平成３０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

1

相武台東小学校屋内運動場便器改修工事

㈲日栄ハイム

2

西中学校１号棟便器改修工事

橋本建築

3

羽根沢受水場側溝蓋設置工事

㈲小泉土木 座間支店

4

市道入谷３１１号線配水管布設替工事

5

法人番号
1021002047976

契約金額（円）

工期

発注課名

1,296,000

平成30年7月26日 ～

平成30年10月31日 教育総務課

1,155,600

平成30年7月5日 ～

平成30年10月31日 教育総務課

6021002040794

885,600

平成30年5月15日 ～

平成30年7月14日 水道施設課

㈲ライフ設備工業

4021002044418

1,261,440

平成30年5月23日 ～

平成30年7月11日 水道施設課

第１配水場門扉設置工事

㈲小泉土木 座間支店

6021002040794

1,134,000

平成30年8月2日 ～

平成30年11月30日 水道施設課

6

四ツ谷配水管理所ネットフェンス設置工事

㈲隆登緑化建設

4021002044450

664,200

平成30年8月31日 ～

平成30年10月31日 水道施設課

7

市道南栗原６６号線消火栓新設工事

㈱飯島工務店

3021001026178

950,400

平成30年10月3日 ～

平成30年11月16日 水道施設課

8021002044034

15,120

平成30年4月2日 ～

平成30年4月2日 建築住宅課

8021002044034

5,400

平成30年4月2日 ～

平成30年4月2日 建築住宅課

8021002044034

5,400

平成30年4月4日 ～

平成30年4月4日 建築住宅課

㈲日本パイプ環境サービ
ス
㈲日本パイプ環境サービ
9 市営立野台住宅1－304号 給排水設備修繕（台所蛇口）
ス
シティハウス四ツ谷西Ⅰ－101号 給排水設備修繕（洗面 ㈲日本パイプ環境サービ
10
所蛇口）
ス
8

