H26.6.26

2115 管 25,887,600 H26.6.30 H26.6.26

2114 管 37,573,200 H26.6.30 H26.6.26

2113 管 28,608,120 H26.6.30 H26.6.26

2112 管 36,167,040 H26.6.30 H26.6.26

2111 管 36,244,800 H26.6.30 H26.6.26

2110 建築 93,991,320 H26.6.30 H26.6.26

2121 電気 18,539,280 H26.6.23 H26.6.19

2814 管 11,631,600 H26.6.23 H26.6.19

2813 電気 12,979,332 H26.6.23 H26.6.19

2108 電気 5,439,960 H26.6.23 H26.6.19
深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル
改修工事

㈱　太洋電設

倉田小学校教室等照明設備改修工事（そ
の２）

須田電気商会　㈱

市会棟１号棟２階、３階トイレ改修その他
工事（機械・電気）

㈲　はま設備工業

井土ケ谷小学校ほか１校屋内運動場照
明改修工事

㈱　江電社

戸塚スポーツセンター屋根改修その他工
事

㈱　キクシマ

新田小学校給水管改修工事 ㈱　小松工業

山内小学校給水管改修工事 南設備工業　㈱

蒔田小学校給水管改修工事 ㈲　佐藤工業所

白根地区センター空調設備改修工事 興和工業　㈱

荏田小学校給水管改修工事 ㈱　司工事

洋光台第二小学校給水管改修工事 東洋水工　㈱

太尾小学校給水管改修工事 ㈱　力設備

桜台小学校給食室改修その他工事（機
械）

新興電設工業　㈱

上末吉小学校給水管改修工事 ㈲　佐藤工業所

川上小学校給食室給湯設備改修工事 ㈱　小松工業

すすき野小学校給食室給湯設備改修工
事

㈱　イエス

能見台小学校給食室給湯設備改修工事 髙和管設　㈱

千秀小学校給食室給湯設備改修工事 アオキ工業　㈱

倉田小学校給食室給湯設備改修工事 紘永工業　㈱

豊田小学校給食室給湯設備改修工事 紘永工業　㈱

港南台第一小学校給食室給水給湯配管
改修工事

㈱　康栄社

二谷小学校給食室給湯設備改修工事 ㈱　日生設備

新井小学校給食室給水給湯配管改修工
事

㈱　司工事

神橋小学校給食室給水給湯配管改修工
事

根本設備　㈱

初音が丘小学校給食室給水給湯配管改
修工事

根本設備　㈱

藤塚小学校給食室給水給湯配管改修工
事

興和工業　㈱

西富岡小学校給食室給水給湯配管改修
工事

㈱　康栄社

荏田小学校給食室給水給湯配管改修工
事

永野工業　㈱

都田小学校給食室給水給湯配管改修工
事

㈱　司工事

美しが丘小学校給食室給湯器設置工事 興和工業　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2107 電気 5,499,576 H26.6.23 H26.6.19

2106 電気 6,534,000 H26.6.23 H26.6.19

2105 電気 6,633,360 H26.6.23 H26.6.19

2104 電気 6,830,601 H26.6.23 H26.6.19

2103 電気 7,131,240 H26.6.23 H26.6.19

2102 電気 7,224,336 H26.6.23 H26.6.19

2101 電気 8,570,880 H26.6.23 H26.6.19

2100 電気 8,988,516 H26.6.23 H26.6.19

2099 電気 9,645,372 H26.6.23 H26.6.19

2098 電気 9,498,060 H26.6.23 H26.6.19

2097 電気 11,885,184 H26.6.23 H26.6.19

2096 電気 11,944,800 H26.6.23 H26.6.19

2095 電気 15,336,000 H26.6.23 H26.6.19

2094 管 11,770,056 H26.6.23 H26.6.19

2093 管 19,090,080 H26.6.23 H26.6.19

2092 管 21,536,496 H26.6.23 H26.6.19

2090 電気 12,120,840 H26.6.23 H26.6.19

2089 電気 11,566,800 H26.6.23 H26.6.19

2088 電気 12,603,492 H26.6.23 H26.6.19

2087 建築 20,527,560 H26.6.23 H26.6.19

2086 建築 25,691,040 H26.6.23 H26.6.19

2085 建築 45,160,200 H26.6.23 H26.6.19

2812 建築 16,943,040 H26.6.16 H26.6.12

2084 建築 3,265,380 H26.6.16 H26.6.12

2083 建築 4,050,540 H26.6.16 H26.6.12

2082 建築 6,525,900 H26.6.16 H26.6.12

2081 建築 937,440 H26.6.16 H26.6.12

2080 建築 4,801,680 H26.6.16 H26.6.12

2079 建築 12,746,160 H26.6.16 H26.6.12

2078 建築 2,988,252 H26.6.16 H26.6.12寺尾小学校北門門扉改修その他工事 ㈲　カサイ

鴨居駅北口自転車駐車場改修工事 やまぶき建設　㈱

青木小学校普通教室改造工事 ㈱　リニューアルよこはま

中田小学校普通教室改造工事 ㈱　リニューアルよこはま

本郷ふじやま公園古民家工作棟改修工
事（建築・電気）

㈱　リニューアルよこはま

磯子区精神障害者生活支援センター外
壁改修工事

㈱　佐藤薫工務店

稲荷台小学校トイレ扉改修工事 横浜ダイワ　㈱

別所小学校ほか１校門扉改修工事 横浜ダイワ　㈱

舞岡中学校屋内運動場内部改修その他
工事（建築）

中鉢建設　㈱

橘中学校個別支援学級改修工事（建築・
電気・機械）

㈱　佐藤薫工務店

すみれが丘小学校個別支援学級改造工
事（建築・電気・機械）

㈱　宮野工務店

根岸中学校屋内運動場照明改修その他
工事

愛光電気　㈱

東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照
明改修工事

㈱　協立電気商会

大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改
修工事

㈱　シンデン

東小学校給食室改修その他工事（機械） ㈲　佐藤設備工業所

平戸台小学校給食室改修工事（機械） ㈱　神奈川産業

南小学校給食室給湯設備改修工事 三和工業　㈱

桜台小学校給食室改修その他工事（電
気）

㈱　コスモ

東小学校給食室改修その他工事（電気） ＪＦＥテクノス　㈱

丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル
改修工事

㈱　斎藤電気商会

日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

三沢電機　㈱

長津田第二小学校ほか２校高圧引込
ケーブル改修工事

㈱　日動電設

本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

東洋電設　㈱

東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

和光電気工事　㈱

美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブ
ル改修工事

㈱　日動電設

城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

三由工業　㈱

岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

新興電設工業　㈱

駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改
修工事

㈱　古賀電気

緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル
改修工事

㈱　古賀電気

平戸台小学校給食室改修工事（電気） 三栄電設　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2077 建築 3,055,536 H26.6.16 H26.6.12

2076 建築 4,077,216 H26.6.16 H26.6.12

2075 建築 17,081,064 H26.6.16 H26.6.12

2074 建築 1,142,100 H26.6.16 H26.6.12

2073 建築 7,034,472 H26.6.16 H26.6.12

2072 建築 7,552,764 H26.6.16 H26.6.12

2071 電気 5,545,800 H26.6.16 H26.6.12

2070 電気 7,112,340 H26.6.16 H26.6.12

2069 電気 9,627,660 H26.6.16 H26.6.12

2068 電気 7,039,440 H26.6.16 H26.6.12

2067 電気 14,593,284 H26.6.16 H26.6.12

2066 電気 12,679,200 H26.6.16 H26.6.12

2065 電気 14,578,056 H26.6.16 H26.6.12

2064 電気 16,140,600 H26.6.16 H26.6.12

2063 電気 16,976,196 H26.6.16 H26.6.12

2062 電気 18,653,760 H26.6.16 H26.6.12

2061 電気 24,540,840 H26.6.16 H26.6.12

2060 建築 20,509,200 H26.6.16 H26.6.12

2059 建築 42,496,920 H26.6.16 H26.6.12

2058 建築 39,941,640 H26.6.16 H26.6.12

2057 建築 45,995,040 H26.6.16 H26.6.12

2811 管 55,620,000 H26.6.16 H26.6.12

2056 電気 14,011,164 H26.6.9 H26.6.5

2055 電気 14,652,360 H26.6.9 H26.6.5

2054 電気 15,318,720 H26.6.9 H26.6.5

2053 電気 14,895,360 H26.6.9 H26.6.5

2052 電気 16,004,844 H26.6.9 H26.6.5

2051 電気 16,470,972 H26.6.9 H26.6.5

2050 電気 16,470,000 H26.6.9 H26.6.5

2049 電気 16,244,280 H26.6.9 H26.6.5

㈲　鈴木商店

㈱　日動電設

旭区民文化センターサンハート冷温水発
生機等更新工事

三ツ境小学校教室等照明設備改修工事

東小学校給食室改修その他工事（建築） 奈良建設　㈱

北方小学校普通教室改造工事（建築・電
気・機械）

杜企画　㈱

富岡小学校教室等照明設備改修工事 ㈲　エムエム電気工業

岡村小学校教室等照明設備改修工事

篠原中学校教室等照明設備改修工事

上大岡小学校教室等照明設備改修工事

荏田小学校教室等照明設備改修工事

新石川小学校教室等照明設備改修工事

小坪小学校教室等照明設備改修工事

矢向中学校教室等照明設備改修工事

名瀬小学校教室等照明設備改修工事

平野電気　㈱

丸子電気工事　㈱

三沢電機　㈱

㈱　とんぼ電工

大口電設　㈱

㈲　大翔電設

窪倉電設　㈱

栄光電設　㈱

桜台小学校給食室改修その他工事（建
築）

㈱　大勝

平戸台小学校給食室改修工事（建築） 奈良建設　㈱

飯島小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　八代工業

本町小学校屋内運動場照明改修工事 丸子電気工事　㈱

六浦中学校屋内運動場照明改修工事 ㈱　横山電気工業

森東小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　ＥＳＣ

飯田北小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　九州電業社

六つ川小学校教室等照明設備改修工事 ㈱　秀栄

鉄小学校教室等照明設備改修工事 小保エンジニアリング　㈱

幸ケ谷小学校門扉改修その他工事 ㈲　カサイ

平沼小学校門扉改修その他工事 ㈲　カサイ

深谷小学校屋内運動場屋根改修工事 坂本建設　㈱

ろう特別支援学校門扉改修その他工事 ㈲　竣光電設

若葉台小学校門扉改修その他工事 ㈲　竣光電設

ろう特別支援学校通級教室改造工事（建
築・電気・機械）

㈲　竣光電設

荏田南中学校屋内運動場照明改修工事 ㈱　協立電気商会

宮谷小学校屋内運動場照明改修工事 丸子電気工事　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2048 電気 17,835,984 H26.6.9 H26.6.5

