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12 5月31日 土木工事 町道358号線側溝改良工事（外1路線）
上河東二

区
河東中島

興和建設㈱ \7,020,000 \6,850,000 97.578% \7,535,000 6/2～9/30

13 5月31日 土木工事 町道527号線側溝新設工事（外3路線）
河西

西条一区
㈲内藤組 \6,230,000 \6,150,000 98.716% \6,765,000 6/2～9/30

14 5月31日 建築工事
昭和町立押原中学校増築準備（建築主体）
工事

押越 ㈱新装建設 \43,630,000 \42,300,000 96.952% \46,530,000 6/2～1/31

15 5月31日 機械設備工事
昭和町立押原中学校増築準備（機械設備）
工事

押越 ㈲坂本工業 \38,710,000 \37,500,000 96.874% \41,250,000 6/2～1/31

16 5月31日 ポンプ交換工事
西条・彩の広場調整池排水ポンプ交換工
事

西条 深沢電気工業㈲ \2,280,000 \2,200,000 96.491% \2,420,000 6/2～10/31

17 5月31日 電気設備工事
昭和町立押原中学校増築準備（電気設備）
工事

押越 中楯電気㈱ \42,920,000 \41,600,000 96.925% \45,760,000 6/2～1/31

18 5月31日 下水道工事
昭和町公共下水道管渠布設工事（4-1工
区）

西条新田 興和建設㈱ \8,800,000 \8,550,000 97.159% \9,405,000 6/2～9/30

19 5月31日 下水道工事
昭和町公共下水道管渠布設工事（4-3工
区）

押越 ㈲金丸組 \11,950,000 \11,500,000 96.234% \12,650,000 6/2～12/2

20 5月31日 下水道工事
昭和町公共下水道管渠布設工事（4-2工
区）

西条新田 ㈱田中重建 \28,600,000 \27,800,000 97.203% \30,580,000 6/2～11/30

21 5月31日 下水道工事
昭和町公共下水道管渠布設工事（4-6工
区）

河東中島 明友建設㈱ \28,600,000 \27,700,000 96.853% \30,470,000 6/2～12/28

22 5月31日 TVカメラ調査
昭和町公共下水道ＴＶカメラ調査及び管渠
清掃委託業務（第1分区）

西条
西条新田
押越

河東中島

㈲管清社 \2,200,000 \2,090,000 95.000% \2,299,000 6/2～8/31

23 5月31日 TVカメラ調査
昭和町公共下水道ＴＶカメラ調査及び管渠
清掃委託業務（第2分区）

西条
西条新田
押越

㈱クリーンライフ \2,410,000 \2,290,000 95.021% \2,519,000 6/2～8/31
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24 5月31日 土木工事 町道2号線舗装工事（外2箇所）
西条二区
西条新田
押越

㈲昭和道路 \7,090,000 \6,850,000 96.615% \7,535,000 6/2～8/31

25 5月31日 設計業務
町内4校照明器具LED化工事設計業務委
託

西条
押越
河西

㈱馬場設計 \5,740,000 \4,180,000 72.822% \4,598,000 6/2～2/28

26 5月31日 植栽管理 釜無工業団地外周緑地帯管理業務委託 築地新居 ㈱石原グリーン建設 \1,900,000 \1,820,000 95.789% \2,002,000 6/2～3/31

27 5月31日 植栽管理 町道26号線外11箇所街路樹管理業務委託 町内全域 ㈲敷島緑化土木 \4,490,000 \4,390,000 97.773% \4,829,000 6/2～3/31

28 5月31日 植栽管理
町道393・408号線外7箇所植栽帯及び桜並
木管理業務委託

町内全域 山梨ガーデン㈱ \3,038,000 \2,950,000 97.103% \3,245,000 6/2～3/31

29 5月31日 植栽管理
常永土地区画整理地内街路樹管理業務委
託

飯喰
河西
上河東

辻緑化土木㈱ \1,710,000 \1,650,000 96.491% \1,815,000 6/2～3/31

30 5月31日 植栽管理 町道34・279・281号線街路樹管理業務委託 築地新居 辻緑化土木㈱ \1,280,000 \1,240,000 96.875% \1,364,000 6/2～3/31

31 5月31日 植栽管理 押原小学校・押原の杜植栽管理業務委託 押越 甲南緑化㈱ \3,500,000 \3,430,000 98.000% \3,773,000 6/2～3/31

32 5月31日 業務委託 昭和町環境基本計画見直し支援業務委託 町内全域 ㈱環境管理コンサルタント \2,120,000 \1,230,000 58.019% \1,353,000 6/2～3/31

33 5月31日 業務委託 昭和町都市計画基礎調査業務委託 町内全域 新都市設計㈱ \4,062,000 \3,800,000 93.550% \4,180,000 6/2～2/28


