令和２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

公共下水道汚水ます設置工事（第１号）

八千代水道㈱

2

公共下水道汚水ます設置工事（第２号）

大矢住宅設備

3

公共下水道汚水ます設置工事（第３号）

相模水道㈱

4

公共下水道汚水ます設置工事（第４号）

5

法人番号
6021001014213

契約金額（円）

工期

発注課名

69,300

令和2年4月7日 ～

令和2年5月27日 下水道施設課

69,300

令和2年4月7日 ～

令和2年8月5日 下水道施設課

5021001026317

69,300

令和2年4月7日 ～

令和2年5月27日 下水道施設課

㈲三高商会

9021002024902

69,300

令和2年4月7日 ～

令和2年5月27日 下水道施設課

公共下水道汚水ます設置工事（第５号）

㈱双和

2021001026402

69,300

令和2年4月28日 ～

令和2年6月26日 下水道施設課

6

公共下水道汚水ます設置工事（第６号）

㈲オクツ

9021002043299

69,300

令和2年5月7日 ～

令和2年9月15日 下水道施設課

7

公共下水道汚水ます設置工事（第７号）

㈲森田設備工業

9021002024902

69,300

令和2年5月1日 ～

令和2年6月26日 下水道施設課

8

公共下水道汚水ます設置工事（第８号）

相模水道㈱

5021001026317

69,300

令和2年6月1日 ～

令和2年7月21日 下水道施設課

9

公共下水道汚水ます設置工事（第９号）

かきざわ設計

69,300

令和2年6月25日 ～

令和2年8月12日 下水道施設課

69,300

令和2年7月3日 ～

令和2年8月21日 下水道施設課

10 公共下水道汚水ます設置工事（第１０号）

㈱飯島工務店

3021001026178

11 公共下水道汚水ます設置工事（第１１号）

大矢住宅設備

69,300

令和2年8月25日 ～

令和3年2月26日 下水道施設課

12 公共下水道汚水ます設置工事（第１２号）

大矢住宅設備

69,300

令和2年9月23日 ～

令和3年2月26日 下水道施設課

13 公共下水道汚水ます設置工事（第１３号）

㈲西川管工

69,300

令和2年12月25日 ～

令和3年2月26日 下水道施設課

14 公共下水道汚水ます設置工事（第１４号）

大矢住宅設備

69,300

令和3年1月19日 ～

令和3年3月26日 下水道施設課

15 公共下水道汚水ます設置工事（第１５号）

大矢住宅設備

69,300

令和3年2月19日 ～

令和3年3月26日 下水道施設課

16 公共下水道汚水ます設置工事（第１６号）

大矢住宅設備

69,300

令和3年2月19日 ～

令和3年3月26日 下水道施設課

17 公共下水道汚水ます設置及び取付管工事（その１）

㈱双和

1,166,000

令和2年7月28日 ～

令和2年9月18日 下水道施設課

18 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

822,800

令和2年12月24日 ～

令和3年3月26日 下水道施設課

19 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

385,000

令和3年1月26日 ～

令和3年3月26日 下水道施設課

20 （仮称）キャンプ座間返還地公園整備工事（その４）

㈲吉田組

1021002044404

1,265,000

令和3年3月11日 ～

令和3年3月30日 公園緑政課

4021002044038

2021001026402
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21 （仮称）キャンプ座間返還地公園整備工事（その５）