2047 電気 17,170,596 H26.6.9 H26.6.5

2046 電気 17,720,748 H26.6.9 H26.6.5

2044 電気 19,082,520 H26.6.9 H26.6.5

2043 電気 20,894,760 H26.6.9 H26.6.5

2042 電気 21,340,800 H26.6.9 H26.6.5

2041 電気 22,253,508 H26.6.9 H26.6.5

2040 電気 21,704,328 H26.6.9 H26.6.5

2810 建築 20,052,360 H26.6.9 H26.6.5

2039 電気 5,837,400 H26.6.2 H26.5.29

2038 電気 9,297,396 H26.6.2 H26.5.29

2037
電気
通信

3,977,640 H26.5.26 H26.5.22

2809 電気 12,671,640 H26.5.26 H26.5.22

2808 電気 24,112,080 H26.5.26 H26.5.22

2036 建築 7,297,020 H26.5.2 H26.5.1

2035 建築 12,529,944 H26.5.2 H26.5.1

2807 電気 29,278,800 H26.4.25 H26.4.24

2034 電気 15,879,240 H26.4.25 H26.4.24

2033 電気 16,668,720 H26.4.25 H26.4.24

2032 電気 17,107,200 H26.4.25 H26.4.24

2031 電気 17,710,920 H26.4.25 H26.4.24

2030 電気 19,046,340 H26.4.25 H26.4.24

2029 電気 19,669,068 H26.4.25 H26.4.24

2028 電気 20,899,080 H26.4.25 H26.4.24

2027 電気 22,346,280 H26.4.25 H26.4.24

2026 電気 23,296,680 H26.4.25 H26.4.24

2025 建築 99,381,600 H26.4.21 H26.4.17

2024 管 9,587,160 H26.4.1 H26.3.27

2023 管 10,039,680 H26.4.1 H26.3.27

万騎が原中学校教室等照明設備改修工
事
舞岡中学校屋内運動場照明改修その他
工事

フジ電工　㈱

小保エンジニアリング　㈱

上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

都筑区総合庁舎外壁改修その他工事(そ
の１）

北沢建設　㈱

高田中学校教室等照明設備改修工事 藤原電気工事　㈱

希望が丘中学校教室等照明設備改修工
事

藤原電気工事　㈱

谷本小学校ほか１校プール循環器設備
改修工事
いぶき野小学校ほか１校プール循環器設
備改修工事

㈱　今野設備

親亜　㈲

栄光電設　㈱緑園東小学校教室等照明設備改修工事

中川西小学校教室等照明設備改修工事 一富士電工　㈱

仏向小学校教室等照明設備改修工事 一富士電工　㈱

今宿小学校教室等照明設備改修工事 尾鈴電気　㈱

小雀小学校教室等照明設備改修工事 永泰電設　㈱

金沢小学校教室等照明設備改修工事 栄光電設　㈱

釜利谷南小学校教室等照明設備改修工
事

永泰電設　㈱

横浜総合高等学校空調室外機防音対策
工事

菅野建設　㈱

㈱　共栄社中川西中学校教室等照明設備改修工事

大船駅東口第三自転車駐車場外壁改修
工事

㈱　似田貝建設

戸塚高等学校電話交換装置改修工事

白山地区センターほか１か所体育室照明
設備改修工事

栄消防署受変電設備更新その他工事

㈱　光電社

メルビック電工　㈱

㈱　江電社

左近山中学校教室等照明設備改修工事

汲沢小学校教室等照明設備改修工事

横森電気工業　㈱

境木小学校教室等照明設備改修工事

茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

谷本中学校教室等照明設備改修工事

常盤台小学校教室等照明設備改修工事 清進電設　㈱

市会棟１号棟２階、３階トイレ改修その他
工事（建築）

向洋電機土木　㈱

㈱　芳垣建設

相信工業　㈱

相信工業　㈱

㈲　ケーズプランニング

㈱　横浜電業

向洋電機土木　㈱



契約
番号

種別
契約金額
　    　(円）

契約日 開札日工事名 契約の相手方

2022 管 10,301,040 H26.4.1 H26.3.27

2021 管 10,531,944 H26.4.1 H26.3.27

2020 管 10,715,760 H26.4.1 H26.3.27

2019 管 10,797,840 H26.4.1 H26.3.27

2018 管 15,569,280 H26.4.1 H26.3.27

2017 管 17,178,480 H26.4.1 H26.3.27

2016 管 16,926,840 H26.4.1 H26.3.27

2015 建築 13,374,984 H26.4.1 H26.3.27

2014 建築 16,200,108 H26.4.1 H26.3.27

2013 建築 16,542,360 H26.4.1 H26.3.27

2012 建築 21,534,120 H26.4.1 H26.3.27

2011 建築 21,628,080 H26.4.1 H26.3.27

2010 建築 26,076,600 H26.4.1 H26.3.27

2009 建築 12,170,520 H26.4.1 H26.3.27

2008 建築 12,663,648 H26.4.1 H26.3.27

2007 建築 15,127,344 H26.4.1 H26.3.27

2006 建築 18,405,792 H26.4.1 H26.3.27

2005 建築 18,473,940 H26.4.1 H26.3.27

2004 建築 21,318,120 H26.4.1 H26.3.27

2003 管 26,762,400 H26.4.1 H26.3.27

2002 管 38,653,200 H26.4.1 H26.3.27

2001 管 45,252,000 H26.4.1 H26.3.27

4004 電気 22,429,280 H26.4.1 H26.3.13

4003 電気 22,410,000 H26.4.1 H26.3.13

4002 電気 22,332,240 H26.4.1 H26.3.13

4001 電気 28,799,820 H26.4.1 H26.3.13

横浜市北部方面施設電気設備緊急改修
工事

協栄電機　㈱

横浜市西部方面施設電気設備緊急改修
工事

㈱　斎藤電気商会

横浜市南部方面施設電気設備緊急改修
工事

㈱　興友社

三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備
改修工事
相武山小学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事

横浜市東部方面施設電気設備緊急改修
工事

新興電設工業　㈱

上川井小学校ほか１校プール循環器設
備改修工事
稲荷台小学校ほか１校プール循環器設
備改修工事
さわの里小学校ほか１校プール循環器設
備改修工事
桜岡小学校ほか１校プール循環器設備
改修工事
東小学校ほか２校プール循環器設備改
修工事
青葉台中学校ほか２校プール循環器設
備改修工事

さわの里小学校ほか２校水泳プール改修
その他工事
中屋敷地区センター冷温水発生機等更
新工事

富岡東中学校ほか１校水泳プール改修そ
の他工事
岡津小学校ほか１校水泳プール改修その
他工事
汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その
他工事
日吉台西中学校ほか２校水泳プール改
修その他工事
あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修
その他工事
矢向小学校ほか１校水泳プール改修その
他工事
羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その
他工事
老松中学校ほか１校水泳プール改修その
他工事
東野中学校ほか１校水泳プール改修その
他工事
保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修
その他工事

㈱　本田工務店

㈱　清水工務店

㈱　清水工務店

㈱　芳垣建設

アサヒペイント　㈱

㈲　ナカムラ建工

相模設備工業　㈱

興和工業　㈱

矢崎設備工業　㈱

㈱　高栄設備工業

日進建設　㈱

菅野建設　㈱

㈱　今野設備

㈱　なごみ建設

㈲　エスワイシー

㈱　栗原工務店

泉公会堂冷温水発生機等更新工事

横浜吉田中学校給排水管改修工事

南海工業　㈱

㈲　佐藤設備工業所

矢崎設備工業　㈱

㈲　はま設備工業

㈱　本田工務店

三沢電機　㈱
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				平成26年度　　契約結果 ヘイセイネンドケイヤクケッカ
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		H27

				契約
番号 ケイヤクバンゴウ		工事名 コウジメイ						種別 シュベツ		契約の相手方 ケイヤクアイテガタ				契約金額
　    　(円） ケイヤクキンガクエン		契約日 ケイヤクビ		開札日 カイサツビ

		1		2464		栄公会堂フェンス改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				5,533,920		H27.1.19		42019.0

		119		2463		横浜市立大学附属病院医学部側連絡通路外壁改修その他工事（その２）						建築 ケンチク		㈱　秀建				19,941,120		H26.12.26		41998.0

		118		2462		保土ケ谷区総合庁舎トイレ改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				12,116,196		H26.12.26		41998.0

		117		2461		松本中学校ほか１校防災備蓄庫整備工事						建築 ケンチク		㈱　リニューアルよこはま				14,225,760		H26.12.26		41998.0

		116		2460		陶芸センター土台廻り改修その他工事（その２）						建築 ケンチク		富士工業　㈱				4,493,664		H26.12.26		41998.0

		115		2459		根岸森林公園レストハウスピロティー改修その他工事（建築・機械）（その２）						建築 ケンチク		富士工業　㈱				21,080,736		H26.12.26		41998.0

