
予定価格 落札価格 業務　至
（税抜き） (税抜き) （納期）

平成21年4月22日
聖苑施設等管理事業
聖苑・敬老センター植栽管理委託

委託 聖苑・敬老センター
株式会社加藤造園飛島
支店

有限会社黒宮造園 有限会社鍋田造園
弥富造園株式会社弥富
支店

有限会社若松造園 2,470,000
有限会社若松造
園

2,300,000 93.1% 平成21年4月24日 平成22年3月19日 保健福祉課

平成21年4月22日 芝育成管理委託 委託
三福サッカー場、古台ソ
フトボール場

株式会社加藤造園飛島
支店

有限会社黒宮造園 有限会社鍋田造園
弥富造園株式会社弥富
支店

有限会社若松造園 2,300,000
有限会社若松造
園

2,100,000 91.3% 平成21年4月24日 平成22年3月25日 生涯教育課

平成21年4月22日
中央公民館管理事務事業
公民館事務室床修繕

工事 飛島村中央公民館 株式会社佐藤工務店 飛島木材株式会社 弥富建設株式会社 株式会社渡辺工務店 1,500,000
株式会社渡辺工
務店

1,380,000 92.0% 平成21年4月25日 平成21年5月10日 生涯教育課

平成21年4月22日
道路維持管理事業
竹之郷堤防除草工事

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 株式会社松田組 株式会社渡辺工務店 6,000,000
下里建設株式会
社

4,100,000 68.3% 平成21年4月24日 平成21年11月30日 建設課

平成21年4月22日
都市下水路整備事業
排水路浚渫工事

工事 飛島村大字梅之郷地内 海南土建株式会社 株式会社松田組 株式会社長谷川工務店 登建設株式会社 有限会社早川組 3,640,000 株式会社松田組 2,500,000 68.7% 平成21年4月24日 平成21年7月31日 建設課

平成21年4月22日
道路維持管理事業
舗装修繕工事その１

工事 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

12,600,000
海部建設株式会
社

12,400,000 98.4% 平成21年4月24日 平成21年8月10日 建設課

平成21年4月22日
土木総務一般事務事業
CAD製図用品購入

物品 飛島村役場 浅井電機 安達商店 有限会社清芳屋 松枝商会 有限会社水野商会 2,290,000 松枝商会 1,805,000 78.8% 平成21年5月29日 建設課

平成21年5月26日
防災対策事業
移動系地域防災無線基本実施設計委
託

委託 海部郡飛島村一円
ＮＥＣネッツエスアイ株式
会社中部支店

三和電子株式会社東海
支店

株式会社テクノス電子企
画

株式会社東海システム設
計

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

3,690,000
三和電子株式会
社東海支店

250,000 6.8% 平成21年5月28日 平成21年9月28日 総務課

平成21年5月26日
防災設備維持管理事業
気象観測器設置工事

工事
海部郡飛島村竹之郷地
内

株式会社カナデン中部支
店

株式会社近藤インスツル
メンツ

東海通信工業株式会社 6,310,000
株式会社カナデ
ン中部支店

4,434,000 70.3% 平成21年5月28日 平成21年8月31日 総務課

平成21年5月26日
防災対策事業
金属鋲設置及び水準測量委託

委託 海部郡飛島村一円
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 2,640,000
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

2,500,000 94.7% 平成21年5月28日 平成21年9月28日 総務課

平成21年5月26日
防災対策事業
耐震性貯水槽設置工事

工事
海部郡飛島村大字古政
成地内

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 花井建設株式会社 弥富建設株式会社 株式会社渡辺工務店 39,660,000
株式会社渡辺工
務店

37,180,000 93.7% 平成21年5月28日 平成22年1月12日 総務課

平成21年5月26日
中央公民館管理事務事業
公民館トイレ改修工事

工事
飛島村竹之郷三丁目１
番地

株式会社加藤建設 株式会社佐藤工務店 飛島木材株式会社 弥富建設株式会社 株式会社渡辺工務店 1,350,000
飛島木材株式会
社

1,250,000 92.6% 平成21年5月27日 平成21年7月31日 生涯教育課

平成21年5月26日
中央公民館管理事務事業
視聴覚室設備改修工事

工事
飛島村竹之郷三丁目１
番地

安達商店 株式会社エイデン 教育産業株式会社 松枝商会
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

