
和歌山県有田川町
落札金額
（円）

予定価格
（円）

最低制限価格
（円）

令和3年4月22日 令和３年度　辺地対策事業　町道辷り石線道路改良工事 玉川組／小薗　盛一 40,280,000 41,115,000 32,890,000 建設環境部建設課

令和3年4月22日 令和２年度繰越　　石垣小学校トイレ改修工事 寺前工務店／寺前　秋成 44,500,000 45,270,000 38,020,000 教育部こども教育課

令和3年4月22日
令和３年度　町単第１号　町道明王寺中央線道路維持補修
工事

有限会社新武 2,440,000 2,546,000 2,080,000 建設環境部建設課

令和3年4月22日
令和３年度　公下第１号　田殿・吉見地区管渠実施設計業
務委託

（株）中山綜合コンサルタン
ト　有田営業所

17,800,000 18,820,000 無 建設環境部下水道課

令和3年5月20日 令和３年度　　御霊小学校トイレ改修工事設計監理業務 （有）アール企画 4,680,000 4,900,000 無 教育部こども教育課

令和3年5月27日 令和３年度　　林道日物川境川線（第１工区）開設工事 辻井組／辻井　良博 34,580,000 36,000,000 28,440,000 清水行政局建設環境室

令和3年5月27日
令和３年度　町単第３号　町道蔵ノ平観音線道路維持補修
工事

中嶋組／中嶋　晃 2,340,000 2,476,000 2,030,000 清水行政局建設環境室

令和3年5月27日
令和３年度　町単第４号　町道和佐田川向線道路維持補修
工事

今北組／今北　正男 1,670,000 1,769,000 1,450,000 清水行政局建設環境室

令和3年5月27日
令和３年度　町単第２号　町道日物川オミソギ線外道路維
持補修工事

井本組／井本　勝美 1,280,000 1,353,000 1,100,000 清水行政局建設環境室

令和3年5月27日
令和３年度　公下第２号　上徳田・下徳田工区舗装工事
（第１工区）令和３年度　町単独公下第１号　上徳田・下
徳田工区舗装工事（第１工区）

株式会社合同興業 17,150,000 17,921,000 14,870,000 建設環境部下水道課

令和3年5月27日

令和３年度　公下第３号　上徳田・下徳田工区舗装工事
（第２工区）令和３年度　町単独公下第２号　上徳田・下
徳田工区舗装工事（第２工区）令和３年度　町単第６号
町道徳田中線外道路維持補修工事

株式会社武内商店 34,100,000 35,630,000 29,570,000 建設環境部下水道課

令和3年5月27日
令和３年度　公下第４号　上徳田・下徳田工区舗装工事
（第３工区）令和３年度　町単独公下第３号　上徳田・下
徳田工区舗装工事（第３工区）

○陽組／井上　幹也 28,450,000 29,690,000 24,640,000 建設環境部下水道課

令和3年5月27日
令和３年度　公下第５号　上徳田・下徳田工区舗装工事
（第４工区）令和３年度　町単独公下第４号　上徳田・下
徳田工区舗装工事（第４工区）

株式会社林造園石材 41,500,000 42,386,000 34,750,000 建設環境部下水道課

令和3年5月27日
令和３年度　公下第６号　上徳田・下徳田工区舗装工事
（第５工区）令和３年度　町単独公下第５号　上徳田・下
徳田工区舗装工事（第５工区）

有限会社浦﨑組 41,300,000 43,127,000 35,360,000 建設環境部下水道課

令和3年5月27日
令和３年度　公下第７号　上徳田・下徳田工区舗装工事
（第６工区）令和３年度　町単独公下第６号　上徳田・下
徳田工区舗装工事（第６工区）

株式会社南興業 39,200,000 40,914,000 33,540,000 建設環境部下水道課

令和3年5月27日
令和３年度　　有田川町役場吉備庁舎大規模改修工事
屋外付帯Ⅱ期（その4）

株式会社南興業 20,000,000 20,889,000 16,710,000 総務政策部財務課

令和3年5月27日
令和３年度　町単第５号　町道西丹生図線道路維持補修工
事

有限会社樋口造園土木 2,860,000 2,988,000 2,450,000 建設環境部建設課

令和3年5月27日 令和３年度　簡単第４号　金屋北簡易水道連絡管布設工事 生石組／植村　安延 1,725,000 1,779,000 1,450,000 建設環境部水道課

　　　　　　令和３年度　入札結果一覧表

入札執行日 年度・事業名／入札名(工事名・業務名・物品名) 落札者 担当部署
【 ※ 税抜表示 ／ 但し、物品（車両）は、税込 】
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令和3年5月27日
令和３年度　　公用自動車（給水支援車：小型乗用車4Ｗ
Ｄ）

株式会社紀和自動車 2,188,880 2,600,000 無 建設環境部水道課

令和3年5月27日 令和３年度　　吉備集中管理公用車購入 金屋モータース／久保　好治 2,695,000 3,450,000 無 総務政策部財務課

令和3年5月27日 令和３年度　　清水集中管理公用車購入 金屋モータース／久保　好治 3,525,000 4,350,000 無 総務政策部財務課

令和3年5月27日
令和３年度　社会資本整備円滑化地籍整備事業（令和２年
度補正）第１号  三瀬川・上湯川・伏羊・大蔵地区ＦⅡ－
2・Ｇ・Ｈ工程業務

写測エンジニアリング（株）
和歌山営業所

6,400,000 6,740,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　社会資本整備円滑化地籍整備事業（令和２年
度補正）第２号  北野川地区ＦⅠ・ＦⅡ・Ｇ・Ｈ工程業務

