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町道町屋川浦線改良工事 市川三郷町上野字川浦地内 12,600,000 八木建設㈱

町道宮原一本松広場線道路工事(２‐１工区) 市川三郷町宮原地内 16,506,000 ㈱上田建設

町道宮原一本松広場線道路工事(２‐２工区) 市川三郷町宮原地内 12,663,000 ㈱峡南工業

町道本村・新道２号線道路側溝復旧工事 市川三郷町大塚地内 1,060,500 三珠産業㈱

町道大木法師倉線法面復旧工事 市川三郷町黒沢地内 5,722,500 藤和建設㈱

町道落居割石線法面復旧工事 市川三郷町落居地内 6,457,500 ㈱山勇工業

葛篭沢地内水路復旧工事 市川三郷町葛篭沢地内 1,312,500 ㈱山勇工業

鴨狩地内水路改修工事 市川三郷町鴨狩津向地内 20,517,000 ㈱渡辺建設

大塚小学校駐車場整備工事 市川三郷町大塚字東村地内 1,879,500 伊藤建材㈱

向新田地内水路改修工事 市川三郷町市川大門地内 997,500 丹澤建設工業㈱

岩間下河原地内水路改修工事 市川三郷町岩間地内 4,819,500 ㈲技建

大塚揚水機堰柱補修工事 市川三郷町大塚地内 1,344,000 ㈱水上建設

配水管布設替工事(23-町屋) 市川三郷町上野地内 1,417,500 ㈱水電社

六郷町民会館空調設備改修工事 市川三郷町岩間地内 22,176,000 ダイカンエンバイロ㈱

山保地内送配水管布設工事(24-1工区) 市川三郷町山保地内の1 15,697,500 ㈱長田組土建

六郷中学校特別教室棟外構(擁壁)工事 市川三郷町岩間地内 6,835,500 ㈱上田建設

公共下水道管渠布設工事(流24-1工区) 市川三郷町市川大門地内 9,030,000 ㈱市川建設

公共下水道管渠布設工事(流24-2工区) 市川三郷町市川大門地内の2 18,900,000 ㈱一瀬工務店

公共下水道管渠布設工事(流24-3工区) 市川三郷町市川大門地内の3 22,312,500 ㈱丸喜上野建設

配管布設工事(２４－町屋) 市川三郷町上野地内 2,383,500 ㈲丸松

配管布設工事(２４－葛篭沢) 市川三郷町葛篭沢地内 882,000 ㈲芦沢設備工業

山保地内浄水地築造工事 市川三郷町山保地内の２ 31,500,000 ㈱浅間組

市川三郷町立市川小学校下水接続工事 市川三郷町市川大門地内 10,448,550 ㈲塩島設備

市川大門学校給食センター下水接続工事 市川三郷町市川大門地内 6,804,000 大森設備サービス

大門碑林公園修繕工事 市川三郷町市川大門地内 36,834,000 ㈱丸美建設工業

大門碑林公園石碑カバー取替工事 市川三郷町市川大門地内 4,477,200 ㈲デイスプレイ遠藤

市川三郷町立六郷中学校特別教室棟改築工事(機械設備工事) 市川三郷町岩間２９２７番地内 12,936,000 ㈱水電社

市川三郷町立六郷中学校特別教室棟改築工事(電気設備工事) 市川三郷町岩間２９２７番地内 10,678,500 ㈱甲斐電気

公共下水道管渠布設工事(流２４―４工区) 市川三郷町下大鳥居地内 21,787,500 依田建設㈱

定住促進住宅建築工事(B棟) 市川三郷町山保字新地地内 19,425,000 ㈱長田組土建

町道岩間久那土線道路工事(２４―１工区) 市川三郷町岩間地内 11,970,000 ㈱山勇工業
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24町道矢作上野線道路工事 市川三郷町上野地内 11,130,000 峡南建設㈱