株式会社ヤマダ電機名
古屋営業所

4,640,000
教育産業株式会
社

2,800,000 60.3% 平成21年5月27日 平成21年7月31日 生涯教育課

平成21年5月26日
公園維持管理事業
公園樹木剪定等工事

工事 飛島村一円地内
株式会社加藤造園飛島
支店

有限会社黒宮造園 有限会社鍋田造園
弥富造園株式会社弥富
支店

有限会社若松造園 2,326,000
株式会社加藤造
園飛島支店

2,250,000 96.7% 平成21年5月28日 平成21年8月14日 建設課

海部建設株式会社 宇佐美工業株式会社 株式会社加藤建設 シーキューブ株式会社 昭和土木株式会社 大有建設株式会社本店 中日建設株式会社

中部土木株式会社 徳倉建設株式会社 日起建設株式会社 株式会社山田組 株式会社渡邊組

平成21年6月12日
温水プール維持管理事務事業
温水プール設備改修工事

工事 飛島村すこやかセンター 足立工業株式会社
川崎設備工業株式会社
名古屋支店

閑林工業株式会社 三和テクノ株式会社
シブヤパイピング工業株
式会社

ダイトー株式会社 大冷工業株式会社 289,000,000
大冷工業株式会
社

270,000,000 93.4% 平成21年6月19日 平成21年12月18日 温水プール

平成21年6月30日
温水プール維持管理事務事業
オゾン発生装置取替工事

工事 飛島村すこやかセンター 足立工業株式会社
川崎設備工業株式会社
名古屋支店

閑林工業株式会社 三和テクノ株式会社
シブヤパイピング工業株
式会社

ダイトー株式会社 大冷工業株式会社 24,200,000
足立工業株式会
社

23,500,000 97.1% 平成21年7月2日 平成21年9月30日 温水プール

平成21年6月30日
すこやかセンター管理事業
トレーニングルーム機器購入

物品 すこやかセンター 永和商会 カニエスポーツ スポーツプラザニシキ
セノー株式会社名古屋支
店

株式会社八神製作所 675,000 永和商会 636,000 94.2% 平成21年8月25日 保健福祉課

平成21年6月30日
新政処分場維持管理事業
処分場除草委託

委託
飛島村一般廃棄物最終
処分場

株式会社加藤造園飛島
支店

有限会社黒宮造園 有限会社鍋田造園
弥富造園株式会社弥富
支店

有限会社若松造園 4,420,000
株式会社加藤造
園飛島支店

4,200,000 95.0% 平成21年7月2日 平成21年12月18日 保健福祉課

平成21年6月30日
保育所維持管理事業
飛島保育所改修工事

工事 飛島第一保育所 株式会社加藤建設 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 11,110,000
中幸建設有限会
社

11,000,000 99.0% 平成21年7月2日 平成22年3月26日 保健福祉課

平成21年6月30日
聖苑施設管理事業
聖苑乗入道及び駐車場新設調査・測
量・設計委託

委託 飛島聖苑
株式会社飯沼コンサルタ
ント

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 3,350,000
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

3,100,000 92.5% 平成21年7月2日 平成22年3月26日 保健福祉課

平成21年6月30日
道路台帳整備事業
橋梁台帳作成業務

委託
新下川橋、新零橋、築止
橋、新澪橋

株式会社飯沼コンサルタ
ント

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 3,352,000
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

3,000,000 89.5% 平成21年7月2日 平成22年2月26日 建設課

平成21年6月30日
農業用排水路維持管理補修事業
排水路維持工事

工事 村道新政成3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 3,320,000 株式会社松田組 2,950,000 88.9% 平成21年7月2日 平成21年8月31日 建設課

