平成２8年度 小規模工事（予定価格１３０万円以下）における発注状況表（年間）
№

工事件名

契約業者

法人番号

契約金額（円）

工期

発注課名

1 明王第１公園ベンチ設置工事

㈲吉田組

1021002044404

1,188,000

平成28年11月15日 ～

平成29年1月20日 公園緑政課

2 相模が丘3-1多目的広場ほか遊具設置工事

㈱グリーンタウン興業

4021001026268

966,600

平成29年2月24日 ～

平成29年3月24日 公園緑政課

3 子供広場ほか遊具用マット設置工事

㈱都将

6021001030004

1,188,000

平成28年12月28日 ～

平成29年2月15日 公園緑政課

4 芹沢公園既開設部サイン改修工事

㈲吉田組

1021002044404

1,166,400

平成29年2月2日 ～

平成29年3月31日 公園緑政課

5 芹沢公園既設フェンス改修工事

㈲吉田組

1021002044404

345,600

平成29年3月2日 ～

平成29年3月29日 公園緑政課

6 芹沢公園汚水汚物水中ポンプ設置工事

㈲吉田組

1021002044404

1,285,200

平成29年1月5日 ～

平成29年3月29日 公園緑政課

7 芹沢公園汚水マンホール内配管工事

㈲吉田組

1021002044404

1,231,000

平成29年1月31日 ～

平成29年3月29日 公園緑政課

8 ひばりが丘５－２多目的広場安全対策工事

㈱都将

6021001030004

1,069,200

平成29年1月25日 ～

平成29年2月15日 公園緑政課

9 市営栗原住宅１・２号棟階段手摺設置工事

㈲日栄ハイム

1021002047976

588,600

平成28年9月13日 ～

平成28年10月27日 建築住宅課

10 市営西原住宅フェンス設置工事

京浜実業㈱

5021001026283

1,519,560

平成29年3月1日 ～

平成29年3月30日 建築住宅課

11 防護柵設置工事（その２）

ゴコウ㈱

9020001008544

1,284,000

平成29年3月7日 ～

平成29年3月24日 道路課

12 道路鋲（自発光）設置工事

㈲吉田組

1021002044404

947,160

平成29年1月18日 ～

平成29年3月3日 道路課

13 座間市LED道路照明灯ポール交換

眞崎電工㈱

7021001026562

475,200

平成29年2月14日 ～

平成29年3月31日 道路課

14 道路反射鏡設置工事（その１）

ゴコウ㈱

9020001008544

1,297,080

平成28年6月7日 ～

平成28年9月30日 道路課

15 道路反射鏡設置工事（その２）

㈲芙蓉建材開発

7021002023897

708,912

平成28年8月5日 ～

平成28年9月30日 道路課

16 道路反射鏡設置工事（その３）

㈲芙蓉建材開発

7021002023897

691,956

平成28年8月13日 ～

平成28年9月30日 道路課

17 道路反射鏡設置工事（その４）

モービルプランニング㈱

8180301002158

1,221,955

平成28年11月30日 ～

平成29年2月28日 道路課

18 道路反射鏡設置工事（その５）

ゴコウ㈱

9020001008544

1,218,888

平成29年2月4日 ～

平成29年3月3日 道路課

19 道路反射鏡設置工事（その６）

ゴコウ㈱

9020001008544

1,127,736

平成29年3月2日 ～

平成29年3月31日 道路課

20 市道７号線道路整備工事

㈲吉田組

1021002044404

1,242,000

平成29年2月3日 ～

平成29年3月30日 道路課
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21 市道３８号線摺付け舗装工事

京浜実業㈱

5021001026283

1,274,400

平成29年2月23日 ～

平成29年3月30日 道路課

22 市道３８号線道路街渠工事

京浜実業㈱

5021001026283

1,263,600

平成29年2月24日 ～

平成29年3月30日 道路課

23 市道３８号線舗装工事

京浜実業㈱

5021001026283

1,285,200

平成29年2月28日 ～

平成29年3月30日 道路課

24 市道３８号線付帯工事（その３）

京浜実業㈱

5021001026283

1,274,400

平成29年3月2日 ～

平成29年3月30日 道路課

25 市道6号線歩道整備工事

(有)オクツ

9021002043299

1,242,000

平成29年2月1日 ～

平成29年3月28日 道路課

26 市道３８号線付帯工事（その２）

ランディック㈲

7021002037162

1,242,000

平成29年1月24日 ～

平成29年3月21日 道路課

27 市道９号線交差点改良工事

㈱グリーンタウン興業

4021001026268

923,400

平成29年3月6日 ～

平成29年3月24日 道路課

28 市道栗原中央174号線消火栓新設工事

大矢住宅設備

690,120

平成28年6月23日 ～

平成28年7月21日 水道施設課

29 市道相武台46号線仕切弁修繕工事

㈱折本設備座間支店

5021001011616

972,000

平成28年7月13日 ～

平成28年9月1日 水道施設課

30 汚水桝設置工事（第1号）

星野設備工業(有)