24道林地内道路側溝改修工事 市川三郷町大塚字道林地内 4,410,000 ㈲ドバシ工業

町道新町貝子沢線改修工事
市川三郷町市川大門字若宮地
内

3,654,000 ㈲岸本興業

２４落居地内防災工事
市川三郷町落居字網倉日陰、
宮之平地内

1,911,000 ㈱山勇工業

24大塚地内水路改修工事 市川三郷町大塚字東村地内 2,835,000 ㈱水上建設

24市川大門地内(中央公園西側水路改修工事)
市川三郷町市川大門字坂本地
内

5,827,500 ㈱丸喜上野建設

24高田地内水路改修工事 市川三郷町高田地内 1,999,200 ㈲依田工務所

六郷中学校特別教室棟改築工事(建築主体工事） 市川三郷町岩間地内 86,835,000 井口工業（㈱）

大塚町民プール改修工事 市川三郷町大塚地内 17,535,000 ㈱水上建設

市川大門町民体育館トイレ他改修工事 市川三郷町市川大門地内 7,717,500 ㈱一瀬工務店

山保地内機械電気計装工事 市川三郷町山保地内の３ 22,260,000 シンクエンジニアリング㈱

配管布設工事（２４－川浦） 市川三郷町上野地内 892,500 ㈲丸松

中央通り整備工事(第4工区) 市川三郷町市川大門地内 32,340,000 ㈱丸喜上野建設

中央通り整備工事(第5工区) 市川三郷町市川大門地内 32,182,500 ㈱一瀬工務店

中央通り整備工事(舗装工事) 市川三郷町市川大門地内 10,689,000 ㈱丸美建設工業

せせらぎの散歩道整備工事 市川三郷町市川大門地内 840,000 ㈱丸美建設工業

市川大門給食センター公共下水道接続設計業務 市川三郷町市川大門地内 703,500 山水コンサルタント

情報系システム機器保守業務委託 市川三郷町地内 10,899,000 ㈱YSKe-com

大塚町民プール改修工事設計業務委託 市川三郷町大塚地内 546,000 ㈲木村設計

公共下水道管渠清掃・TV調査及び内面補修業務委託 市川三郷町宮原地内 1,344,000 クリーンヘルス㈱

公共下水道舗装本復旧工事測量設計業務委託 市川三郷町市川大門地内　他 1,596,000 ㈱八田測量

山保地内県道舗装本復旧測量設計業務委託 市川三郷町山保地内他 1,848,000 ㈱オーツヤ測量

簡易水道GISデータ整備業務委託 市川三郷町町内全域 6,804,000 ㈱六測

下水道工事に伴う配水管布設工事実施設計業務委託その1 市川三郷町町内全域 5,775,000 新都市設計㈱

下水道工事に伴う配水管布設工事実施設計業務委託その2 市川三郷町下大鳥居・黒沢地内 3,465,000 ㈱大成エンジニアリング

平成２４年度耐震性貯水槽設置工事設計・監理業務委託 市川三郷町山保・岩間地内 1,596,000 ㈱六測

大塚第7地区ＣＤＥＦ１工程業務委託 市川三郷町大塚地内 8,883,000 望月測量㈱

ドクターへり地域緊急搬送拠点整備事業に伴う設計業務委託 市川三郷町高萩地内 4,473,000 ㈱オーツヤ測量

特殊建築物定期調査報告業務委託 市川三郷町市川大門地内外 4,284,000 ㈲木村設計

公共下水道管渠実施設計業務委託(流1工区) 市川三郷町高田地内 6,615,000 ㈱理工エンジニアリング

公共下水道管渠実施設計業務委託(流２工区) 市川三郷町下大鳥居地内 7,245,000 ㈱ブレーンズ
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公共下水道地質・土質調査業務委託 市川三郷町市川大門地内3 2,362,500 ㈱山梨ボーリング

上水道・簡易水道整備事業計画書作成業務委託 市川三郷町町内全域 4,305,000 ㈱山水コンサルタント

市川三郷町道橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 市川三郷町内 7,707,000 ㈱大成エンジニアリング

固定資産税GISデータ更新業務委託 市川三郷町地内 2,079,000 ㈱六測

給食雑排水浄化層汚泥引抜及び撤去・処分業務委託 市川三郷町市川大門地内 4,473,000 ㈲峡南環境サービス

公営住宅長寿命化計画策定業務委託 市川三郷町地内 4,725,000
㈱オリエンタルコンサル
タンツ

高田地区公民館耐震診断業務委託 市川三郷町印沢地内 2,215,500 ㈲木村設計

ドクターヘリ地域緊急搬送拠点整備事業に伴う地質調査業務委
託

市川三郷町高萩地内 2,467,500 ㈱山梨ボーリング

町道篭鼻川浦線測量設計用地調査業務委託 市川三郷町上野字篭鼻地内 5,460,000 ㈱富士エンジニアリング

欄干地内水路改修工事に係る測量設計業務委託 市川三郷町市川大門地内 2,730,000 ㈱オーツヤ測量

衛星携帯電話用発電機購入 市川三郷町役場 本庁舎 1,892,507 ㈲峡南ホンダ販売

災害時用備蓄トイレ購入 市川三郷町役場 1,470,000 東八防災㈱

ウッドチッパー購入 市川三郷町地内 1,029,000 西八代郡農業協同組合

カセットガス発電機購入 市川三郷町地内 1,050,000 ㈱ヨダ兄弟商会

文京地区コミュニテイ公民館備品購入 文京公民館 2,604,000 ㈱邦文堂

市川三郷町役場庁舎執務室用直管型LEDランプ購入 市川三郷町役場庁舎 1,543,500 ㈱邦文堂