平成21年6月30日
公園維持管理事業
水景施設保守委託

委託
竹之郷ポケットパーク
(1)、竹之郷ポケットパー
ク(2)、運動の森

石垣メンテナンス株式会
社名古屋支店

株式会社三協
東邦地水株式会社名古
屋支社

豊国工業株式会社 658,000
豊国工業株式会
社

600,000 91.2% 平成21年7月2日 平成21年9月30日 建設課

平成21年7月29日
道路整備事業
小中一貫校周辺道路整備工事
（一般競争入札）

工事
幹線4号線、松之郷5号
線、松之郷9号線、松之
郷24号線

海部建設株式会社 株式会社加藤建設 昭和土木株式会社 中部土木株式会社 株式会社山田組 58,900,000
海部建設株式会
社

56,500,000 95.9% 平成21年7月31日 平成22年3月19日 建設課

平成21年7月29日
道路整備事業
道路改良工事

工事 服岡12号線・渚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 21,890,000
花井建設株式会
社

20,000,000 91.4% 平成21年7月31日 平成21年10月15日 建設課

平成21年7月29日
小中一貫校建設事業
植栽工事

工事 小中一貫校建設予定地
株式会社伊藤造園弥富
支店

株式会社加藤造園飛島
支店

有限会社黒宮造園 有限会社鍋田造園 有限会社若松造園 29,900,000 不落 教育課

平成21年7月29日
小中一貫校建設事業
飛島村小中学校移転引越業務

委託
飛島村元起、竹之郷、松
之郷地内

西濃運輸株式会社津島
支店

中部日立物流サービス株
式会社

日本通運株式会社名古
屋支店

三井倉庫株式会社中部
支社

名鉄運輸株式会社 12,000,000
西濃運輸株式会
社津島支店

2,600,000 21.7% 平成21年7月31日 平成22年1月31日 教育課

平成21年7月29日
都市計画総務事務事業
都市計画基本図修正委託

委託
アジア航測株式会社名古
屋支店

株式会社オオバ名古屋
支店

株式会社カナエジオマ
チックス

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

中日本航空株式会社 株式会社パスコ名古屋支店 9,400,000
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

8,700,000 92.6% 平成21年7月31日 平成22年3月25日 建設課

平成21年7月29日
道路維持管理事業
安全施設設置工事

工事 下川管理道路 株式会社オカムラ 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 株式会社渡辺工務店 5,410,000
株式会社オカム
ラ