		114		2458		日吉台中学校プール循環器設備改修工事						管 カン		㈱　ニッセツ				6,387,120		H26.12.26		41998.0

		113		2457		矢向中学校プール給水管改修工事						管 カン		㈱　アメニティ				7,284,600		H26.12.26		41998.0

		112		2456		港南中学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		矢崎設備工業　㈱				12,090,276		H26.12.26		41998.0

		111		4010		横浜市西部南部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		㈱　須田電気商会				23,976,000		H26.12.26		41998.0

		110		4009		横浜市東部北部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		三沢電機　㈱				23,150,880		H26.12.26		41998.0

		97		2455		釜利谷西小学校ほか４校変圧器改修工事						電気 デンキ		平野電気　㈱				4,950,936		H26.12.22		41991.0

		96		2454		橘中学校ほか３校変圧器改修工事						電気 デンキ		㈱　新川電気				5,824,440		H26.12.22		41991.0

		95		2453		洋光台第二中学校ほか１校変圧器改修工事						電気 デンキ		神奈川綜合設備　㈱				5,444,280		H26.12.22		41991.0

		94		2452		中村小学校ほか３校変圧器改修工事						電気 デンキ		神奈川綜合設備　㈱				5,933,520		H26.12.22		41991.0

		93		2451		西中学校ほか４校変圧器改修工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				7,082,640		H26.12.22		41991.0

		92		2450		すすき野中学校ほか４校変圧器改修工事						電気 デンキ		大口電設　㈱				7,188,480		H26.12.22		41991.0

		91		2449		横浜美術館非常放送設備更新工事						電気通信 デンキツウシン		㈱　通信エンジニアリング				6,716,520		H26.12.22		41991.0

		90		2448		新横浜公園日産スタジアム非常放送設備更新工事						電気通信
又は
電気 デンキツウシンマタデンキ		㈱　新川電気				58,536,000		H26.12.22		41991.0

		89		2447		野庭保育園ほか１園冷暖房機更新工事（その２）						管 カン		㈱　高栄設備工業				2,898,936		H26.12.22		41991.0

		88		2446		横浜国際プール軒天井改修工事						建築 ケンチク		㈲　リフォームハウザー				6,426,000		H26.12.22		41991.0

		87		2445		南吉田小学校ほか１校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		日進建設　㈱				10,121,436		H26.12.22		41991.0

		86		2444		並木中学校ほか１校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　マツオホーム				10,956,492		H26.12.22		41991.0

		70		2443		平安小学校西門門扉改修工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				3,073,248		H26.12.15		41984.0

		69		2442		菅田中学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				3,621,888		H26.12.15		41984.0

		68		2441		新井中学校フェンス改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　水野工務店				7,350,480		H26.12.15		41984.0

		67		2440		ベーリック・ホール外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　水野工務店				14,649,120		H26.12.15		41984.0

		66		2439		ブラフ１８番館外壁改修その他工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　三洋工業				15,863,580		H26.12.15		41984.0

		64		2437		横浜市民病院がん検診センター外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　徳建				35,910,000		H26.12.15		41984.0

		63		2436		ブラフ１８番館外壁改修その他工事（電気）						電気 デンキ		㈱　ツインコムネット				5,426,460		H26.12.15		41984.0

		62		2435		鉄小学校給水管改修工事						管 カン		南設備工業　㈱				33,260,760		H26.12.15		41984.0

		61		2434		金沢ポンプ場防災設備改修工事						管 カン		矢崎設備工業　㈱				26,722,440		H26.12.15		41984.0

		60		2433		こども自然公園トイレ７改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　青柳組				7,344,216		H26.12.15		41984.0

		59		2432		こども自然公園青少年屋外活動センター宿泊棟外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　青柳組				22,535,928		H26.12.15		41984.0

		58		2431		横浜市立大学医学部講義棟ほか１施設外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　信友建設				58,630,500		H26.12.15		41984.0

		57		2822		緑スポーツセンター体育室屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				39,471,840		H26.12.15		41984.0

		56		2821		桂山公園こどもログハウス改修工事						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				19,056,600		H26.12.8		41977.0

		55		2820		踊場公園こどもログハウス改修工事						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				27,095,040		H26.12.8		41977.0

		54		2430		上飯田中学校外柵改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				7,648,862		H26.12.8		41977.0

		53		2429		入船消防出張所屋上改修その他工事						建築 ケンチク		協栄建設　㈱				9,452,052		H26.12.8		41977.0

		52		2428		白幡公園こどもログハウス改修工事						建築 ケンチク		㈱　坂井工務店				10,092,816		H26.12.8		41977.0

		51		2427		仲尾台中学校屋内運動場２階トイレ改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　青柳組				8,644,860		H26.12.8		41977.0

		50		2426		南高等学校屋内運動場２階トイレ改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　なごみ建設				13,417,224		H26.12.8		41977.0

		49		2425		中央卸売市場本場水産仲卸棟店舗改修工事						建築 ケンチク		㈲　ナカムラ建工				15,032,412		H26.12.8		41977.0

		48		2424		北綱島小学校ほか１校フェンス改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　スルガコーポレーション				6,250,500		H26.12.8		41977.0

		47		2423		日吉台西中学校防球ネット改修工事						建築 ケンチク		㈱　スルガコーポレーション				19,483,740		H26.12.8		41977.0

		46		2422		東滝頭保育園ほか１園冷暖房機更新工事						管 カン		㈱　ヘルツ				2,243,808		H26.12.8		41977.0

		45		2421		市役所本庁舎５階関係機関執務室空調機設置工事						管 カン		㈱　光電社				6,005,880		H26.12.8		41977.0

		44		2420		並木保育園ほか１園冷暖房機更新工事						管 カン		㈱　アマノ技研				5,672,160		H26.12.8		41977.0

		43		2419		中部水再生センター第一ポンプ施設上水配管等改修工事						管 カン		マコト設備工業　㈱				2,535,840		H26.12.8		41977.0

		42		2418		久保山霊堂受水槽更新その他工事						管 カン		田中産商　㈱				4,145,040		H26.12.8		41977.0

		41		2417		金沢水再生センター水質試験室衛生設備改修工事						管 カン		関戸工業　㈱				2,259,360		H26.12.8		41977.0

		40		2416		南部汚泥資源化センター衛生設備その他改修工事						管 カン		関戸工業　㈱				4,827,600		H26.12.8		41977.0

		39		2415		横浜吉田中学校トイレ改修工事（機械・電気）						管 カン		㈱　田中ポンプ製作所				9,619,344		H26.12.8		41977.0

		38		2414		新横浜公園日産スタジアムウォーターパーク等照明設備更新工事						電気 デンキ		㈱　アイキン電機工業				28,739,556		H26.12.8		41977.0

		37		2413		新横浜公園日産スタジアム個別空調機更新工事						管 カン		㈱　小松工業				17,690,400		H26.12.8		41977.0

		36		2412		菊名池公園プール給水管改修工事（その２）						管 カン		㈲　大橋水道設備				15,947,280		H26.12.8		41977.0

		35		2411		西部水再生センター仮眠室改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　サショー				2,955,960		H26.12.8		41977.0

		34		2410		消防訓練センター宿舎棟屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　サショー				18,811,440		H26.12.8		41977.0

		33		2409		関内ホール東面外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　タクト				22,934,448		H26.12.8		41977.0

		30		2406		北部第二水再生センター改修工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				46,373,040		H26.12.8		41977.0

		29		2405		金沢スポーツセンター屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大勝				57,067,200		H26.12.8		41977.0

		28		2404		港北区総合庁舎屋上改修その他工事						建築 ケンチク		馬淵建設　㈱				59,459,400		H26.12.8		41977.0

		27		2403		潮田保育園冷暖房機更新工事						管 カン		㈱　政和工業所				1,944,000		H26.12.1		41970.0

		26		2402		港南台保育園冷暖房機更新工事						管 カン		㈱　イエス				2,635,200		H26.12.1		41970.0

		24		2400		新横浜公園日産スタジアムトイレ改修工事（機械・建築）						管 カン		㈱　イエス				24,162,840		H26.12.1		41970.0

		23		2399		緑ほのぼの荘駐車管制装置更新工事						機械器具設置 キカイキグセッチ		アマノ　㈱				11,788,200		H26.12.1		41970.0

		21		2397		都筑区総合庁舎非常放送設備更新工事						電気通信 デンキツウシン		妙光電機　㈱				13,773,240		H26.12.1		41970.0

		20		2396		横浜みなとみらいホール４～６階ホワイエ照明設備改修工事　						電気 デンキ		㈱　平岡電機工事				14,568,660		H26.12.1		41970.0

		19		2395		茅ケ崎中学校屋内運動場トイレ改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				4,004,640		H26.12.1		41970.0

		18		2394		東高等学校屋内運動場トイレ改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				5,495,040		H26.12.1		41970.0

		17		2393		不老町地域ケアプラザ外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　白井組				14,180,400		H26.12.1		41970.0

		16		2392		桜台小学校普通教室改造工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				7,309,980		H26.12.1		41970.0

		15		2391		二谷小学校普通教室改造その他工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				12,117,060		H26.12.1		41970.0

		14		2390		東台小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				19,936,800		H26.12.1		41970.0

		13		2389		篠原西小学校普通教室改造その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				20,046,452		H26.12.1		41970.0

		12		2388		磯子小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　栄幸建設				20,594,714		H26.12.1		41970.0

		11		2387		根岸小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　ヨコテック				21,694,284		H26.12.1		41970.0

		10		2386		仏向小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		原建設　㈱				22,357,080		H26.12.1		41970.0

		9		2385		新吉田第二小学校普通教室改造その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　ヨコテック				22,725,792		H26.12.1		41970.0

		8		2384		野毛山動物園トイレ改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　大和建設				2,373,948		H26.12.1		41970.0

		7		2383		よこはま動物園トイレ改修工事（建築・機械）						建築 ケンチク		㈱　大和建設				7,609,896		H26.12.1		41970.0

		6		2382		金沢動物園動物病院改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　大和建設				9,205,704		H26.12.1		41970.0