市営立野台住宅1－105号 給排水設備修繕（洗濯機蛇
口・排水）

11 シティハウス新田2－103号 玄関錠修繕

小林建築

36,720

平成30年4月2日 ～

平成30年4月2日 建築住宅課

12 市営住宅東相武住宅3－201号 台所修繕

小林建築

22,140

平成30年4月2日 ～

平成30年4月2日 建築住宅課

13 市営四ツ谷住宅302号 浴室入口修繕

小林建築

27,000

平成30年4月3日 ～

平成30年4月3日 建築住宅課

14 市営北相武住宅 １号棟外灯修繕

タクリョウ

2,160

平成30年4月6日 ～

平成30年4月6日 建築住宅課

15 市営北相武住宅1－306号 トイレ修繕

小林建築

19,980

平成30年4月4日 ～

平成30年4月4日 建築住宅課

16 市営立野台住宅1－306号 空家修繕

小林建築

1,036,767

平成30年4月12日 ～

平成30年6月27日 建築住宅課

5,400

平成30年4月16日 ～

平成30年4月16日 建築住宅課

17

市営立野台住宅1－304号 給排水設備修繕（台所蛇口
水漏れ）

㈲日本パイプ環境サービ
ス

8021002044034

18 市営立野台住宅5－107号 浴室入口修繕

小林建築

61,668

平成30年4月5日 ～

平成30年4月5日 建築住宅課

19 市営東相武住宅2－201号 空家修繕

小林建築

340,308

平成30年4月27日 ～

平成30年5月31日 建築住宅課

20 市営東相武住宅2－201号 台所排水管詰り

㈲日本パイプ環境サービ
ス

19,440

平成30年5月7日 ～

平成30年5月7日 建築住宅課

8021002044034

平成３０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

21 市営立野台住宅 5号棟外灯修繕

タクリョウ

22 市営上宿住宅１号 １階階段下床の修繕
23

市営立野台住宅 外灯修繕（２箇所）市営栗原住宅ポン
プ小屋 外灯修繕

法人番号

契約金額（円）

工期

発注課名

5,832

平成30年5月2日 ～

平成30年5月2日 建築住宅課

榎本工務店

66,582

平成30年5月20日 ～

平成30年5月20日 建築住宅課

タクリョウ

25,920

平成30年5月28日 ～

平成30年5月28日 建築住宅課

125,928

平成30年6月15日 ～

平成30年6月29日 建築住宅課

8021002044034

32,400

平成30年7月21日 ～

平成30年7月21日 建築住宅課

8021002044034

48,600

平成30年7月1日 ～

平成30年7月1日 建築住宅課

879,120

平成30年7月11日 ～

平成30年9月10日 建築住宅課

6,480

平成30年7月3日 ～

平成30年7月3日 建築住宅課

24 市営北相武住宅1－201号 建具修繕

内装いいじま

市営北相武住宅排水管高圧洗浄清掃敷地回り排水管洗
浄清掃修繕
市営立野台住宅3～5号棟排水管高圧洗浄清掃敷地回り
26
排水管洗浄清掃修繕

㈲日本パイプ環境サービ
ス
㈲日本パイプ環境サービ
ス

27 市営北相武住宅1－204号 空室修繕

榎本工務店

28 市営立野台住宅4－103号 洗面水漏れ修繕

㈲日本パイプ環境サービ
ス

29 市営立野台住宅4－203号 台所換気扇修繕

大忠電器サービス

35,780

平成30年7月13日 ～

平成30年7月13日 建築住宅課

30 市営北相武住宅1－305号 居室壁の修繕

榎本工務店

35,640

平成30年8月15日 ～

平成30年8月15日 建築住宅課

31 市営上宿住宅8号 玄関ドア修繕

小林建築

20,520

平成30年7月24日 ～

平成30年7月24日 建築住宅課

32 市営西原住宅1－2号 居室入口修繕

㈱いぬいホーム

129,530

平成30年7月18日 ～

平成30年7月18日 建築住宅課

33 シティハウス長宿1－102号 空家繕

小林建築

580,074

平成30年8月8日 ～

平成30年10月1日 建築住宅課

34 市営東相武住宅2－201号 換気扇修繕

大忠電器サービス

7,560

平成30年9月9日 ～

平成30年9月9日 建築住宅課

35 市営東相武住宅2－304号 ルームエアコン撤去

大忠電器サービス

17,280

平成30年9月8日 ～

平成30年9月8日 建築住宅課

8021002044034

16,200

平成30年9月17日 ～

平成30年9月17日 建築住宅課

8021002044034

15,768

平成30年9月17日 ～

平成30年9月17日 建築住宅課

25

36 市営北相武住宅1－102号 給排水設備修繕
37 市営立野台住宅3－302号 給排水設備修繕

㈲日本パイプ環境サービ
ス
㈲日本パイプ環境サービ
ス

8021002044034

9021002047787

38 市営立野台住宅2－104号 浴室ドア修繕

㈱いぬいホーム

9021002047787

29,160

平成30年10月6日 ～

平成30年10月6日 建築住宅課

39 市営東相武住宅2－201号 給排水設備修繕

㈲日本パイプ環境サービ
ス

8021002044034

6,480

平成30年9月27日 ～

平成30年9月27日 建築住宅課

40 市営北相武住宅掲示板扉修繕

内装いいじま

64,746

平成30年10月4日 ～

平成30年10月12日 建築住宅課

41 市営北相武住宅1－304号 ベランダ間仕切り壁修繕

榎本工務店

88,560

平成30年10月11日 ～

平成30年11月5日 建築住宅課

42 市営立野台住宅5－106号 浴室窓修繕

小林建築

13,500

平成30年10月15日 ～

平成30年10月15日 建築住宅課

平成３０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

43 市営東相武住宅2－201号 流し台扉修繕

小林建築

7,020

平成30年10月15日 ～

平成30年10月15日 建築住宅課

44 市営上宿住宅3号 掃出し窓修繕

小林建築

25,272

平成30年10月16日 ～

平成30年10月16日 建築住宅課

11,880

平成30年11月2日 ～

平成30年11月2日 建築住宅課

6,696

平成30年11月20日 ～

平成30年11月20日 建築住宅課

市営北相武住宅2－304号 アンテナ壁端子、換気扇コン
大忠電器サービス
セント修繕
㈲日本パイプ環境サービ
46 市営東相武住宅3－201号 台所蛇口水漏れ修繕
ス