5,000,000 92.4% 平成21年7月31日 平成21年10月23日 建設課

平成21年8月19日
小中一貫校建設事業
植栽等工事

工事 小中一貫校建設予定地
株式会社伊藤造園弥富
支店

株式会社加藤造園飛島
支店

有限会社黒宮造園 有限会社鍋田造園 有限会社若松造園 32,100,000
株式会社加藤造
園飛島支店

28,000,000 87.2% 平成21年8月21日 平成21年12月11日 教育課

平成21年8月28日
すこやかセンター管理事業
非常照明用直流電源装置充電器修繕
工事

工事 飛島村すこやかセンター
株式会社きんでん中部支
社

株式会社ジーエス・ユア
サパワーサプライ中部支
社

株式会社誠信電機商会
日立バッテリー販売サー
ビス株式会社中部営業
所

760,000
株式会社きんで
ん中部支社

730,000 96.1% 平成21年9月1日 平成21年10月27日 保健福祉課

入札
執行日

平成21年6月12日
飛島村小中一貫校建設事業
グラウンド整備工事
（一般競争入札）

工事 飛島村小中一貫校 157,000,000

指名業者（指名競争入札）

平成21年6月19日 平成21年12月11日 教育課123,870,000 78.9%
中部土木株式会

社

平成21年度公共工事等入札結果一覧表

入札参加業者（一般競争入札）
落札者 落札率 業務　始業務名

業種
区分

業務場所 担当課



予定価格 落札価格 業務　至
（税抜き） (税抜き) （納期）

入札
執行日

指名業者（指名競争入札）
平成21年度公共工事等入札結果一覧表

入札参加業者（一般競争入札）
落札者 落札率 業務　始業務名

業種
区分

業務場所 担当課

平成21年8月28日
服岡投棄場維持管理事業
ごみ投棄場除草委託

委託 飛島村ごみ投棄場
株式会社加藤造園飛島
支店

有限会社黒宮造園 有限会社鍋田造園
弥富造園株式会社弥富
支店

有限会社若松造園 1,202,000
有限会社若松造
園

1,200,000 99.8% 平成21年9月1日 平成21年12月18日 保健福祉課

平成21年8月28日
ふれあい温泉管理事業
深井戸用温泉ポンプ購入

物品 飛島村敬老センター 佐藤鑿泉工業株式会社
三協工業株式会社名古
屋営業所

東海鑿泉株式会社名古
屋支社

東邦地水株式会社名古
屋支社

村木鑿泉探鑛株式会社 2,810,000
東海鑿泉株式会
社名古屋支社

2,700,000 96.1% 平成22年1月16日 敬老センター

平成21年8月28日
小中一貫校建設事業
飛島学園給食室物品

物品
飛島学園（飛島小学校、
飛島中学校）

中日厨房設備株式会社
株式会社中西製作所名
古屋支店

日本調理機株式会社中
部支店

ハヤカワ産業株式会社
株式会社マルゼン名古
屋支店

4,494,000
ハヤカワ産業株
式会社

3,680,000 81.9% 平成21年12月17日 教育課

平成21年8月28日
温水ﾌﾟｰﾙ維持管理事務事業
天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備設置工事

工事 飛島村すこやかセンター 足立工業株式会社
川崎設備工業株式会社
名古屋支店

閑林工業株式会社 三和テクノ株式会社
シブヤパイピング工業株
式会社

ダイトー株式会社 大冷工業株式会社 26,620,000
大冷工業株式会
社

26,000,000 97.7% 平成21年9月1日 平成21年12月18日 温水プール

平成21年9月29日
総務管理事務事業
デジタルテレビ購入

物品 － 株式会社エイデン 教育産業株式会社
電子システム株式会社東
海支社

株式会社ナガヲ正文堂教
材

松枝商会
株式会社ヤマダ電機名
古屋営業所

4,040,000
電子システム株
式会社東海支社

3,020,000 74.8% 平成22年1月7日 総務課

平成21年9月29日
小中一貫校建設事業
飛島学園デジタルテレビ等

物品
飛島学園（飛島小学校・
飛島中学校）

株式会社エイデン 教育産業株式会社
電子システム株式会社東
海支社

株式会社ナガヲ正文堂教
材

松枝商会
株式会社ヤマダ電機名
古屋営業所

2,993,000
教育産業株式会
社

1,720,000 57.5% 平成21年12月28日 教育課

平成21年9月29日
小中一貫校建設事業
飛島学園家具備品

物品
飛島学園（飛島小学校・
飛島中学校）

株式会社永和商会
株式会社ナガヲ正文堂教
材

株式会社松坂屋名古屋
店

株式会社名鉄百貨店法
人外商部

松枝商会
丸善株式会社名古屋支
店

有限会社清芳屋 41,570,000 松枝商会 38,700,000 93.1% 平成21年12月17日 教育課

平成21年9月29日
小中一貫校建設事業
パソコン・サーバ等

物品
飛島学園（飛島小学校、
飛島中学校）

安達商店
NECフィールディング株
式会社

株式会社富士通ビジネス
システム中部営業本部

教育産業株式会社 松枝商会 有限会社清芳屋 有限会社水野商会 45,750,000 安達商店 28,500,000 62.3% 平成22年3月19日 教育課

平成21年9月29日
社会体育施設管理事務事業
防砂ネット修繕工事

工事
村民庭球場・大宝サッ
カー場

石黒体育施設株式会社 株式会社オカムラ
株式会社中京スポーツ施
設

長永スポーツ工業株式会
社中部支店

長谷川体育施設株式会
社中部支店

1,640,000
株式会社オカム
ラ

1,100,000 67.1% 平成21年10月1日 平成21年11月11日 生涯教育課

平成21年9月29日
分館管理事務事業
浄化槽補修工事

工事 公民館分館 愛知藤吉工業株式会社 株式会社アメニティライフ 株式会社伊藤水道 東武産業株式会社 株式会社中島水道 1,396,000
株式会社アメニ
ティライフ

