令和元年度（平成３１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）
契約業者

法人番号

契約金額（円）

工期

№

工事件名

発注課名

1

旧消防庁舎前仮駐車場整備工事

㈲吉田組

1021002044404

1,263,600 令和元年6月12日

～ 令和元年7月11日

公園緑政課

2

旧消防庁舎前仮駐車場整備工事（その２）

㈲吉田組

1021002044404

1,242,000 令和元年7月1日

～ 令和元年7月31日

公園緑政課

3

（仮称）キャンプ座間返還地公園整備に伴う屋外駐車場
植樹帯整備工事

㈱緑建

9021001026404

374,760 令和元年6月21日

～ 令和元年7月15日

公園緑政課

4

（仮称）キャンプ座間返還地公園整備に伴う準備工事

㈲吉田組

1021002044404

1,242,000 令和元年6月20日

～ 令和元年8月30日

公園緑政課

5

道路反射鏡設置工事

ゴコウ㈱

9020001008544

387,504 令和元年6月11日

～ 令和元年7月10日

道路課

6

道路反射鏡設置工事（その2）

ゴコウ㈱

9020001008544

902,000 令和元年10月1日

～ 令和元年11月8日

道路課

7

道路反射鏡設置工事（その３）

㈲芙蓉建材開発

7021002023897

627,000 令和元年10月17日

～ 令和元年11月25日 道路課

8

道路反射鏡設置工事（その４）

ゴコウ㈱

9020001008544

880,000 令和元年12月17日

～ 令和2年1月27日

道路課

9

道路反射鏡設置工事（その５）

ゴコウ㈱

9020001008544

308,000 令和元年12月20日

～ 令和2年1月28日

道路課

10 防護柵設置工事

ゴコウ㈱

9020001008544

1,210,000 令和2年1月17日

～ 令和2年3月27日

道路課

11 道路反射鏡設置工事（その６）

㈲芙蓉建材開発

7021002023897

803,000 令和2年1月21日

～ 令和2年2月29日

道路課

12 市道１号線道路照明灯設置工事

眞崎電工㈱

7021001026562

1,144,000 令和2年2月8日

～ 令和2年3月27日

道路課

13 防護柵設置工事（その２）

ゴコウ㈱

9020001008544

481,800 令和2年2月5日

～ 令和2年3月27日

道路課

14 道路反射鏡設置工事（その７）

交安工業㈱

5021001025178

352,000 令和2年2月14日

～ 令和2年3月24日

道路課

15 防護柵設置工事（その３）

㈲芙蓉建材開発

7021002023897

924,000 令和2年2月18日

～ 令和2年3月27日

道路課

16 道路反射鏡設置工事（その４）

ゴコウ㈱

9020001008544

330,000 令和2年2月21日

～ 令和2年3月27日

道路課

17 区画線設置工事

交安工業㈱

5021001025178

1,210,000 令和2年2月21日

～ 令和2年3月27日

道路課

18 道路鋲（自発光）設置工事（その２）

㈲吉田組

1021002044404

638,000 令和2年3月3日

～ 令和2年3月27日

道路課

19 道路鋲（自発光）設置工事

㈲吉田組

1021002044404

550,000 令和元年11月22日

～ 令和2年1月31日

道路課

20 市道３８号線歩道整備工事

㈲小泉土木座間支店

6021002040794

264,600 令和元年5月7日

～ 令和元年6月21日

道路課
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21 市道３８号線雨水ます移設工事

㈲小泉土木座間支店

6021002040794

297,000 令和元年6月10日

～ 令和元年6月28日

道路課

22 市道38号線道路改良工事(その2)

