平成２９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 道路鋲（自発光）設置工事

有限会社吉田組

1021002044404

540,000

平成30年1月19日 ～

平成30年3月26日 道路課

2 道路道路反射鏡設置工事

ゴコウ株式会社

9020001008544

1,197,936

平成29年8月7日 ～

平成29年10月2日 道路課

3 道路道路反射鏡設置工事（その2）

モービルプランニング（株）関東支社

8180301002158

1,026,000

平成30年1月23日 ～

平成30年2月28日 道路課

4 道路道路反射鏡設置工事（その3）

有限会社芙蓉建材開発

7021002023897

972,000

平成30年2月16日 ～

平成30年3月15日 道路課

5 道路道路反射鏡設置工事（その4）

交安工業株式会社

5021001025178

1,242,000

平成30年2月22日 ～

平成30年3月25日 道路課

6 道路道路反射鏡設置工事（その5）

ゴコウ株式会社

9020001008544

1,166,400

平成30年3月1日 ～

平成30年3月25日 道路課

7 道路道路反射鏡設置工事（その6）

モービルプランニング（株）関東支社

7021002023897

340,200

平成30年3月14日 ～

平成30年3月28日 道路課

8 市道３８号線補償に伴う試掘工事

三井住友建設㈱ 横浜支店

2010001131477

972,000

平成29年6月15日 ～

平成29年7月31日 道路課

9 市道３８号線付帯工事

㈲吉田組

1021002044404

1,285,200

平成29年4月25日 ～

平成29年6月30日 道路課

10 市道３８号線付帯工事（その３）

㈲タケダ電気工事

2021002043867

464,400

平成29年7月27日 ～

平成29年8月31日 道路課

11 市道３８号線付帯工事（その４）

㈲タケダ電気工事

2021002043867

312,120

平成29年9月23日 ～

平成29年10月16日 道路課

12 市道３８号線付帯工事（その５）

草光建設㈱

8021001026396

646,920

平成29年10月7日 ～

平成29年10月31日 道路課

13 市道38号線ほか道路整備工事

京浜実業㈱

5021001026283

1,269,000

平成29年4月8日 ～

平成29年5月31日 道路課

14 市道38号線ほか舗装工事

京浜実業㈱

5021001026283

977,400

平成29年4月12日 ～

平成29年5月31日 道路課

15 市道38号線交通信号機移設工事

春日電設㈱ 神奈川営業所

6011801006880

1,209,600

平成29年10月25日 ～

平成30年1月31日 道路課

16 市道３８号線交通信号機移設工事（その２）

春日電設㈱ 神奈川営業所

6011801006880

1,188,000

平成29年11月13日 ～

平成30年1月25日 道路課

17 市道３８号線交通信号機調整工事

春日電設㈱ 神奈川営業所

6011801006880

1,080,000

平成29年11月17日 ～

平成30年1月25日 道路課

18 小松原交差点舗装工事

㈱山本工務店

8021002056260

1,123,200

平成30年2月14日 ～

平成30年3月28日 道路課

19 市道38号線道路照明灯設置工事

眞崎電工㈱

7021001026562

203,040

平成30年3月14日 ～

平成30年3月23日 道路課

20 市道５号線歩道舗装工事

(有)庚申建設

9021002042086

1,242,000

平成29年4月8日 ～

平成29年5月31日 道路課
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21 市道５号線歩道舗装工事（その２）