1,314,000 94.1% 平成21年10月1日 平成21年11月17日 生涯教育課

平成21年9月29日
温水プール維持管理事務事業
温水プール設備改修その２工事

工事 飛島村すこやかセンター 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 29,060,000
株式会社渡辺工
務店

27,400,000 94.3% 平成21年10月1日 平成21年11月30日 温水プール

平成21年9月29日
道路整備事業
通学路整備工事その１

工事 松之郷24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 31,006,000
海部建設株式会
社

30,000,000 96.8% 平成21年10月1日 平成22年3月19日 建設課

平成21年9月29日
道路整備事業
通学路整備工事その２

工事 竹之郷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 34,220,000
海部建設株式会
社

33,000,000 96.4% 平成21年10月1日 平成22年3月19日 建設課

平成21年9月29日
車両管理事業
公用車の購入

物品 - 犬飼モータース カーパルコ久野 久野モータース 有限会社清宝自動車 名光自動車 1,717,000
有限会社清宝自
動車

1,228,000 71.5% 平成21年11月30日 建設課

平成21年9月29日
公園維持管理事業
とびしま夢広場改修工事

工事 とびしま夢広場 株式会社オカムラ 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 株式会社渡辺工務店 5,535,000
株式会社オカム
ラ

3,700,000 66.8% 平成21年10月1日 平成22年1月15日 建設課

平成21年10月21日
産業会館維持管理事業
エアコン取替工事

工事 産業会館内 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 2,200,000
飛島木材株式会
社

2,100,000 95.5% 平成21年10月23日 平成21年12月24日 経済課

平成21年10月28日
防災対策事業
耐震性貯水槽建設工事設計委託

委託 飛島村公民館分館北
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 3,100,000
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

2,600,000 83.9% 平成21年10月29日 平成22年2月19日 総務課

平成21年10月28日
ふれあい温泉管理事業
温泉ガスセパレーター設置工事

工事 飛島村敬老センター 足立工業株式会社 三和テクノ株式会社
シブヤパイピング工業株
式会社

ダイトー株式会社 大冷工業株式会社 26,780,000
大冷工業株式会
社

26,000,000 97.1% 平成21年11月2日 平成22年3月10日 敬老センター

平成21年10月28日
賦課徴収事務事業
土地整理図・土地家屋管理図加除修
正委託

委託 -
アジア航測株式会社名古
屋支店

株式会社オオバ名古屋
支店

株式会社カナエジオマ
チックス

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 3,370,000
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

3,100,000 92.0% 平成21年10月30日 平成22年3月25日 税務課

平成21年10月28日
道路整備事業
通学路整備工事その3

工事 梅之郷36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 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 28,326,000
株式会社加藤建
設

26,500,000 93.6% 平成21年10月30日 平成22年3月19日 建設課

平成21年10月28日
道路整備事業
道路改良工事その４

工事 服岡12号線・渚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 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 36,430,000
山田建設株式会
社

35,000,000 96.1% 平成21年10月30日 平成21年3月19日 建設課

平成21年10月28日
道路維持管理事業
橋梁塗替工事

工事 築止橋 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 株式会社渡辺工務店 17,755,000
株式会社渡辺工
務店

16,280,000 91.7% 平成21年10月30日 平成22年3月12日 建設課

平成21年11月26日
総務管理事務事業
情報表示装置購入

物品 飛島村中央公民館 株式会社エイデン外商部 教育産業株式会社
電子システム株式会社東
海支社

株式会社ナガヲ正文堂教
材

松枝商会
株式会社ヤマダ電機名
古屋営業所

1,100,000
教育産業株式会
社

950,000 86.4% 平成22年1月20日 総務課

平成21年11月26日
緊急雇用創出事業

名称地番変更委託(その１)
委託 飛島村元起地内

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

株式会社拓工
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 2,700,000
玉野総合コンサ
ルタント株式会
社