㈲吉田組

1021002044404

990,000

令和3年3月16日 ～

令和3年3月30日 公園緑政課

22 （仮称）キャンプ座間返還地公園付帯工事

㈲隆登緑化建設

4021002044450

1,210,000

令和3年3月16日 ～

令和3年3月30日 公園緑政課

23 （仮称）キャンプ座間返還地公園付帯工事（その２）

ランディック㈲

7021002037162

1,265,000

令和3年3月23日 ～

令和3年3月30日 公園緑政課

24 道路反射鏡設置工事

ゴコウ㈱

9020001008544

330,000

令和2年6月11日

～

令和2年7月20日 道路課

25 道路反射鏡設置工事（その２）

ゴコウ㈱

9020001008544

1,100,000

令和3年1月21日

～

令和3年3月7日 道路課

26 道路反射鏡設置工事（その３）

ゴコウ㈱

9020001008544

275,000

令和3年2月16日

～

令和3年3月18日 道路課

27 防護柵設置工事

ゴコウ㈱

9020001008544

1,289,200

令和2年12月24日

～

令和3年2月17日 道路課

28 防護柵設置工事（その２）

草光建設㈱

8021001026396

1,155,000

令和3年1月26日

～

令和3年3月16日 道路課

29 防護柵設置工事（その３）

交安工業㈱

5021001025178

203,500

令和3年2月1日

～

令和3年3月23日 道路課

30 道路鋲（自発光）設置工事

㈲吉田組

1021002044404

550,000

令和2年9月11日

～

令和2年10月31日 道路課

31 道路鋲（自発光）設置工事（その２）

㈲吉田組

1021002044404

1,188,000

令和3年2月1日

～

令和3年3月23日 道路課

32 道路鋲（自発光）設置工事（その３）

㈲吉田組

1021002044404

297,000

令和3年2月15日

～

令和3年3月27日 道路課

33 区画線設置工事

交安工業㈱

5021001025178

693,000

令和3年2月22日

～

令和3年3月29日 道路課

34 区画線設置工事（その２）

交安工業㈱

5021001025178

1,276,000

令和3年2月22日

～

令和3年3月29日 道路課

35 市道３０号線道路照明灯設置工事

眞﨑電工㈱

7021001026562

1,041,700

令和2年12月23日

～

令和3年3月24日 道路課

36 市道入谷１９８号線道路維持補修工事

草光建設㈱

8021001026396

539,000

令和2年10月21日

～

令和2年11月29日 道路課

37 圏央道厚木スマートIC案内標識設置工事

㈱グリーンタウン興業

4021001026268

1,100,000

令和2年9月24日

～

令和2年10月23日 道路課

38 市道３８号線補償工事

鈴野緑地土木㈱

1021001026378

1,290,000

令和2年4月23日

～

令和2年6月30日 道路課

39 小松原歩道改修工事

橋本建築

693,000

令和2年5月27日

～

令和2年7月31日 道路課

40 市道緑ケ丘６９号線配水管布設工事

㈲大恵住宅設備

1021002043835

698,500

令和2年7月1日 ～

令和2年8月29日 水道施設課

41 市道小松原６５号線消火栓新設工事

㈲オクツ

9021002043299

996,600

令和2年7月17日 ～

令和2年9月7日 水道施設課

42 市道入谷３０号線配水管布設工事

㈱高田屋

8021001026438

935,000

令和2年9月18日 ～

令和2年11月24日 水道施設課
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43 栗原小学校給水ポンプ等改修工事

㈱コスコ座間営業所

1021003003680

674,300

令和2年8月5日 ～

令和3年2月17日 教育総務課

44 立野台小学校床改修工事

太陽トーヨー住器㈱

9021001026429

390,500

令和2年9月16日 ～

令和3年1月15日 教育総務課

45 ひばりが丘小学校電気設備改修工事

㈲小川電気商会

6021002043310

493,000

令和2年9月10日 ～

令和2年9月30日 教育総務課

46 座間小学校中庭給水管改修工事

㈱カインドサービス

4021001026227

1,040,600

令和2年12月25日 ～

令和3年1月15日 教育総務課

47 西中学校電気室出入口ドア内部止水工事

㈲日栄ハイム

1021002047976

1,265,000

令和2年9月30日 ～

令和3年2月8日 教育総務課

48 座間市立東中学校防球ネット設置工事

㈲小泉土木座間支店

6021002040794

1,298,000

令和2年10月14日 ～

令和2年12月9日 教育総務課

合計

29,024,500