		5		2381		市民病院屋上膨張水槽更新その他工事						管 カン		マコト設備工業　㈱				19,612,800		H26.12.1		41970.0

		4		2380		金沢動物園ユーカリ温室改修工事（機械）						管 カン		㈱　イエス				18,701,280		H26.12.1		41970.0

		3		2379		川井小学校屋上防水改修その他工事						防水 ボウスイ		㈱　千代田				26,438,400		H26.12.1		41970.0

		2		2378		横浜吉田中学校トイレ改修工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				19,165,680		H26.12.1		41970.0

		1		2377		南部斎場外壁改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				26,927,640		H26.12.1		41970.0

		62		2376		しろばら保育園ほか３園冷暖房機更新工事						管 カン		㈱　小松工業				6,099,624		H26.11.21		41963.0

		61		2375		みなとみらいホールほか２施設衛生空調設備用子メーター更新工事						管 カン		田中産商　㈱				8,061,444		H26.11.21		41963.0

		60		2374		山手６８番館トイレ改修工事						管 カン		アオキ工業　㈱				3,669,516		H26.11.21		41963.0

		59		2373		岩間市民プラザほか３施設衛生空調設備用子メーター更新工事						管 カン		㈲　鈴木商店				2,347,380		H26.11.21		41963.0

		58		2372		はまぎんこども宇宙科学館電話設備更新工事						電気通信 デンキツウシン		妙光電機　㈱				5,950,368		H26.11.21		41963.0

		57		2371		樽町中学校ほか１校非常放送設備改修工事						電気通信 デンキツウシン		大栄電子　㈱				5,621,508		H26.11.21		41963.0

		56		2370		横浜吉田中学校ほか１校非常放送設備改修工事						電気通信 デンキツウシン		㈱　ツインコムネット				5,803,380		H26.11.21		41963.0

		55		2369		南部水再生センター本館火報受信機改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		双信消防設備　㈱				2,239,812		H26.11.21		41963.0

		54		2368		日下小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		双信消防設備　㈱				8,177,868		H26.11.21		41963.0

		53		2367		根岸中学校ほか２校自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		平山防災設備　㈱				14,528,160		H26.11.21		41963.0

		52		2366		洋光台第三小学校ほか１校シャッター集中制御化工事						消防施設又は電気 ショウボウシセツマタデンキ		㈱　神奈川ケイテクノ				5,803,920		H26.11.21		41963.0

		51		2365		洋光台第三小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事								㈱　神奈川ケイテクノ				9,947,880		H26.11.21		41963.0

		50		2364		岩間市民プラザほか３施設子メーター（電力量計）更新工事						電気 デンキ		㈱　江電社				3,896,640		H26.11.21		41963.0

		49		2363		新横浜公園日産スタジアムトイレ改修工事（電気）						電気 デンキ		窪倉建設　㈱				16,962,480		H26.11.21		41963.0

		48		2362		希望が丘中学校防球ネット改修工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				8,669,700		H26.11.21		41963.0

		47		2361		旭区総合庁舎会議室改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				10,204,596		H26.11.21		41963.0

		46		2360		桜丘高等学校図書館棟屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　剱持工務店				15,992,640		H26.11.21		41963.0

		45		2359		三ツ沢公園球技場メインスタンドトイレ改修その他工事（建築）（その３）						建築 ケンチク		㈱　筒見工務店				56,189,160		H26.11.21		41963.0

		41		2358		神奈川水再生センター本館改修その他工事（建築・機械）						建築 ケンチク		㈱　筒見工務店				46,620,360		H26.11.21		41963.0

		40		2357		保土ケ谷消防署ほか１施設照明設備改修工事						電気 デンキ		岩澤電気　㈱				4,852,656		H26.11.17		41956.0

		39		2356		下瀬谷中学校校庭夜間照明設備改修工事						電気 デンキ		丸子電気工事　㈱				7,962,840		H26.11.17		41956.0

		38		2355		六つ川台小学校シャッター集中制御化工事						消防施設又は電気 マタデンキ		岩澤電気　㈱				2,007,288		H26.11.17		41956.0

		37		2354		六つ川台小学校自動火災報知設備改修工事								岩澤電気　㈱				4,859,784		H26.11.17		41956.0

		36		2353		東戸塚小学校自動火災報知設備改修工事								岩澤電気　㈱				5,436,720		H26.11.17		41956.0

		35		2352		藤塚小学校シャッター集中制御化工事						消防施設又は電気 マタデンキ		㈲　竣光電設				2,813,400		H26.11.17		41956.0

		34		2351		藤塚小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事								㈲　竣光電設				9,179,784		H26.11.17		41956.0

		33		2350		都田小学校ほか１校シャッター集中制御化工事						消防施設又は電気 マタデンキ		丸子電気工事　㈱				4,025,592		H26.11.17		41956.0

		32		2349		都田小学校ほか２校自動火災報知設備改修工事								丸子電気工事　㈱				14,010,408		H26.11.17		41956.0

		31		2348		中沢小学校ほか１校シャッター集中制御化工事						消防施設又は電気 マタデンキ		横浜消火器　㈱				3,451,140		H26.11.17		41956.0

		30		2347		中沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事								横浜消火器　㈱				9,326,340		H26.11.17		41956.0

		29		2346		山田小学校ほか２校シャッター集中制御化工事						消防施設又は電気 マタデンキ		㈱　青葉防災				3,699,432		H26.11.17		41956.0

		28		2345		山田小学校ほか２校自動火災報知設備改修工事								㈱　青葉防災				11,598,768		H26.11.17		41956.0

		27		2344		長屋門公園ほか２施設自動火災報知設備更新工事						消防施設		㈱　青葉防災				4,071,276		H26.11.17		41956.0

		26		2343		勝田小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設		㈱　青葉防災				9,143,604		H26.11.17		41956.0

		25		2342		不動丸小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設		㈱　シーエスワン				9,661,680		H26.11.17		41956.0

		24		2341		六角橋中学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設		永和防災　㈱				10,676,664		H26.11.17		41956.0

		23		2340		舞岡公園ほか２施設自動火災報知設備改修工事						消防施設		永和防災　㈱				10,244,016		H26.11.17		41956.0

		22		2339		東本郷小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事						消防施設		㈱　栄広プロビジョン				10,324,800		H26.11.17		41956.0

		21		2338		はまぎんこども宇宙科学館自動火災報知設備更新工事						消防施設		紘永工業　㈱				20,765,624		H26.11.17		41956.0

		20		2337		南部汚泥資源化センターほか３施設建具改修工事						建具 タテグ		不二物産　㈱				16,934,400		H26.11.17		41956.0

		19		2336		南地区センター屋上防水改修その他工事						防水 ボウスイ		横浜ダイワ　㈱				10,262,592		H26.11.17		41956.0

		14		2335		三ツ沢球技場サイドスタンド外壁改修その他工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　小俣組				62,640,000		H26.11.17		41956.0

		13		2334		港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事						管 カン		㈲　佐藤設備工業所				9,405,288		H26.11.10		41949.0

		12		2333		鴨居小学校プール給水管改修工事						管 カン		根本設備　㈱				6,663,600		H26.11.10		41949.0

		11		2332		高田東小学校シャッター集中制御化工事						消防施設又は電気 ショウボウシセツマタデンキ		㈱　栄広プロビジョン				1,379,916		H26.11.10		41949.0

		10		2331		羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事								㈱　栄広プロビジョン				8,263,404		H26.11.10		41949.0

		9		2330		戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事						消防施設 ショウボウシセツ		㈱　シンデン				21,867,840		H26.11.10		41949.0

		8		2329		金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				4,267,728		H26.11.10		41949.0

		7		2328		上山小学校門扉改修工事						建築 ケンチク		三武建設　㈱				3,257,064		H26.11.10		41949.0

		6		2327		歴史博物館屋根改修その他工事						建築 ケンチク		三武建設　㈱				3,316,896		H26.11.10		41949.0

		5		2326		大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・機械）						建築 ケンチク		㈱　なごみ建設				12,038,480		H26.11.10		41949.0

		4		2325		新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　浅川建設				18,897,840		H26.11.10		41949.0

		3		2324		横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（その２）						建築 ケンチク		㈱　松尾工務店				54,853,200		H26.11.10		41949.0

		2		2323		新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事						建築 ケンチク		土志田建設　㈱				65,340,000		H26.11.10		41949.0

		1		2322		青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）						建築 ケンチク		㈱　三木組				55,620,000		H26.11.10		41949.0

		117		256		市民病院給水ポンプ修繕工事						防水 ボウスイ		川本サービス　㈱				11,836,800		H26.10.30		41942.0

		116		255		旭区総合庁舎非常用発電設備改修工事						建築 ケンチク		㈱　マッハエンジニアリング				13,478,400		H26.10.30		41942.0

		115		254		西部児童相談所発電機起動用蓄電池更新工事						建築 ケンチク		㈱　明電エンジニアリング東日本				1,080,000		H26.10.30		41942.0

		114		2321		釜利谷地区センター屋根改修工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				17,996,796		H26.10.31		41942.0

		113		2320		南部汚泥資源化センターほか１施設外壁改修その他工事						建築 ケンチク		日進建設　㈱				2,271,564		H26.10.31		41942.0

		112		2319		金沢水再生センター流入ゲート油圧ユニット室屋根改修工事						建築 ケンチク		日進建設　㈱				3,217,968		H26.10.31		41942.0

		111		2318		不動丸小学校屋内運動場屋根改修工事						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				4,178,196		H26.10.31		41942.0

		110		2317		南部地域療育センターこども用トイレ改修その他工事（建築・機械）						建築 ケンチク		㈱　本田工務店				5,885,352		H26.10.31		41942.0

		109		2316		三春学園児童居住舎浴室改修その他工事（建築・電気・機械）						管 カン		㈱　本田工務店				10,206,540		H26.10.31		41942.0