45

8021002044034

47 市営立野台住宅1－101号 床及び壁修繕

小林建築

69,336

平成31年1月15日 ～

平成31年1月15日 建築住宅課

48 市営立野台住宅1－101号 横階段外灯修繕

タクリョウ

5,832

平成30年12月13日 ～

平成30年12月13日 建築住宅課

49 市営立野台住宅1－306号 玄関戸修繕

小林建築

19,440

平成31年1月18日 ～

平成31年1月18日 建築住宅課

50 市営立野台住宅4－202号 インターホン修繕

大忠電器サービス

35,316

平成31年1月21日 ～

平成31年1月21日 建築住宅課

51 市営北相武住宅2－203号 空家修繕

榎本工務店

799,956

平成31年1月11日 ～

平成31年2月28日 建築住宅課

52 市営立野台住宅5－106号 ルームエアコン撤去修繕

大忠電器サービス

20,520

平成31年1月22日 ～

平成31年1月22日 建築住宅課

53 市営北相武住宅1－305号 換気扇修繕

大忠電器サービス

9,480

平成31年2月18日 ～

平成31年2月18日 建築住宅課

54 市営北相武住宅2－203号 ﾄｲﾚ修繕

榎本工務店

37,800

平成31年2月19日 ～

平成31年2月19日 建築住宅課

55 市営西原住宅12号 台所蛇口水漏れ修繕

大忠電器サービス

18,360

平成31年2月28日 ～

平成31年2月28日 建築住宅課

56 市営西原住宅6号 階段修繕

小林建築

32,400

平成31年3月8日 ～

平成31年3月8日 建築住宅課

57 市営栗原住宅2－202号 空家修繕

小林建築

432,648

平成31年1月22日 ～

平成31年2月28日 建築住宅課

58 市営立野台住宅1－306号 ルームエアコン撤去修繕

大忠電器サービス

17,280

平成31年3月14日 ～

平成31年3月14日 建築住宅課

59 市営北相武住宅1－304号 換気扇修繕

大忠電器サービス

36,590

平成31年3月16日 ～

平成31年3月16日 建築住宅課

大忠電器サービス

10,152

平成31年3月14日 ～

平成31年3月14日 建築住宅課

61 市営立野台住宅1－103号 照明スイッチ修繕

大忠電器サービス

5,864

平成31年3月26日 ～

平成31年3月26日 建築住宅課

62 市営北相武住宅1－106号 スイッチ、コンセント修繕

会工電設

7,344

平成31年3月13日 ～

平成31年3月25日 建築住宅課

63 芹沢公園複合遊具設置工事

㈱緑建

9021001026404

1,240,920

平成31年3月25日 ～

平成31年3月29日 公園緑政課

64 芹沢公園左地下壕照明設置工事

㈲タケダ電気工事

2021002043867

1,285,200

平成30年9月14日 ～

平成30年10月31日 公園緑政課

60

市営北相武住宅2－203号 壁コンセント類、換気扇コン
セント修繕

平成３０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

65 芹沢公園造成工事

㈱都将

6021001030004

1,250,640

平成31年3月25日 ～

平成31年3月29日 公園緑政課

66 打越ふれあい公園遊具改修工事

㈲庚申建設

9021002042086

1,166,400

平成31年1月22日 ～

平成31年3月28日 公園緑政課

67 芹沢公園右地下壕照明設置工事

㈲タケダ電気工事

2021002043867

1,242,000

平成30年9月19日 ～

平成30年11月9日 公園緑政課

68 下水道用地改修工事

㈲吉田組

1021002044404

702,000

平成31年1月29日 ～

平成31年2月28日 下水道施設課

69 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その１）

㈱グリーンタウン興業

4021001026268

324,000

平成30年5月1日 ～

平成30年6月18日 下水道施設課

70 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その２）

大矢住宅設備

732,240

平成30年6月1日 ～

平成30年7月20日 下水道施設課

71 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その３）

㈱飯島工務店

3021001026178

788,400

平成30年7月6日 ～

平成30年8月24日 下水道施設課

72 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その４）

㈲隆登緑化建設

4021002044450

756,000

平成30年7月11日 ～

平成30年8月9日 下水道施設課

73 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その５）

大矢住宅設備

752,004

平成30年8月14日 ～

平成30年10月3日 下水道施設課

74 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その６）

㈱グリーンタウン興業

4021001026268

453,600

平成30年11月14日 ～

平成31年1月11日 下水道施設課