㈱善進

8020001043699

418,000 令和2年2月26日

～ 令和2年3月25日

道路課

23 小松原交差点安全施設設置工事

マツレキ㈱

4010901011405

1,220,400 令和元年8月6日

～ 令和元年9月13日

道路課

24 小松原交差点補償工事

㈱飯島工務店

3021001026178

25 市道４号線道路整備工事

㈲吉田組

1021002044404

1,285,200 令和元年8月23日

～ 令和元年9月24日

26 市道４号線道路整備工事（その2）

㈲吉田組

1021002044404

1,133,000 令和元年10月10日

～ 令和元年10月31日 道路課

27 市道１号線踏切看板設置工事

㈲吉田組

1021002044404

1,100,000 令和2年1月28日

～ 令和2年2月21日

道路課

28 相模が丘小学校屋外便所便器改修工事

㈲日栄ハイム

1021002047976

1,299,240 令和元年7月26日

～ 令和元年9月10日

教育総務課

29 座間小学校3号棟便器改修工事

橋本建築

1,298,000 令和元年7月13日

～ 令和元年10月18日 教育総務課

30 西中学校屋外便所便器改修工事

橋本建築

1,188,000 令和元年7月5日

～ 令和元年8月30日

教育総務課

31 東中学校屋外便所便器改修工事

㈲日栄ハイム

1,296,000 令和元年7月26日

～ 令和元年9月10日

教育総務課

32 市道相模が丘84号線消火栓新設工事

大矢住宅設備

1,058,400 令和元年7月12日

～ 令和元年8月30日

水道施設課

33 市道座間44号線排水弁設置工事

大矢住宅設備

877,800 令和2年1月31日

～ 令和2年3月10日

水道施設課

34 公共下水道相模台幹線電撃殺虫器設置工事

㈲タケダ電気工事

494,640 令和元年5月10日

～ 令和元年6月14日

下水道施設課

35 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その１）

大矢住宅設備

807,840 平成31年4月19日

～ 令和元年6月7日

下水道施設課

36

㈱飯島工務店

3021001026178

552,960 令和元年6月26日

～ 令和元年8月23日

下水道施設課

37 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

605,000 令和元年8月20日

～ 令和元年10月9日

下水道施設課

38 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事(その5)

㈱飯島工務店

3021001026178

1,039,500 令和元年12月26日

～ 令和2年3月5日

下水道施設課

39 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事(その6)

大矢住宅設備

1,045,000 令和元年12月27日

～ 令和2年3月25日

下水道施設課

40 公共下水道 汚水ます設置工事（第1号）

相模水道㈱

5021001026317

64,800 平成31年4月12日

～ 令和元年5月31日

下水道施設課

41 公共下水道 汚水ます設置工事（第2号）

㈲松大設備

3021002027324

64,800 平成31年4月12日

～ 令和元年5月31日

下水道施設課

42 公共下水道 汚水ます設置工事（第3号）

相模水道㈱

5021001026317

64,800 令和元年5月8日

～ 令和元年6月27日

下水道施設課

公共下水道汚水ます設置及び取付管工事(その2)

1021002047976

2021002043867

392,700 令和元年10月30日

～ 令和元年11月29日 道路課
道路課
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43 公共下水道 汚水ます設置工事（第4号）

相模水道㈱

5021001026317

64,800 令和元年5月9日

～ 令和元年6月28日

下水道施設課

44 公共下水道 汚水ます設置工事（第5号）

相模水道㈱

5021001026317

64,800 令和元年5月23日

～ 令和元年7月12日

下水道施設課

45 公共下水道 汚水ます設置工事（第6号）

相模水道㈱

5021001026317

64,800 令和元年8月27日

～ 令和元年9月30日

下水道施設課

46 公共下水道 汚水ます設置工事（第7号）

㈲友ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ

7021002044002

64,800 令和元年8月27日

～ 令和元年9月30日

下水道施設課

47 公共下水道 汚水ます設置工事（第8号）

㈲今野住設

6021002046296

66,000 令和元年11月13日

～ 令和2年1月8日

下水道施設課

48 公共下水道 汚水ます設置工事（第9号）

相模水道㈱

5021001026317

66,000 令和元年12月18日

～ 令和2年2月25日

下水道施設課

49 公共下水道 汚水ます設置工事（第10号）

相模水道㈱

5021001026317

66,000 令和2年2月10日

～ 令和2年3月25日

下水道施設課