		108		2315		市場ポンプ場トイレ改修工事その他（建築・電気・機械）						管 カン		㈲　カサイ				7,560,108		H26.10.31		41942.0

		107		2314		樽町ポンプ場トイレ改修工事（建築・機械）						管 カン		㈲　カサイ				11,119,356		H26.10.31		41942.0

		106		2313		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						管 カン		関東工業　㈱				2,206,656		H26.10.31		41942.0

		105		2312		中央卸売市場本場管理棟ほか揚水ポンプ等更新工事						管 カン		関東工業　㈱				9,284,760		H26.10.31		41942.0

		104		2311		中央卸売市場本場水産物部仲卸冷却塔用補給水槽等更新工事						管 カン		関東工業　㈱				9,676,584		H26.10.31		41942.0

		91		2309		栄第一水再生センター衛生設備改修工事						電気 デンキ		永野工業　㈱				3,589,920		H26.10.31		41942.0

		90		2308		栄第一水再生センター換気設備改修工事						建築 ケンチク		永野工業　㈱				10,307,520		H26.10.31		41942.0

		89		2307		横浜能楽堂冷温水発生機等更新工事						建築 ケンチク		㈲　佐藤工業所				54,540,000		H26.10.31		41942.0

		88		2306		市民病院南病棟電気室進相コンデンサ更新工事						建築 ケンチク		㈱　秀栄				17,019,180		H26.10.31		41942.0

		86		2304		北部第一水再生センター沈砂池ホッパー室電動シャッター改修その他工事						管 カン		㈱　日野興業				29,145,960		H26.10.31		41935.0

		85		2303		よこはま動物園管理棟温熱環境改善に伴う改修工事（建築・電気）						電気 デンキ		㈱　紅梅組				96,098,400		H26.10.31		41935.0

		83		2301		入船消防出張所衛生配管改修工事						建築 ケンチク		南設備工業　㈱				4,882,680		H26.10.27		41935.0

		82		2300		中央卸売市場本場青果棟フォークリフト電源装置改修工事						建築 ケンチク		㈱　江電社				4,502,520		H26.10.27		41935.0

		81		2299		金沢水再生センター本館防火ダンパー等設備改修工事						建築 ケンチク		神電設備工業　㈱				7,241,724		H26.10.27		41935.0

		80		2298		西スポーツセンター外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　ナカムラ建工				7,616,592		H26.10.27		41935.0

		69		2294		希望ケ丘小学校消火管改修工事						管 カン		㈱　高栄設備工業				13,689,972		H26.10.27		41935.0

		68		2293		大貫谷公園プール配管改修その他工事（機械・建築）						管 カン		㈱　日本工業所				12,255,840		H26.10.27		41935.0

		67		2292		潮田公園プール配管改修その他工事（機械・建築）						管 カン		㈱　京浜設備工業所				18,524,160		H26.10.27		41935.0

		66		2291		保土ケ谷区総合庁舎外壁改修その他工事						建築 ケンチク		大洋建設　㈱				62,316,000		H26.10.27		41935.0

		65		2290		保土ケ谷スポーツセンター放送設備更新工事						電気通信 デンキツウシン		㈱　太陽システム				5,503,680		H26.10.20		41928.0

		64		2289		三ツ沢公園第二レストハウス分電盤ほか改修工事						電気 デンキ		ナトリ電設　㈱				5,808,348		H26.10.20		41928.0

		63		2288		北部公園緑地事務所電灯分電盤等更新工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				6,563,160		H26.10.20		41928.0

		62		2287		鳥が丘消防出張所ほか１施設照明設備改修その他工事						電気 デンキ		岩澤電気　㈱				5,113,584		H26.10.20		41928.0

		61		2286		今宿消防出張所ほか１施設照明設備改修その他工事						電気 デンキ		㈱　九州電業社				4,974,480		H26.10.20		41928.0

		60		2285		鴨志田消防出張所ほか１施設照明設備改修工事						電気 デンキ		弘電工　㈱				8,971,560		H26.10.20		41928.0

		59		2284		洋光台消防出張所ほか１施設照明設備改修その他工事						電気 デンキ		㈱　協栄電設				10,275,120		H26.10.20		41928.0

		58		2283		岡津消防出張所ほか１施設照明設備改修その他工事						電気 デンキ		九州電業社　㈱				10,460,880		H26.10.20		41928.0

		57		2282		幸浦消防出張所ほか１施設照明設備改修その他工事						電気 デンキ		㈱　ESC				11,194,200		H26.10.20		41928.0

		56		2281		西地区センター屋上改修工事						建築 ケンチク		富士工業　㈱				13,523,760		H26.10.20		41928.0

		55		2280		栄第二水再生センター送風機室搬入扉等改修その他工事						建具 タテグ		横浜バンダイ　㈱				3,971,160		H26.10.20		41928.0

		54		2279		笠間ポンプ場鋼製建具改修その他工事						建具 タテグ		横浜バンダイ　㈱				5,262,840		H26.10.20		41928.0

		53		2278		下野庭スポーツ会館屋上改修その他工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				8,591,292		H26.10.20		41928.0

		52		2277		南部水再生センタープロパン倉庫改修工事						建築 ケンチク		㈱　浅岡装飾				3,386,664		H26.10.20		41928.0

		51		2276		金沢ポンプ場シャッター改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　浅岡装飾				4,385,556		H26.10.20		41928.0

		50		2275		藤が丘地区センター屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　マツオホーム				17,938,800		H26.10.20		41928.0

		49		2274		立場自転車駐車場改修工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				3,153,600		H26.10.20		41928.0

		48		2273		センター北駅自転車駐車場改修工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				4,454,784		H26.10.20		41928.0

		47		2272		横浜市慰霊堂屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　坂井工務店				18,386,460		H26.10.20		41928.0

		46		2271		よこはま動物園動物舎改修その他工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				16,336,404		H26.10.20		41928.0

		45		2270		よこはま動物園繁殖センターバク舎トイレ改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				16,437,600		H26.10.20		41928.0

		44		2270		よこはま動物園繁殖センターバク舎トイレ改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				16,437,600		H26.10.20		41928.0

		40		2269		中央卸売市場本場水産仲卸棟照明設備改修工事						電気 デンキ		愛光電気　㈱				42,106,392		H26.10.20		41928.0

		39		2268		港南図書館外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				21,222,000		H26.10.20		41928.0

		38		2267		港北水再生センター建具改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				21,697,200		H26.10.20		41928.0

		37		2266		戸塚小学校防球ネット設置その他工事						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				22,019,040		H26.10.20		41928.0

		36		2265		野毛山動物園動物舎改修その他工事						建築 ケンチク		蒲工　㈱				35,532,000		H26.10.20		41928.0

		35		2264		保土ケ谷ポンプ場ほか１施設各所改修工事						建築 ケンチク		敷地建設　㈱				37,012,680		H26.10.20		41928.0

		33		2262		大倉山記念館給水管改修工事						管 カン		㈲　三栄配管工業所				2,138,400		H26.10.10		41921.0

		32		2261		新羽ポンプ場沈砂池換気ダクト改修その他工事						管 カン		㈲　三栄配管工業所				4,741,200		H26.10.10		41921.0

		31		2260		長津田地域ケアプラザ給湯ボイラー更新工事						管 カン		㈱　ホーセン				5,929,956		H26.10.10		41921.0

		30		2259		六角橋公園プール配管改修その他工事（機械・建築）						管 カン		南設備工業　㈱				9,892,800		H26.10.10		41921.0

		29		2258		入江町公園プール配管改修その他工事（機械・建築）						管 カン		㈲　はま設備工業				17,922,060		H26.10.10		41921.0

		28		2257		翠風荘呼出表示設備更新工事						電気 デンキ		㈱　横山電気工業				3,306,204		H26.10.10		41921.0

		27		2256		中央卸売市場本場第一冷蔵庫棟幹線設備更新工事						電気 デンキ		三由工業　㈱				6,599,880		H26.10.10		41921.0

		26		2255		鶴見公会堂天井改修工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				4,429,296		H26.10.10		41921.0

		25		2254		向陽学園講堂外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				6,400,944		H26.10.10		41921.0

		24		2253		下瀬谷保育園乳児用トイレ改修その他工事（建築・機械）						建築 ケンチク		㈲　竣光電設				11,166,768		H26.10.10		41921.0

		23		2252		川上保育園防護フェンス設置その他工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				1,519,776		H26.10.10		41921.0

		22		2251		戸塚中学校正門改修その他工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				6,598,908		H26.10.10		41921.0

		21		2250		南図書館外壁改修その他工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				23,333,400		H26.10.10		41921.0

		19		2248		工業技術支援センター外壁改修その他工事						建築 ケンチク		日成工事　㈱				73,764,000		H26.10.10		41921.0

		18		2247		西スポーツセンタープール空調系統ダンパー改修工事						管 カン		㈱　丸伸工業所				1,907,280		H26.10.6		41914.0

		17		2246		西地区センター換気設備改修工事						管 カン		㈱　丸伸工業所				3,295,620		H26.10.6		41914.0

		16		2245		西消防署外灯照明改修工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				2,187,648		H26.10.6		41914.0

		15		2244		中部水再生センター薬品庫警報設備改修工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				2,278,692		H26.10.6		41914.0

		14		2243		浅間町消防出張所ほか１施設照明設備改修その他工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				12,939,156		H26.10.6		41914.0

		13		2242		戸塚ポンプ場特高高圧変電室シャッター改修工事						建具 タテグ		横浜ビル建材　㈱				10,476,000		H26.10.6		41914.0

		12		2241		新鶴見小学校ほか１校外柵改修その他工事						フェンス		㈲　神原興業				8,391,600		H26.10.6		41914.0

		11		2240		栄図書館屋上改修その他工事						建築 ケンチク		日進建設　㈱				6,577,956		H26.10.6		41914.0

		10		2239		六浦スポーツ会館外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　谷津建設				16,201,836		H26.10.6		41914.0

