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業務　始 業務　至 担当課

服岡投棄場維持管理事業　服岡ごみ投棄場内
整備工事

服岡ごみ投棄場 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 大有建設株式会社本店
東亜道路工業株式会社名
古屋営業所

福田道路株式会社名古屋
営業所

10,230,000 海部建設株式会社 10,000,000 平成20年5月2日 平成20年9月8日 保健福祉課

道路維持管理事業　舗装修繕工事 服岡14号線 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 大有建設株式会社本店
東亜道路工業株式会社名
古屋営業所

福田道路株式会社名古屋
営業所

6,720,000 海部建設株式会社 6,600,000 平成20年5月2日 平成20年8月15日 建設課

飛島村小中一貫校建設事業造成工事（２期）
道路維持管理事業建設残土受入工事　合併工事

小中一貫校建設用地ほか 海部建設株式会社 下里建設株式会社 株式会社戸谷組 花井建設株式会社 弥富建設株式会社 山田建設株式会社 22,870,000 海部建設株式会社 20,000,000 平成20年5月2日 平成20年11月28日 教育課

伊勢湾台風殉難の碑管理事業　伊勢湾台風殉
難の碑補修工事

伊勢湾台風殉難の碑 海部建設株式会社 下里建設株式会社 株式会社戸谷組 花井建設株式会社 山田建設株式会社 2,470,000 海部建設株式会社 2,400,000 平成20年5月2日 平成20年9月1日 保健福祉課

道路維持管理事業　竹之郷堤防除草工事 竹之郷24号線 飛島木材株式会社 下里建設株式会社 株式会社長谷川工務店 有限会社早川組 株式会社渡辺工務店 5,460,000 下里建設株式会社 4,300,000 平成20年5月2日 平成20年11月28日 建設課

庁舎等維持管理事業　庁舎壁改修工事 飛島村役場 株式会社佐藤工務店 大栄建設株式会社 飛島木材株式会社 中幸建設有限会社 弥富建設株式会社 株式会社渡辺工務店 3,680,000 株式会社渡辺工務店 3,650,000 平成20年6月9日 平成20年9月1日 総務課

保育所維持管理事業　職員室床等改修工事 第一保育所 株式会社佐藤工務店 大栄建設株式会社 飛島木材株式会社 中幸建設有限会社 弥富建設株式会社 株式会社渡辺工務店 1,380,000 株式会社渡辺工務店 1,300,000 平成20年6月7日 平成20年8月29日 第一保育所

農業排水路維持管理補修事業　排水路清掃工
事

大用水
株式会社加藤造園飛島支
店

下里建設株式会社 飛島木材株式会社 株式会社長谷川工務店 有限会社早川組 株式会社渡辺工務店 4,760,000 下里建設株式会社 3,350,000 平成20年6月7日 平成20年9月12日 建設課

道路維持管理事業　舗装修繕工事その２ 新政成21号線 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 大有建設株式会社本店
東亜道路工業株式会社名
古屋営業所