75 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その７）

㈱高田屋

8021001026438

637,200

平成31年2月12日 ～

平成31年3月25日 下水道施設課

76 公共下水道汚水ます設置工事（第１号）

㈲澤田水道店

6021002043657

62,640

平成30年4月11日 ～

平成30年5月12日 下水道施設課

77 公共下水道汚水ます設置工事（第２号）

㈱ウスイプラミング

2021001056861

62,640

平成30年5月1日 ～

平成30年6月14日 下水道施設課

78 公共下水道汚水ます設置工事（第３号）

長谷川工業㈱

8021001027064

62,640

平成30年6月12日 ～

平成30年9月21日 下水道施設課

79 公共下水道汚水ます設置工事（第４号）

㈲イワマ設備

3021002028784

62,640

平成30年9月24日 ～

平成30年10月25日 下水道施設課

80 公共下水道汚水ます設置工事（第６号）

㈲原設備工業

5021002032834

62,640

平成31年3月1日 ～

平成31年3月22日 下水道施設課

81 公共下水道南栗原ポンプ施設撤去工事

㈲吉田組

1021002044404

1,242,000

平成31年2月5日 ～

平成31年2月28日 下水道施設課

82 防護柵設置工事

ゴコウ㈱

9020001008544

599,400

平成30年8月30日 ～

平成30年10月18日

道路課

83 防護柵設置工事（その２）

鈴野緑地土木㈱

1021001026378

1,101,600

平成31年3月5日 ～

平成31年3月26日

道路課

84 道路鋲（自発光）設置工事

㈲吉田組

1021002044404

540,000

平成30年12月19日 ～

平成31年3月5日

道路課

85 市道４４号線道路照明灯設置工事

眞崎電工㈱

7021001026562

842,400

平成30年10月4日 ～

平成31年1月25日

道路課

86 道路反射鏡設置工事

モービルプランニング㈱関
東支店

8180301002158

1,026,000

平成30年10月3日 ～

平成30年11月22日

道路課

平成３０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

87 道路反射鏡設置工事（その２）

ゴコウ㈱

9020001008544

1,296,000

平成31年2月1日 ～

平成31年3月11日

道路課

88 道路反射鏡設置工事（その３）

交安工業㈱

5021001025178

1,242,000

平成31年3月2日 ～

平成31年3月28日

道路課

89 道路反射鏡設置工事（その４）

モービルプランニング㈱関
東支店

8180301002158

1,188,000

平成31年3月7日 ～

平成31年3月28日

道路課

90 市道38号線舗装工事

㈲吉田組

1021002044404

961,200

平成30年4月17日 ～

平成30年5月31日

道路課

91 市道38号線補償工事

㈲吉田組

1021002044404

1,274,400

平成30年4月17日 ～

平成30年5月18日

道路課

92 市道38号線付帯工事

京浜実業㈱

5021001026283

1,015,200

平成30年4月18日 ～

平成30年6月30日

道路課

93 市道38号線付帯工事(その2)

㈲吉田組

1021002044404

594,000

平成30年4月24日 ～

平成30年6月8日

道路課

94 市道38号線付帯工事(その3)

㈲吉田組

1021002044404

496,800

平成31年1月17日 ～

平成31年2月28日

道路課

95 市道38号線保安施設設置工事

㈲吉田組

1021002044404

1,026,000

平成30年4月19日 ～

平成30年5月31日

道路課

96 小松原歩道橋電気施設移設工事

㈲タケダ電気工事

2021002043867

351,000

平成30年5月22日 ～

平成30年6月29日

道路課

97 小松原交差点補償工事（給水）

㈱飯島工務店

3021001026178

1,080,000

平成30年9月28日 ～

平成30年10月19日

道路課

98 小松原交差点付帯工事

㈲小泉土木 座間支店

6021002040794

1,252,800

平成30年10月1日 ～

平成30年10月31日

道路課

99 小松原交差点補償工事（舗装）

マツレキ㈱大和営業所

4010901011405

1,242,000

平成30年12月11日 ～

平成30年12月28日

道路課

100 小松原交差点給排水管布設替え工事

㈱飯島工務店

3021001026178

831,600

平成31年1月16日 ～

平成31年2月1日

道路課

101 市道5号線付帯工事

㈲吉田組

1021002044404

810,000

平成30年4月27日 ～

平成30年6月30日

道路課

102 市道5号線付帯工事（その2）

㈲吉田組

1021002044404

432,000

平成30年10月2日 ～

平成30年10月31日

道路課

103 市道4号線付帯工事

㈲吉田組

1021002044404

1,155,600

平成31年2月28日 ～

平成31年3月22日

道路課