		9		2238		長津田保育園外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　オキナ				15,783,768		H26.10.6		41914.0

		8		2237		よこはま動物園便益施設空調設備改修工事						管 カン		紘永工業　㈱				44,033,760		H26.10.6		41914.0

		7		2236		三ツ沢公園球技場メインスタンドトイレ改修その他工事（機械・電気）						管 カン		東京ガスエネワーク　㈱				46,310,400		H26.10.6		41914.0

		6		2235		北部地域療育センター外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　青柳組				36,578,520		H26.10.6		41914.0

		5		2234		障害者スポーツ文化センター横浜ラポール屋根及びトップライト改修工事（その１）						建築 ケンチク		㈱　大勝				48,047,040		H26.10.6		41914.0

		60		2232		保土ケ谷区総合庁舎駐車場泡消火配管改修工事（その２）						消防施設又は管 マタカン		紘永工業　㈱				41,125,968		H27.9.29		41907.0

		59		2231		みなと赤十字病院吸収式冷凍機及び発電機用水道メーター更新工事						管 カン		永野工業　㈱				993,600		H27.9.29		41907.0

		58		2230		戸部コミュニティハウス全熱交換器更新工事						管 カン		永野工業　㈱				3,685,716		H27.9.29		41907.0

		57		2229		野島青少年研修センター空調機更新工事						管 カン		㈱　日本工業所				29,035,800		H27.9.29		41907.0

		56		2228		中瀬谷消防出張所分電盤改修その他工事						電気 デンキ		㈱　江電社				5,397,840		H27.9.29		41907.0

		55		2227		菊名池公園プール管理棟外壁改修工事						建築 ケンチク		㈱　エスワイシー				14,547,600		H27.9.29		41907.0

		48		2226		宮沢町第二公園プール配管改修その他工事（機械・建築）						管 カン		㈱　金子産商湘南				18,143,676		H27.9.29		41907.0

		47		2225		菅田消防出張所ほか１施設照明設備改修その他工事						電気 デンキ		㈱　東電業社				10,549,332		H27.9.29		41907.0

		46		2224		男女共同参画センター横浜庇改修工事						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				9,275,796		H27.9.29		41907.0

		45		2223		中央図書館温水器更新工事						管 カン		㈲　柴田工務店				10,652,472		H27.9.22		41900.0

		44		2222		横浜開港資料館放送設備改修工事						消防施設及び電気通信		横浜消火器　㈱				4,134,672		H27.9.22		41900.0

		43		2221		横浜開港資料館自動火災報知設備改修工事								横浜消火器　㈱				5,602,176		H27.9.22		41900.0

		42		2220		大倉山記念館防災設備改修工事						消防施設及び電気通信		横浜消火器　㈱				5,365,980		H27.9.22		41900.0

		41		2219		鶴見水上消防出張所照明設備改修その他工事						電気 デンキ		㈱　とんぼ電工				9,967,320		H27.9.22		41900.0

		40		2218		青葉台コミュニティハウス屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				6,130,620		H27.9.22		41900.0

		39		2217		霧が丘中学校防球ネット改修工事						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				6,060,420		H26.9.22		41900.0

		38		2216		常盤台小学校屋内運動場外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　マツオホーム				26,764,020		H26.9.22		41900.0

		36		2215		都筑水再生センター要員宿舎上水配管改修工事						管 カン		㈲　三栄配管工業所				6,599,556		H26.9.12		41893.0

		35		2214		瀬谷土木事務所給水管等改修工事						管 カン		㈱　司工事				9,428,400		H26.9.12		41893.0

		34		2213		中央卸売市場本場青果棟照明器具改修工事						電気 デンキ		㈱　八代工業				3,764,070		H26.9.12		41893.0

		33		2212		港南図書館照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				17,949,060		H26.9.12		41893.0

		32		2211		横浜市鶴見川漕艇場空調設備改修工事						管 カン		㈱　シーエスワン				28,281,420		H26.9.12		41893.0

		31		2210		鴨池公園ほか１施設トイレ改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　坂口工務店				32,724,000		H26.9.12		41893.0

		30		2209		三ツ沢公園陸上競技場トイレ改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　エスワイシー				36,093,600		H26.9.12		41893.0

		29		4008		横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事（その２）						電気 デンキ		弘電工　㈱				24,030,000		H26.9.8		41886.0

		28		4007		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事（その２）						電気 デンキ		藤電設工業　㈱				23,251,536		H26.9.8		41886.0

		27		4006		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事（その２）						電気 デンキ		会津電業　㈱				23,193,000		H26.9.8		41886.0

		26		2208		生麦地区センター体育室照明改修工事						電気 デンキ		愛光電気　㈱				4,587,084		H26.9.8		41886.0

		25		2207		本牧地区センター体育室照明設備改修工事						電気 デンキ		中央電器住設　㈱				7,745,004		H26.9.8		41886.0

		24		2206		男女共同参画センター横浜照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　横浜電業				10,473,840		H26.9.8		41886.0

		23		2205		中川西地区センター非常放送設備更新工事						電気
通信 デンキツウシン		横浜消火器　㈱				2,702,700		H26.9.8		41886.0

		22		2204		市民防災センター非常放送設備更新工事						電気
通信 デンキツウシン		横浜消火器　㈱				3,539,160		H26.9.8		41886.0

		21		2203		旭図書館防災設備更新工事						消防施設
及び電気通信 ショウボウシセツオヨデンキツウシン		横浜消火器　㈱				3,503,520		H26.9.8		41886.0

		20		2202		野庭第二保育園自動火災報知設備改修工事						消防施設 ショウボウシセツ		㈱　シーエスワン				1,570,968		H26.9.8		41886.0

		19		2201		吉野町市民プラザ自動火災報知設備更新工事						消防施設 ショウボウシセツ		㈱　シーエスワン				5,785,452		H26.9.8		41886.0

		18		2200		本宿中学校ほか２校フェンス改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　水野工務店				11,194,200		H26.9.8		41886.0

		17		2199		保土ケ谷区総合庁舎厨房排水配管更新工事						管 カン		南海工業　㈱				5,000,400		H26.9.8		41886.0

		16		2198		神奈川地区センターファンコイルユニット更新工事						管 カン		中央電器住設　㈱				5,936,004		H26.9.8		41886.0

		15		2197		泉区民文化センターリハーサル室用空調設備更新工事						管 カン		㈱　金子工業所				8,267,400		H26.9.8		41886.0

		14		2196		荏田消防出張所空調設備更新工事						管 カン		㈱　政和工業所				11,527,920		H26.9.8		41886.0

		9		2195		柏保育園給排水配管更新工事						管 カン		㈱　京浜設備工業所				13,262,400		H26.9.8		41886.0

		8		2194		下野庭小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　共栄社				37,460,880		H26.9.8		41886.0

		7		2193		上飯田地域ケアプラザ空調衛生設備改修工事						管 カン		㈱　金子工業所				38,189,880		H26.9.8		41886.0

		4		2191		今井地区センター駐車場管制装置更新工事						機械器具設置 キカイキグセッチ		アマノ　㈱				12,047,400		H26.9.1		41879.0

		3		2190		岩間市民プラザ自動火災報知設備更新工事						消防施設 ショウボウシセツ		㈲　フジメンテナンス				9,520,200		H26.9.1		41879.0

		2		2189		中央卸売市場南部市場冷蔵庫棟冷蔵室床改修工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				13,052,880		H26.9.1		41879.0

		1		2188		阿久和地区センター外壁改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　田辺工務店				14,180,400		H26.9.1		41879.0

		24		2187		榎が丘小学校給水管改修工事（その３）						管 カン		㈲　佐藤工業所				47,552,400		H26.8.11		41858.0

		23		2186		中山みどり園空調機更新工事（その２）						管 カン		㈱　ヨコレイ				32,475,600		H26.8.11		41858.0

		9		2185		笹下南保育園衛生配管更新工事						管 カン		㈱　神奈川産業				18,133,200		H26.8.11		41858.0

		8		2184		並木第二保育園衛生配管更新工事						管 カン		相模設備工業　㈱				19,213,200		H26.8.11		41858.0

		7		2183		金沢自然公園ののはな館空調設備改修工事						管 カン		㈱　康栄社				59,960,520		H26.8.11		41858.0

		6		2182		はまぎんこども宇宙科学館空調機更新工事（３期）その２						管 カン		㈱　東伸				64,943,640		H26.8.11		41858.0

		5		2181		旭区総合庁舎外壁改修その他工事						建築 ケンチク		大洋建設　㈱				70,308,000		H26.8.11		41858.0

		4		2180		羽沢スポーツ会館照明改修工事						管 カン		㈱　アイキン電機工業				7,025,400		H26.8.4		41851.0

		3		2179		南高等学校第二ＬＬ教室改修その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈲　サクシード				17,407,872		H26.8.4		41851.0

		2		2178		南スポーツセンター冷温水発生機更新工事						管 カン		㈱　関東設備				18,997,200		H26.8.4		41851.0

		1		2173		職能開発総合センター空調機更新工事						管 カン		矢崎設備工業　㈱				27,820,800		H26.8.4		41851.0

		142		2177		飯島小学校照明設備改修工事						電気 デンキ		清進電設　㈱				14,839,200		H26.7.28		41844.0

		141		2176		汲沢小学校照明設備改修工事						電気 デンキ		誠友テクノス　㈱				15,843,384		H26.7.28		41844.0

		140		2175		倉田小学校照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　須田電気商会				18,586,800		H26.7.28		41844.0

		139		2174		富岡小学校照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　電成社				21,417,480		H26.7.28		41844.0

		87		2172		西菅田保育園給水管等改修工事						管 カン		㈱　アメニティ				7,564,320		H26.7.28		41844.0

		86		2171		馬場保育園給水管等改修工事						管 カン		㈱　政和工業所				8,467,200		H26.7.28		41844.0

		59		2169		芹が谷中学校給水管改修工事（その２）						管 カン		㈱　金子工業所				49,377,600		H26.7.28		41844.0

		58		2168		中和田中学校給水管改修その他工事（その２）						管 カン		相模設備工業　㈱				64,094,079		H26.7.28		41844.0