2,500,000 92.6% 平成21年11月30日 平成22年3月19日 経済課

平成21年11月26日
長寿村づくり推進事業　他1事業
すこやか家族健康カレンダー・ごみ収
集計画カレンダー作成

委託 飛島村すこやかセンター 株式会社ぎょうせい 有限会社ドートー印刷 菱源株式会社
株式会社プリテックコー
ポレーション

マツモト印刷株式会社 703,000
株式会社プリ
テックコーポレー
ション

462,000 65.7% 平成22年2月19日 保健福祉課

平成21年11月26日
道路整備事業
通学路整備工事その4

工事 三福6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 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 22,260,000
海部建設株式会
社

21,500,000 96.6% 平成21年11月30日 平成22年3月19日 建設課

平成21年11月26日
処理施設修繕事業
真空下水施設整備工事

工事 農業集落排水処理施設
荏原商事株式会社中部
支社

東武産業株式会社
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 4,740,000
株式会社千代田
組中部支店

4,300,000 90.7% 平成21年11月30日 平成22年3月19日 建設課

平成21年11月26日
処理施設修繕事業
インテリジェントプリンター取替工事

工事 農業集落排水処理施設
荏原商事株式会社中部
支社

寿美工業株式会社
株式会社千代田組中部
支店

日耕機電株式会社
株式会社守谷商会名古
屋支店

4,410,000
株式会社千代田
組中部支店

4,200,000 95.2% 平成21年11月30日 平成22年3月19日 建設課

平成21年12月25日
防災対策事業
非常食購入

物品 海部郡飛島村地内
株式会社赤尾名古屋支
店

イナザワ防災株式会社 鈴繁工業 株式会社服部商店 萬茂防災株式会社 760,000
株式会社服部商
店

717,000 94.3% 平成22年2月15日 総務課

平成21年12月25日
防災対策事業
防災用品購入

物品 飛島村役場
株式会社赤尾名古屋支
店

イナザワ防災株式会社 鈴繁工業 株式会社服部商店 萬茂防災株式会社 4,520,000
株式会社服部商
店

2,273,000 50.3% 平成22年2月15日 総務課

平成21年12月25日
児童支援施設設置準備事業
機器備品

物品 児童支援施設
株式会社エディオンＥＡＳ
Ｔエイデン外商部

有限会社清芳屋
電子システム株式会社東
海支社

株式会社ナガヲ正文堂教
材

松枝商会 1,480,000
電子システム株
式会社東海支社

960,000 64.9% 平成22年1月29日 保健福祉課

平成21年12月25日
庁舎等維持管理事業
自動体外式除細動器（AED）購入

物品 海部郡飛島村一円 株式会社ゴトウ医科器械
株式会社スズケン中村支
店

綜合警備保障株式会社
中日本事業本部

中部化成薬品株式会社
名古屋支店

日本船舶薬品株式会社
名古屋支店

2,900,000
綜合警備保障株
式会社中日本事
業本部

2,669,536 92.1% 平成22年2月12日 総務課

平成21年12月25日
児童支援施設設置準備事業
機器備品（事務用備品等)

物品 児童支援施設 永和商会 有限会社清芳屋
電子システム株式会社東
海支社

株式会社ナガヲ正文堂教
材

松枝商会 2,137,000 松枝商会 1,381,000 64.6% 平成22年1月29日 保健福祉課
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平成21年12月25日
道路維持管理事業
舗装修繕工事その３