福田道路株式会社名古屋
営業所

2,580,000 海部建設株式会社 2,500,000 平成20年6月6日 平成20年8月8日 建設課

児童遊園維持管理事業　児童遊園遊具設置工
事

古政成児童遊園 内田工業株式会社
株式会社コンパスサービ
ス

株式会社ジャクエツ一宮
店

中央体育施設株式会社 株式会社東海遊具製作所
株式会社フレーベル館名
古屋支社

7,300,000
株式会社コンパスサービ
ス

7,300,000 平成20年6月9日 平成20年10月31日 保健福祉課

道路整備事業　通学路測量設計委託 松之郷２４号線　他
株式会社飯沼コンサルタ
ント

株式会社オオバ名古屋支
店

株式会社三祐コンサルタ
ンツ

玉野総合コンサルタント株
式会社

中央コンサルタンツ株式
会社

株式会社名邦テクノ 13,860,000
玉野総合コンサルタント株
式会社

13,000,000 平成20年6月9日 平成21年1月30日 建設課

中央公民館管理事務事業　ホール舞台設備改
修工事

飛島村中央公民館 株式会社東芝中部支社
東芝ライテック株式会社
中部営業部

パナソニックシステムソリューション
ズジャパン株式会社中部社

松下電工エンジニアリン
グ株式会社中部支店

丸茂電機株式会社名古屋
営業所

166,500,000
丸茂電機株式会社名古屋
営業所

160,000,000 平成20年6月19日 平成20年9月30日 生涯教育課

中央公民館管理事務事業　ホール便所改修工
事

飛島村中央公民館 海部建設株式会社 株式会社佐藤工務店 飛島木材株式会社 中幸建設有限会社 株式会社渡辺工務店 6,190,000 株式会社渡辺工務店 6,000,000 平成20年7月1日 平成20年9月10日 生涯教育課

農業用排水路維持管理補修事業　路肩修繕工
事

松之郷５号線他３路線 海部建設株式会社 株式会社オカムラ 下里建設株式会社 株式会社戸谷組 株式会社長谷川工務店 弥富建設株式会社 5,860,000 弥富建設株式会社 5,400,000 平成20年7月1日 平成20年9月30日 建設課

庁舎等維持管理事業　庁舎照明改修工事 飛島村役場 株式会社佐藤工務店 飛島木材株式会社 中幸建設有限会社 弥富建設株式会社 株式会社渡辺工務店 4,050,000 中幸建設有限会社 4,000,000 平成20年8月1日 平成20年10月31日 総務課

すこやかセンター管理事業はじめ２事業　すこ
やかセンター施設補修工事

すこやかセンター 株式会社佐藤工務店 飛島木材株式会社 中幸建設有限会社 弥富建設株式会社 株式会社渡辺工務店 5,260,000 株式会社渡辺工務店 5,000,000 平成20年8月1日 平成20年10月3日 保健福祉課

公園維持管理事業　とびしま夢広場改修工事 とびしま夢広場 海部建設株式会社 株式会社佐藤工務店 下里建設株式会社 株式会社長谷川工務店 弥富建設株式会社 4,770,000 海部建設株式会社 4,400,000 平成20年8月1日 平成20年11月28日 建設課

社会体育施設管理事務事業　東グランド舗装
工事

東グランド 海部建設株式会社 株式会社佐藤工務店 下里建設株式会社 株式会社長谷川工務店 弥富建設株式会社 7,530,000 海部建設株式会社 7,400,000 平成20年8月1日 平成20年9月30日 生涯教育課

道路維持管理事業　舗装修繕工事その４ 幹線１号線 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 大有建設株式会社本店
東亜道路工業株式会社名
古屋営業所

福田道路株式会社名古屋
営業所

16,980,000 海部建設株式会社 16,700,000 平成20年8月1日 平成20年11月17日 建設課

飛島村小中一貫校建設事業　小中一貫校建設
工事

飛島村小中一貫校
竹中・土屋・海部特定建設
工事共同企業体

りんかい日産・河村・加藤特
定建設工事共同企業体

村本建設・渡辺工務店・飛島木材特
定建設工事共同企業体 3,840,000,000

村本建設・渡辺工務店・飛島木材特
定建設工事共同企業体 2,997,000,000 平成20年9月4日 平成21年12月11日 教育課

道路維持管理事業　道路維持補修工事 村道新政成21号線 海部建設株式会社 下里建設株式会社 弥富建設株式会社 27,800,000 海部建設株式会社 26,500,000 平成20年10月1日 平成21年3月19日 建設課

道路維持管理事業　道路施設修繕工事 竹之郷22号線 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 花井建設株式会社 弥富建設株式会社 山田建設株式会社 6,120,000 株式会社加藤建設 6,000,000 平成20年9月5日 平成20年12月5日 建設課

公園維持管理事業　防球ネット等補修工事 渚・三福公園 海部建設株式会社 株式会社オカムラ 株式会社戸谷組 株式会社長谷川工務店 弥富建設株式会社 9,300,000 株式会社オカムラ 8,800,000 平成20年9月5日 平成20年12月5日 建設課