		57		2167		戸塚中学校給水管改修工事（その２）						管 カン		鷹羽工業　㈱				39,333,600		H26.7.28		41844.0

		55		2165		上郷中学校普通教室改造その他工事（建築・機械）（その２）						建築 ケンチク		中鉢建設　㈱				60,188,400		H26.7.28		41844.0

		54		2817		杉田地区センターパッケージ形空調機更新工事						管 カン		カナレイ　㈱				16,529,400		H26.7.18		41837.0

		53		2164		蓬莱荘空調設備更新工事（その２）						管 カン		太建工業　㈱				58,622,400		H26.7.18		41837.0

		52		2163		横浜国際プールパッケージ形空調機更新工事						管 カン		万里設備　㈱				51,840,000		H26.7.18		41837.0

		51		2162		豊田地区センター空調設備改修工事						管 カン		㈱　ヨコレイ				37,303,200		H26.7.18		41837.0

		50		2161		市沢小学校給食室給湯器設置工事						管 カン		㈱　高栄設備工業				2,437,884		H26.7.14		41830.0

		49		2160		秋葉小学校給食室給湯器設置工事						管 カン		マコト設備工業　㈱				1,569,024		H26.7.14		41830.0

		48		2816		港南スポーツセンター屋根改修その他工事						管 カン		㈱　松尾工務店				31,639,680		H26.7.14		41830.0

		30		2158		伊勢山小学校昇降口屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　サショー				11,082,960		H26.7.7		41823.0

		29		2157		北綱島特別支援学校教室改造その他工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　菅原建鉄工業				9,763,956		H26.7.7		41823.0

		28		2156		帷子小学校渡り廊下屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				4,668,840		H26.7.7		41823.0

		27		2155		常盤台小学校屋上改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　ダイイチ				13,203,000		H26.7.7		41823.0

		26		2154		日吉南小学校給食室給湯器設置工事						管 カン		㈲　佐藤設備工業所				3,954,636		H26.7.7		41823.0

		25		2153		今宿小学校給食室給湯器設置工事						管 カン		㈱　イエス				4,764,960		H26.7.7		41823.0

		24		2152		南神大寺小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		㈲　柴田工務店				7,345,080		H26.7.7		41823.0

		23		2151		緑園西小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		㈱　ＭＫ設備設計				9,264,240		H26.7.7		41823.0

		22		2150		品濃小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		カナレイ　㈱				9,432,720		H26.7.7		41823.0

		21		2149		緑園東小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		矢崎設備工業　㈱				12,025,800		H26.7.7		41823.0

		20		2148		中和田南小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　金子産商湘南				23,317,200		H26.7.7		41823.0

		15		2143		大豆戸小学校屋内運動場床改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　マツオホーム				21,139,704		H26.7.7		41823.0

		14		2142		大鳥中学校屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　加藤組				42,755,040		H26.7.7		41823.0

		115		2141		鴨志田中学校屋内運動場外壁改修その他工事						建築 ケンチク		アラン建設　㈱				7,493,796		H26.6.30		41816.0

		114		2140		山内小学校給食室屋上改修その他工事						建築 ケンチク		今井建設　㈱				12,615,480		H26.6.30		41816.0

		113		2139		上郷中学校普通教室改修その他工事（電気）						電気 デンキ		京浜電設　㈱				5,774,544		H26.6.30		41816.0

		112		2138		日野中央高等特別支援学校受水槽変更その他工事						管 カン		㈱　小松工業				11,972,880		H26.6.30		41816.0

		111		2137		能見台南小学校給食室給湯器設置工事						管 カン		万里設備　㈱				3,494,880		H26.6.30		41816.0

		110		2136		美しが丘小学校給食室給湯器設置工事						管 カン		興和工業　㈱				4,483,296		H26.6.30		41816.0

		109		2135		都田小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		㈱　司工事				7,381,800		H26.6.30		41816.0

		104		2134		荏田小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		永野工業　㈱				9,838,800		H26.6.30		41816.0

		103		2133		西富岡小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		㈱　康栄社				9,646,560		H26.6.30		41816.0

		102		2132		藤塚小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		興和工業　㈱				8,420,760		H26.6.30		41816.0

		101		2131		初音が丘小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		根本設備　㈱				9,128,160		H26.6.30		41816.0

		100		2130		神橋小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		根本設備　㈱				8,787,960		H26.6.30		41816.0

		99		2129		新井小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		㈱　司工事				8,710,200		H26.6.30		41816.0

		98		2128		二谷小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		㈱　日生設備				9,332,280		H26.6.30		41816.0

		97		2127		港南台第一小学校給食室給水給湯配管改修工事						管 カン		㈱　康栄社				10,258,920		H26.6.30		41816.0

		96		2126		豊田小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		紘永工業　㈱				10,661,976		H26.6.30		41816.0

		95		2125		倉田小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		紘永工業　㈱				10,743,516		H26.6.30		41816.0

		94		2124		千秀小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		アオキ工業　㈱				11,556,324		H26.6.30		41816.0

		93		2123		能見台小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		髙和管設　㈱				11,946,960		H26.6.30		41816.0

		92		2122		すすき野小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		㈱　イエス				13,986,000		H26.6.30		41816.0

		89		2120		川上小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		㈱　小松工業				17,256,240		H26.6.30		41816.0

		88		2119		上末吉小学校給水管改修工事						管 カン		㈲　佐藤工業所				19,699,200		H26.6.30		41816.0

		87		2118		桜台小学校給食室改修その他工事（機械）						管 カン		新興電設工業　㈱				21,743,640		H26.6.30		41816.0

		86		2117		太尾小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　力設備				23,610,960		H26.6.30		41816.0

		85		2116		洋光台第二小学校給水管改修工事						管 カン		東洋水工　㈱				25,482,600		H26.6.30		41816.0

		84		2115		荏田小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　司工事				25,887,600		H26.6.30		41816.0

		83		2114		白根地区センター空調設備改修工事						管 カン		興和工業　㈱				37,573,200		H26.6.30		41816.0

		82		2113		蒔田小学校給水管改修工事						管 カン		㈲　佐藤工業所				28,608,120		H26.6.30		41816.0

		81		2112		山内小学校給水管改修工事						管 カン		南設備工業　㈱				36,167,040		H26.6.30		41816.0

		80		2111		新田小学校給水管改修工事						管 カン		㈱　小松工業				36,244,800		H26.6.30		41816.0

		79		2110		戸塚スポーツセンター屋根改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　キクシマ				93,991,320		H26.6.30		41816.0

		91		2121		倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）						電気 デンキ		須田電気商会　㈱				18,539,280		H26.6.23		41809.0

		77		2814		市会棟１号棟２階、３階トイレ改修その他工事（機械・電気）						管 カン		㈲　はま設備工業				11,631,600		H26.6.23		41809.0

		76		2813		井土ケ谷小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		㈱　江電社				12,979,332		H26.6.23		41809.0

		75		2108		深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　太洋電設				5,439,960		H26.6.23		41809.0

		74		2107		丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　斎藤電気商会				5,499,576		H26.6.23		41809.0

		73		2106		日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		三沢電機　㈱				6,534,000		H26.6.23		41809.0

		72		2105		長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　日動電設				6,633,360		H26.6.23		41809.0

		71		2104		東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		和光電気工事　㈱				6,830,601		H26.6.23		41809.0

		70		2103		美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　日動電設				7,131,240		H26.6.23		41809.0

		69		2102		城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		三由工業　㈱				7,224,336		H26.6.23		41809.0

		68		2101		岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				8,570,880		H26.6.23		41809.0

		67		2100		駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　古賀電気				8,988,516		H26.6.23		41809.0

		66		2099		本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		東洋電設　㈱				9,645,372		H26.6.23		41809.0

		65		2098		緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事						電気 デンキ		㈱　古賀電気				9,498,060		H26.6.23		41809.0

		64		2097		平戸台小学校給食室改修工事（電気）						電気 デンキ		三栄電設　㈱				11,885,184		H26.6.23		41809.0

		63		2096		東小学校給食室改修その他工事（電気）						電気 デンキ		ＪＦＥテクノス　㈱				11,944,800		H26.6.23		41809.0

		62		2095		桜台小学校給食室改修その他工事（電気）						電気 デンキ		㈱　コスモ				15,336,000		H26.6.23		41809.0

		61		2094		南小学校給食室給湯設備改修工事						管 カン		三和工業　㈱				11,770,056		H26.6.23		41809.0

		60		2093		平戸台小学校給食室改修工事（機械）						管 カン		㈱　神奈川産業				19,090,080		H26.6.23		41809.0

		59		2092		東小学校給食室改修その他工事（機械）						管 カン		㈲　佐藤設備工業所				21,536,496		H26.6.23		41809.0

		57		2090		大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		㈱　シンデン				12,120,840		H26.6.23		41809.0

		56		2089		東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		㈱　協立電気商会				11,566,800		H26.6.23		41809.0

		55		2088		根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事						電気 デンキ		愛光電気　㈱				12,603,492		H26.6.23		41809.0

		54		2087		すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　宮野工務店				20,527,560		H26.6.23		41809.0

		53		2086		橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				25,691,040		H26.6.23		41809.0

		52		2085		舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）						建築 ケンチク		中鉢建設　㈱				45,160,200		H26.6.23		41809.0

		51		2812		磯子区精神障害者生活支援センター外壁改修工事						建築 ケンチク		㈱　佐藤薫工務店				16,943,040		H26.6.16		41802.0

		50		2084		青木小学校普通教室改造工事						建築 ケンチク		㈱　リニューアルよこはま				3,265,380		H26.6.16		41802.0

		49		2083		中田小学校普通教室改造工事						建築 ケンチク		㈱　リニューアルよこはま				4,050,540		H26.6.16		41802.0