工事 竹之郷・梅之郷線 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

2,874,000
東亜道路工業株
式会社名古屋営
業所

2,800,000 97.4% 平成22年1月4日 平成22年3月19日 建設課

平成21年12月25日
防災対策事業
案内標識設置工事

工事 海部郡飛島村一円 株式会社オカムラ 株式会社キクテック 東陽テック株式会社
道路開発株式会社名古
屋営業所

株式会社道路サイン 藤安全施設株式会社 5,000,000
東陽テック株式
会社

4,800,000 96.0% 平成21年12月28日 平成22年3月17日 総務課

平成21年12月25日
交通安全対策施設管理事業
電光掲示機設置工事

工事 竹之郷1号線他1路線 株式会社オカムラ 株式会社キクテック 東陽テック株式会社
道路開発株式会社名古
屋営業所

株式会社道路サイン 藤安全施設株式会社 11,120,000
道路開発株式会
社名古屋営業所

10,800,000 97.1% 平成22年1月4日 平成22年3月19日 建設課

平成21年12月25日
交通安全対策施設管理事業
標識新設等工事

工事 飛島村一円地内 株式会社オカムラ 株式会社キクテック 東陽テック株式会社
道路開発株式会社名古
屋営業所

株式会社道路サイン 藤安全施設株式会社 2,647,000
藤安全施設株式
会社

2,500,000 94.4% 平成22年1月4日 平成22年3月19日 建設課

平成22年1月25日
小学校施設維持管理事業及び中学校
施設維持管理事業
旧校舎囲障工事

工事 旧中学校及び旧小学校 飛島木材株式会社 登建設株式会社 株式会社長谷川工務店 有限会社早川組 株式会社松田組 株式会社渡辺工務店 2,550,000
株式会社渡辺工
務店

2,230,000 87.5% 平成22年1月27日 平成22年2月26日 教育課

平成22年1月25日
小中一貫校建設事業
飛島学園管理備品

物品
飛島学園（飛島小学校・
飛島中学校）

株式会社ナガヲ正文堂教
材

松枝商会
株式会社松坂屋名古屋
店

丸善株式会社名古屋支
店

株式会社名鉄百貨店法
人外商部

2,420,000 松枝商会 2,200,000 90.9% 平成22年3月25日 教育課

平成22年1月25日
社会体育施設管理事務事業
東グランドフェンス及び法張コンクリー
ト工事

工事 東グランド 株式会社オカムラ 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 株式会社松田組 株式会社渡辺工務店 1,999,000 有限会社早川組 1,750,000 87.5% 平成22年1月27日 平成22年3月17日 生涯教育課

平成22年1月25日
道路整備事業
通学路整備工事その５

工事 渚・古政線 海部建設株式会社 株式会社加藤建設 下里建設株式会社 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 12,790,000
弥富建設株式会
社

11,000,000 86.0% 平成22年1月27日 平成22年3月24日 建設課

平成22年1月25日
道路整備事業
通学路整備工事その６

工事 三福6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 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 25,610,000
海部建設株式会
社

23,000,000 89.8% 平成22年1月27日 平成22年3月24日 建設課

平成22年1月25日
道路整備事業
通学路整備工事その７

工事 松之郷24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 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 13,540,000
海部建設株式会
社

12,000,000 88.6% 平成22年1月27日 平成22年3月24日 建設課

平成22年1月25日
道路整備事業
通学路整備工事その８

工事 竹之郷23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 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 37,390,000
海部建設株式会
社

31,500,000 84.2% 平成22年1月27日 平成22年3月24日 建設課

平成22年2月5日
飛島村小中一貫校建設事業
太陽光発電工事

工事 小中一貫校
栗原工業株式会社中部
支店

株式会社サンテック中部
支社

中央電気工事株式会社
株式会社中電工名古屋
支社

株式会社トーエネック
日本電設工業株式会社
中部支店

23,657,000
株式会社トーエ
ネック

20,500,000 86.7% 平成22年2月5日 平成22年3月30日 教育課

平成22年2月24日
道路整備事業
舗装塗装工事

工事 大宝11号線 株式会社キクテック 株式会社大恵
道路開発株式会社名古
屋営業所

株式会社道路サイン 藤安全施設株式会社 4,360,000
藤安全施設株式
会社

3,800,000 87.2% 平成22年2月25日 平成22年3月24日 建設課