3021002033108

62,640

平成28年4月12日 ～

平成28年5月31日 下水道課

31 汚水桝設置工事（第2号）

(株)かおる建設工業

8021001028830

62,640

平成28年4月12日 ～

平成28年5月31日 下水道課

32 汚水桝設置工事（第3号）

(株)飯島工務店

3021001026178

62,640

平成28年6月6日 ～

平成28年7月25日 下水道課

33 汚水桝設置工事（第4号）

(有)ｵｰｸﾃｸﾆｶﾙ

7021002048861

62,640

平成28年6月20日 ～

平成28年8月9日 下水道課

34 汚水桝設置工事（第5号）

八千代水道(株)

6021001014213

62,640

平成28年11月17日 ～

平成28年12月26日 下水道課

35 汚水桝設置工事（第6号）

(株)大神設備工業

7021001040670

62,640

平成28年12月19日 ～

平成29年1月31日 下水道課

36 汚水桝設置工事（第7号）

(有)ｵｰｸﾃｸﾆｶﾙ

7021002048861

62,640

平成29年1月11日 ～

平成29年3月1日 下水道課

37 汚水桝設置工事（第8号）

大矢住宅設備

62,640

平成29年3月7日 ～

平成29年3月28日 下水道課

38 汚水桝設置及び取付管工事（その１）

大矢住宅設備

1,264,680

平成28年4月23日 ～

平成28年6月11日 下水道課

39 汚水桝設置及び取付管工事（その２）

(有)庚申建設

9021002042086

1,134,000

平成28年7月12日 ～

平成28年8月30日 下水道課

40 汚水桝設置及び取付管工事（その３）

(株)双和

2021001026402

950,400

平成28年8月4日 ～

平成28年9月22日 下水道課

41 汚水桝設置及び取付管工事（その４）

(有)庚申建設

9021002042086

1,242,000

平成28年9月6日 ～

平成28年11月30日 下水道課

42 汚水桝設置及び取付管工事（その５）

大矢住宅設備

1,608,120

平成28年9月26日 ～

平成28年11月15日 下水道課
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43 汚水桝設置及び取付管工事（その６）

(株)グリーンタウン興業

4021001026268

648,000

平成28年11月7日 ～

平成28年12月26日 下水道課

44 汚水桝設置及び取付管工事（その７）

(有)吉田組

1021002044404

840,240

平成28年12月19日 ～

平成29年2月21日 下水道課

45 汚水桝設置及び取付管工事（その８）

(有)庚申建設

9021002042086

1,060,560

平成29年1月17日 ～

平成29年3月30日 下水道課

46 栗原小学校扇風機設置工事

(有)池原電工

6021002043137

1,247,529

平成28年5月12日 ～

平成28年8月26日 教育総務課

47 模野小学校扇風機設置工事

(株)古川電機

5021001013851

1,242,000

平成28年5月12日 ～

平成28年8月26日 教育総務課

48 相模野小学校遊具設置工事

(有)小泉土木座間支店

6021002040794

1,144,800

平成28年11月10日 ～

平成29年2月24日 教育総務課

49 ひばりが丘小学校屋外便所改修工事

橋本建築

1,263,600

平成28年12月9日 ～

平成29年3月17日 教育総務課

50 東原小学校屋外便所改修工事

(有)日栄ハイム

1021002047976

1,296,000

平成28年12月9日 ～

平成29年3月17日 教育総務課

51 座間中学校洋風便器設置工事

(株)飯島工務店

3021001026178

1,080,000

平成28年7月6日 ～

平成28年8月26日 教育総務課

52 東中学校洋風便器設置工事

(株)飯島工務店

3021001026178

1,123,200

平成28年7月22日 ～

平成28年8月26日 教育総務課

53 栗原中学校洋風便器設置工事

(株)双和

2021001026402

1,242,000

平成28年7月6日 ～

平成28年8月26日 教育総務課