		48		2082		本郷ふじやま公園古民家工作棟改修工事（建築・電気）						建築 ケンチク		㈱　リニューアルよこはま				6,525,900		H26.6.16		41802.0

		47		2081		稲荷台小学校トイレ扉改修工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				937,440		H26.6.16		41802.0

		46		2080		別所小学校ほか１校門扉改修工事						建築 ケンチク		横浜ダイワ　㈱				4,801,680		H26.6.16		41802.0

		45		2079		鴨居駅北口自転車駐車場改修工事						建築 ケンチク		やまぶき建設　㈱				12,746,160		H26.6.16		41802.0

		44		2078		寺尾小学校北門門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				2,988,252		H26.6.16		41802.0

		43		2077		幸ケ谷小学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				3,055,536		H26.6.16		41802.0

		42		2076		平沼小学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　カサイ				4,077,216		H26.6.16		41802.0

		41		2075		深谷小学校屋内運動場屋根改修工事						建築 ケンチク		坂本建設　㈱				17,081,064		H26.6.16		41802.0

		40		2074		ろう特別支援学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　竣光電設				1,142,100		H26.6.16		41802.0

		39		2073		若葉台小学校門扉改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　竣光電設				7,034,472		H26.6.16		41802.0

		38		2072		ろう特別支援学校通級教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		㈲　竣光電設				7,552,764		H26.6.16		41802.0

		37		2071		荏田南中学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		㈱　協立電気商会				5,545,800		H26.6.16		41802.0

		36		2070		宮谷小学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		丸子電気工事　㈱				7,112,340		H26.6.16		41802.0

		35		2069		本町小学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		丸子電気工事　㈱				9,627,660		H26.6.16		41802.0

		34		2068		六浦中学校屋内運動場照明改修工事						電気 デンキ		㈱　横山電気工業				7,039,440		H26.6.16		41802.0

		33		2067		森東小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　ＥＳＣ				14,593,284		H26.6.16		41802.0

		31		2066		飯田北小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　九州電業社				12,679,200		H26.6.16		41802.0

		30		2065		六つ川小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　秀栄				14,578,056		H26.6.16		41802.0

		29		2064		鉄小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		小保エンジニアリング　㈱				16,140,600		H26.6.16		41802.0

		28		2063		飯島小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　八代工業				16,976,196		H26.6.16		41802.0

		27		2062		三ツ境小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　日動電設				18,653,760		H26.6.16		41802.0

		26		2061		富岡小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈲　エムエム電気工業				24,540,840		H26.6.16		41802.0

		25		2060		北方小学校普通教室改造工事（建築・電気・機械）						建築 ケンチク		杜企画　㈱				20,509,200		H26.6.16		41802.0

		24		2059		平戸台小学校給食室改修工事（建築）						建築 ケンチク		奈良建設　㈱				42,496,920		H26.6.16		41802.0

		23		2058		桜台小学校給食室改修その他工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　大勝				39,941,640		H26.6.16		41802.0

		22		2057		東小学校給食室改修その他工事（建築）						建築 ケンチク		奈良建設　㈱				45,995,040		H26.6.16		41802.0

		21		2811		旭区民文化センターサンハート冷温水発生機等更新工事						管 カン		㈲　鈴木商店				55,620,000		H26.6.16		41802.0

		20		2056		岡村小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		平野電気　㈱				14,011,164		H26.6.9		41795.0

		19		2055		篠原中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		丸子電気工事　㈱				14,652,360		H26.6.9		41795.0

		18		2054		上大岡小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		三沢電機　㈱				15,318,720		H26.6.9		41795.0

		17		2053		荏田小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　とんぼ電工				14,895,360		H26.6.9		41795.0

		16		2052		新石川小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		大口電設　㈱				16,004,844		H26.6.9		41795.0

		15		2051		小坪小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈲　大翔電設				16,470,972		H26.6.9		41795.0

		14		2050		矢向中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		窪倉電設　㈱				16,470,000		H26.6.9		41795.0

		13		2049		名瀬小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		栄光電設　㈱				16,244,280		H26.6.9		41795.0

		12		2048		左近山中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		横森電気工業　㈱				17,835,984		H26.6.9		41795.0

		11		2047		汲沢小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		相信工業　㈱				17,170,596		H26.6.9		41795.0

		10		2046		境木小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		相信工業　㈱				17,720,748		H26.6.9		41795.0

		8		2044		茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈲　ケーズプランニング				19,082,520		H26.6.9		41795.0

		7		2043		谷本中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　横浜電業				20,894,760		H26.6.9		41795.0

		6		2042		常盤台小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		清進電設　㈱				21,340,800		H26.6.9		41795.0

		5		2041		上寺尾小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		向洋電機土木　㈱				22,253,508		H26.6.9		41795.0

		4		2040		東鴨居中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		向洋電機土木　㈱				21,704,328		H26.6.9		41795.0

		3		2810		市会棟１号棟２階、３階トイレ改修その他工事（建築）						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				20,052,360		H26.6.9		41795.0

		2		2039		万騎が原中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		小保エンジニアリング　㈱				5,837,400		H26.6.2		41788.0

		1		2038		舞岡中学校屋内運動場照明改修その他工事						電気 デンキ		フジ電工　㈱				9,297,396		H26.6.2		41788.0

		5		2037		戸塚高等学校電話交換装置改修工事						電気通信 デンキツウシン		㈱　光電社				3,977,640		H26.5.26		41781.0

		4		2809		白山地区センターほか１か所体育室照明設備改修工事						電気 デンキ		メルビック電工　㈱				12,671,640		H26.5.26		41781.0

		3		2808		栄消防署受変電設備更新その他工事						電気 デンキ		㈱　江電社				24,112,080		H26.5.26		41781.0

		2		2036		大船駅東口第三自転車駐車場外壁改修工事						建築 ケンチク		㈱　似田貝建設				7,297,020		H26.5.2		41760.0

		1		2035		横浜総合高等学校空調室外機防音対策工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				12,529,944		H26.5.2		41760.0

		40		2807		中川西中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		㈱　共栄社				29,278,800		H26.4.25		41753.0

		39		2034		今宿小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		尾鈴電気　㈱				15,879,240		H26.4.25		41753.0

		38		2033		釜利谷南小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		永泰電設　㈱				16,668,720		H26.4.25		41753.0

		37		2032		金沢小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		栄光電設　㈱				17,107,200		H26.4.25		41753.0

		36		2031		小雀小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		永泰電設　㈱				17,710,920		H26.4.25		41753.0

		35		2030		仏向小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		一富士電工　㈱				19,046,340		H26.4.25		41753.0

		34		2029		中川西小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		一富士電工　㈱				19,669,068		H26.4.25		41753.0

		33		2028		緑園東小学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		栄光電設　㈱				20,899,080		H26.4.25		41753.0

		32		2027		希望が丘中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		藤原電気工事　㈱				22,346,280		H26.4.25		41753.0

		31		2026		高田中学校教室等照明設備改修工事						電気 デンキ		藤原電気工事　㈱				23,296,680		H26.4.25		41753.0

		30		2025		都筑区総合庁舎外壁改修その他工事(その１）						建築 ケンチク		北沢建設　㈱				99,381,600		H26.4.21		41746.0

		28		2024		谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		㈱　今野設備				9,587,160		H26.4.1		41725.0

		27		2023		いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		親亜　㈲				10,039,680		H26.4.1		41725.0

		26		2022		上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		南海工業　㈱				10,301,040		H26.4.1		41725.0

		25		2021		稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		㈲　佐藤設備工業所				10,531,944		H26.4.1		41725.0

		24		2020		さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		矢崎設備工業　㈱				10,715,760		H26.4.1		41725.0

		23		2019		桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事						管 カン		㈲　はま設備工業				10,797,840		H26.4.1		41725.0

		22		2018		東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事						管 カン		矢崎設備工業　㈱				15,569,280		H26.4.1		41725.0

		21		2017		青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事						管 カン		㈱　高栄設備工業				17,178,480		H26.4.1		41725.0

		20		2016		三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事						管 カン		㈱　今野設備				16,926,840		H26.4.1		41725.0

		19		2015		相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　なごみ建設				13,374,984		H26.4.1		41725.0

		18		2014		富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　エスワイシー				16,200,108		H26.4.1		41725.0

		17		2013		岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　栗原工務店				16,542,360		H26.4.1		41725.0

		16		2012		汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　本田工務店				21,534,120		H26.4.1		41725.0

		15		2011		日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　清水工務店				21,628,080		H26.4.1		41725.0

		14		2010		あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　清水工務店				26,076,600		H26.4.1		41725.0

		13		2009		矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　芳垣建設				12,170,520		H26.4.1		41725.0

		12		2008		羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		アサヒペイント　㈱				12,663,648		H26.4.1		41725.0

		11		2007		老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈲　ナカムラ建工				15,127,344		H26.4.1		41725.0

		10		2006		東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		日進建設　㈱				18,405,792		H26.4.1		41725.0

		9		2005		保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		菅野建設　㈱				18,473,940		H26.4.1		41725.0

		8		2004		さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事						建築 ケンチク		㈱　本田工務店				21,318,120		H26.4.1		41725.0

		7		2003		中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事						管 カン		三沢電機　㈱				26,762,400		H26.4.1		41725.0

		6		2002		泉公会堂冷温水発生機等更新工事						管 カン		相模設備工業　㈱				38,653,200		H26.4.1		41725.0

		5		2001		横浜吉田中学校給排水管改修工事						管 カン		興和工業　㈱				45,252,000		H26.4.1		41725.0

		4		4004		横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		協栄電機　㈱				22,429,280		H26.4.1		41711.0

		3		4003		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		㈱　興友社				22,410,000		H26.4.1		41711.0

		2		4002		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		㈱　斎藤電気商会				22,332,240		H26.4.1		41711.0

		1		4001		横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事						電気 デンキ		新興電設工業　㈱				28,799,820		H26.4.1		41711.0
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