(株)かおる建設工業

8021001028830

1,670,760

平成30年2月8日 ～

22 こまつばら公園整備付帯工事

㈲吉田組

1021002044404

1,188,000

平成30年1月24日 ～

平成30年2月9日 公園緑政課

23 汚水桝設置工事（第1号）

相模水道㈱

5021001026317

97,200

平成29年4月21日 ～

平成29年6月9日 下水道施設課

24 汚水桝設置工事（第2号）

㈲斉藤工業所

5021002040911

61,560

平成29年5月2日 ～

平成29年6月20日 下水道施設課

25 汚水桝設置工事（第3号）

星野設備工業㈲

3021002033108

61,560

平成29年5月22日 ～

平成29年7月10日 下水道施設課

26 汚水桝設置工事（第4号）

大矢住宅設備

61,560

平成29年7月3日 ～

平成29年8月21日 下水道施設課

27 汚水桝設置工事（第5号）

大矢住宅設備

61,560

平成29年7月3日 ～

平成29年8月21日 下水道施設課

28 汚水桝設置工事（第6号）

㈲末吉設備工業

4021002035128

61,560

平成29年8月17日 ～

平成29年10月5日 下水道施設課

29 汚水桝設置工事（第7号）

相模水道㈱

5021001026317

61,560

平成29年11月8日 ～

平成29年12月27日 下水道施設課

30 汚水桝設置工事（第8号）

大矢住宅設備

61,560

平成29年11月8日 ～

平成29年12月27日 下水道施設課

31 汚水桝設置工事（第9号）

大矢住宅設備

61,560

平成29年11月13日 ～

平成30年1月9日 下水道施設課

32 汚水桝設置工事（第10号）

大矢住宅設備

61,560

平成29年11月17日 ～

平成30年1月31日 下水道施設課

33 汚水桝設置工事（第11号）

大矢住宅設備

61,560

平成29年11月30日 ～

平成30年2月13日 下水道施設課

34 汚水桝設置工事（第12号）

大矢住宅設備

61,560

平成29年12月11日 ～

平成30年2月12日 下水道施設課

35 汚水桝設置工事（第13号）

㈲澤田水道店

6021002043657

61,560

平成30年1月10日 ～

平成30年2月28日 下水道施設課

36 汚水桝設置工事（第14号）

大成設備㈲

1021002032276

61,560

平成30年1月10日 ～

平成30年2月28日 下水道施設課

37 汚水桝設置工事（第15号）

㈲西川管工

4021002044038

61,560

平成30年2月14日 ～

平成30年3月20日 下水道施設課

38 汚水桝設置工事（第16号）

大矢住宅設備

61,560

平成30年2月13日 ～

平成30年3月21日 下水道施設課

39 汚水桝設置工事（第17号）

かきざわ設計

61,560

平成30年2月20日 ～

平成30年3月20日 下水道施設課

40 汚水桝設置及び取付管工事（その１）

㈲めぐみ工業

669,600

平成29年4月24日 ～

平成29年5月31日 下水道施設課

41 汚水桝設置及び取付管工事（その３）

大矢住宅設備

961,200

平成29年6月1日 ～

平成29年7月20日 下水道施設課

42 汚水桝設置及び取付管工事（その４）

㈱飯島工務店

572,400

平成29年6月21日 ～

平成29年8月10日 下水道施設課

8021002044331

3021001026178

平成30年3月2日 道路課
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43 汚水桝設置及び取付管工事（その５）

㈱グリーンタウン興業

4021001026268

422,280

平成29年7月28日 ～

平成29年9月16日 下水道施設課

44 汚水桝設置及び取付管工事（その６）

㈲庚申建設

9021002042086

550,800

平成29年9月20日 ～

平成29年11月8日 下水道施設課

45 汚水桝設置及び取付管工事（その７）

大矢住宅設備

938,520

平成29年11月7日 ～

平成29年12月26日 下水道施設課

46 汚水桝設置及び取付管工事（その８）

㈱飯島工務店

3021001026178

820,800

平成29年12月7日 ～

平成30年2月9日 下水道施設課

47 汚水桝設置及び取付管工事（その９）

㈱飯島工務店

3021001026178

907,200

平成29年12月7日 ～

平成30年2月9日 下水道施設課

48 汚水桝設置及び取付管工事（その１０）

㈱グリーンタウン興業

4021001026268

1,274,400

平成29年12月22日 ～

平成30年2月23日 下水道施設課

49 市道相武台７１号線排水弁設置工事

㈲ライフ設備工業

4021002044418

773,280

平成29年4月25日 ～

平成29年6月8日 水道施設課

50 市道四ツ谷１４号線消火栓新設工事

㈱飯島工務店

3021001026178

972,000

平成29年7月19日 ～

平成29年9月1日 水道施設課

51 市道東原５８号線排水弁設置工事

㈲めぐみ工業

8021002044331

1,024,920

平成30年1月31日 ～

平成30年3月25日 水道施設課

52 栗原小学校手洗い場等改修工事

(有)日栄ハイム

1021002047976

1,213,920

平成29年7月4日 ～

平成29年9月1日 教育総務課

53 相模中学校屋外便所洋風便器設置工事

(株)双和

2021001026402

1,279,800

平成29年7月19日 ～

平成29年9月1日 教育総務課

