
工事番号 工　　事　　名 落札価格

（事業番号） （　業　務　名　） 業　者　名 代表者 （消費税抜き価格）

1 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R2災補河第２３０９号 稲葉川河川災害復旧工事 大字産山地内 大塚産業 大塚　輝子 8,090,000 8,125,000 土木工事

2 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R2災補河第3338号 笹鶴川河川災害復旧工事 大字産山地内 大塚産業 大塚　輝子 9,030,000 9,067,000 土木工事

3 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R2災補河第3339号 笹鶴川河川災害復旧工事 大字産山地内 大塚産業 大塚　輝子 2,790,000 2,814,000 土木工事

4 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R2災補河第3340号 笹鶴川河川災害復旧工事 大字産山地内 大塚産業 大塚　輝子 3,980,000 4,005,000 土木工事

5 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道維第2号 村道中山鹿・飛瀬線舗装補修工事 大字山鹿地内 （資）井建設 井　英二 1,800,000 1,816,000 土木工事

6 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道維第4号 村道小園・笹鶴線舗装補修工事 大字産山地内 大塚産業 大塚　輝子 1,778,000 1,791,000 土木工事

7 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道維第5号 村道杖木原・栃の木線舗装補修工事 大字山鹿地内 （資）井建設 井　英二 1,720,000 1,734,000 土木工事

8 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道維第6号 村道谷片俣・瀬戸原線舗装補修工事 大字片俣地内 ㈲古沢建設 古澤　伸悟 1,165,000 1,177,000 土木工事

9 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道維第7号 村道片俣・菅生線舗装補修工事 大字片俣地内 ㈲藤近建設 藤近　真吾 900,000 910,000 土木工事

10 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道維第9号 村道竹の畑・板木線流末処理工事 大字田尻地内 ㈲藤近建設 藤近　真吾 890,000 899,000 土木工事

11 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道改第1号 村道乙宮・笹鶴線道路改良工事 大字産山地内 大塚産業 大塚　輝子 17,190,000 17,273,000 土木工事

12 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道改第2号 村道片俣・菅生線道路改良工事 大字片俣地内 ㈲藤近建設 藤近　真吾 8,600,000 8,636,000 土木工事

13 令和３年７月６日(火） 経済建設課 R3道改第3号 村道大利・菅生線道路改良工事 大字片俣地内 ㈲古沢建設 古澤　伸悟 4,900,000 4,922,000 土木工事

14 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第1650号 乙宮川河川災害復旧工事 産山地内 大塚産業 大塚　輝子 4,580,000 4,627,000 土木工事

15 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第1651号 乙宮川河川災害復旧工事 産山地内 大塚産業 大塚　輝子 1,940,000 1,963,000 土木工事

16 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第1653号 乙宮川河川災害復旧工事 産山地内 大塚産業 大塚　輝子 1,240,000 1,264,000 土木工事

17 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第1654号乙宮川河川災害復旧工事 産山地内 大塚産業 大塚　輝子 9,500,000 9,603,000 土木工事
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18 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第1940号産山川河川災害復旧工事 田尻地内 （株）岩本技建 岩本　健一 15,380,000 15,540,000 土木工事

19 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第1941号産山川河川災害復旧工事 田尻地内 （株）岩本技建 岩本　健一 22,900,000 23,136,000 土木工事

20 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第1942号山鹿川河川災害復旧工事 田尻地内 ㈲志賀建設 志賀　英二郎 3,850,000 3,895,000 土木工事

21 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第2310号 後谷川河川災害復旧工事 田尻地内 （株）岩本技建 岩本　健一 3,088,000 3,120,000 土木工事

22 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第2893号 内入川河川災害復旧工事 山鹿地内 ㈲志賀建設 志賀　英二郎 9,500,000 9,598,000 土木工事

23 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第2894号 小坪川河川災害復旧工事 田尻地内 （株）岩本技建 岩本　健一 3,610,000 3,648,000 土木工事

24 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R2災補河第3341号 西小坪川河川災害復旧工事 田尻地内 （株）岩本技建 岩本　健一 11,940,000 12,061,000 土木工事

25 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R3道改第7号 村道竹の畑・板木線道路舗装工事 田尻地内 （株）岩本技建 岩本　健一 18,000,000 18,182,000 土木工事

26 令和３年７月３０日(金） 経済建設課 R3簡水委第1号 産山村簡易水道事業資産調査業務委託 村内一円
アジア航測（株）
南九州支店

上床　義行 4,000,000 4,511,000 調査委託
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