河川総務事務事業　古川護岸整備現地調査委
託

飛島村大字三福地内
株式会社飯沼コンサルタ
ント

株式会社オオバ名古屋支
店

株式会社三祐コンサルタ
ンツ

玉野総合コンサルタント株
式会社

中央コンサルタンツ株式
会社

株式会社名邦テクノ 4,450,000
玉野総合コンサルタント株
式会社

4,100,000 平成20年9月24日 平成21年3月10日 建設課

中央公民館管理事務事業　公民館非常用直流
電源装置改修工事

飛島村中央公民館 大竹建機産業株式会社
株式会社きんでん中部支
社

株式会社ジーエス・ユアサフィー
ルディングス中部支店

株式会社誠信電機商会 大和機工株式会社 5,300,000
株式会社ジーエス・ユアサフィー
ルディングス中部支店

3,600,000 平成20年10月9日 平成21年2月5日 生涯教育課

道路整備事業　道路改良工事その２ 古政・新政線 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 下里建設株式会社 花井建設株式会社 弥富建設株式会社 13,530,000 海部建設株式会社 13,200,000 平成20年10月9日 平成21年2月16日 建設課

道路維持管理事業　道路設計業務委託 服岡12号線・渚1号線
株式会社飯沼コンサルタ
ント

株式会社オオバ名古屋支
店

株式会社三祐コンサルタ
ンツ

玉野総合コンサルタント株
式会社

中央コンサルタンツ株式
会社

株式会社名邦テクノ 6,120,000 株式会社名邦テクノ 5,900,000 平成20年11月6日 平成21年3月19日 建設課

道路整備事業　道路改良工事その3
渚・梅之郷線、松之郷１号
線

海部建設株式会社 株式会社加藤建設 下里建設株式会社 花井建設株式会社 弥富建設株式会社 山田建設株式会社 27,940,000 海部建設株式会社 27,200,000 平成20年11月5日 平成21年3月19日 建設課

公園維持管理事業　防球ネット等補修工事　そ
の２

南竹之郷公園 株式会社オカムラ 大栄建設株式会社 飛島木材株式会社 株式会社戸谷組 株式会社長谷川工務店 8,590,000 株式会社オカムラ 8,500,000 平成20年11月6日 平成21年1月30日 建設課

道路維持管理事業　舗装修繕工事その６ 大宝13号線 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 花井建設株式会社 弥富建設株式会社 山田建設株式会社 5,600,000 海部建設株式会社 5,400,000 平成20年12月19日 平成21年3月19日 建設課

農業用排水路維持管理補修事業　路肩修繕工
事その２

村道服岡22号線 飛島木材株式会社 中幸建設有限会社 株式会社長谷川工務店 有限会社早川組 株式会社松田組 株式会社渡辺工務店 4,110,000 株式会社長谷川工務店 4,000,000 平成21年1月28日 平成21年3月25日 建設課

公園維持管理事業　服岡緑地整備工事 服岡緑地 飛島木材株式会社 中幸建設有限会社 株式会社長谷川工務店 有限会社早川組 株式会社松田組 株式会社渡辺工務店 不落 建設課

処理施設修繕事業　処理施設維持補修工事 農業集落排水処理施設 有限会社太田工業 東武産業株式会社 日耕機電株式会社 藤吉工業株式会社 吉田工機株式会社 4,189,000 有限会社太田工業 4,000,000 平成21年1月27日 平成21年3月18日 建設課

処理施設修繕事業　真空下水施設整備工事 農業集落排水処理施設
荏原商事株式会社中部支
社

株式会社千代田組中部支
店

日耕機電株式会社 藤吉工業株式会社
株式会社守谷商会名古屋
支店

4,278,000
株式会社千代田組中部支
店

3,900,000 平成21年1月27日 平成21年3月18日 建設課

平成20年度公共工事入札結果一覧表