ワコウコンサルタント（株） 19,800,000 20,880,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　社会資本整備円滑化地籍整備事業（令和２年
度補正）第３号  松原地区Ｄ・Ｅ2・ＦⅠ・ＦⅡ-1工程業務

写測エンジニアリング（株）
和歌山営業所

33,500,000 35,320,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　社会資本整備円滑化地籍整備事業（令和２年
度補正）第４号  大蔵地区Ｅ2・ＦⅠ・ＦⅡ-1工程業務

（株）石井コンサルタント　 36,600,000 38,610,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　社会資本整備円滑化地籍整備事業（令和２年
度補正）第５号  二澤地区Ｅ2工程業務

植田事務所 5,800,000 6,360,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　地籍調査事業　第１号  吉原地区ＦⅡ・Ｇ・
Ｈ工程業務

（株）センダイ工部コンサル
タント　紀中出張所

5,950,000 6,320,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　地籍調査事業　第２号  上湯川地区Ｃ・Ｆ
Ⅰ・ＦⅡ・Ｇ・Ｈ工程業務

ジオテクニカル（株）　有田
営業所

22,500,000 23,780,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　地籍調査事業　第３号  吉原地区Ｃ・Ｅ2・Ｆ
Ⅰ・ＦⅡ-1工程業務

（株）センダイ工部コンサル
タント　紀中出張所

18,400,000 19,450,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　地籍調査事業　第４号  上湯川地区Ｃ・Ｅ2・
ＦⅠ・ＦⅡ-1工程業務

ジオテクニカル（株）　有田
営業所

27,000,000 28,500,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日
令和３年度　地籍調査事業　第５号  上湯川地区Ｃ工程業
務

ジオテクニカル（株）　有田
営業所

2,600,000 2,830,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年5月27日 令和３年度　　旧吉備中学校校庭遺跡発掘調査業務 （株）島田組 17,400,000 17,990,000 無 建設環境部下水道課

令和3年5月27日 令和３年度　　統一的な基準による財務書類作成業務委託 （株）ニシオカ 900,000 1,760,000 無 総務政策部財務課

令和3年5月27日
令和３年度　町単　第５号上水道・簡易水道配水管管網解
析及び上水道更新事業計画策定業務委託

（株）潮技術コンサルタント
和歌山事務所

4,300,000 5,580,000 無 建設環境部水道課

令和3年6月10日
令和３年度　町単第６号　県道吉備金屋線Φ200配水管布設
替え工事

吉田水道／吉田　稔 31,650,000 33,057,000 27,100,000 建設環境部水道課

令和3年6月10日
令和３年度　町単第９号　町道黒松西ヶ峯線道路維持補修
工事

株式会社中岡組 5,363,000 5,373,000 4,400,000 建設環境部建設課

令和3年6月10日 令和３年度　　地域交流センター管理公用車購入 阪和自動車株式会社 1,136,466 1,350,000 無 教育部社会教育課
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令和3年6月10日 令和３年度　　２トン塵芥収集車の購入 （株）中紀自動車 7,300,000 10,000,000 無 建設環境部環境衛生課

令和3年6月10日 令和３年度　　給食用食器購入 武田商会 971,150 1,168,000 無 学校給食センター

令和3年6月10日 令和３年度　　充電式油圧救助器具の購入 （有）ボウキョウ 1,139,500 1,172,000 無 有田川町消防本部警防課

令和3年6月24日 令和３年度　　林道日物川境川線（第２工区）開設工事 織本組／織本　靖之 33,930,000 35,000,000 27,650,000 清水行政局建設環境室

令和3年6月24日
令和３年度　防災・安全交付金事業　町道西丹生図出線道
路改良工事（その１）

大浦建設工業株式会社 42,450,000 44,324,000 35,450,000 建設環境部建設課

令和3年6月24日
令和３年度　防災・安全交付金事業　町道西丹生図出線道
路改良工事（その２）

株式会社小林組 20,180,000 21,078,000 17,070,000 建設環境部建設課

令和3年6月24日
令和３年度　町単第１３号　町道天満一ツ松線道路維持補
修工事

有限会社新武 4,370,000 4,563,000 3,740,000 建設環境部建設課

令和3年6月24日 令和３年度　公下第８号　徳田地区管渠布設工事 株式会社舟建 8,030,000 8,383,000 7,200,000 建設環境部下水道課

令和3年6月24日 令和３年度　町単第１号　船坂地区路側補修工事 柏原建設／柏原　政誉 4,350,000 4,540,000 3,720,000 建設環境部下水道課

令和3年6月24日 令和３年度　町単第２号　一ツ松地区維持補修工事 株式会社田中建設 3,180,000 3,323,000 2,720,000 建設環境部下水道課

令和3年6月24日
令和３年度　下補・下非・下町　第１号　庄・徳田工区公
共下水道事業に伴う水道管移設工事

嶋水道工事店／城　幹芳 3,270,000 3,420,000 2,660,000 建設環境部水道課

令和3年6月24日
令和２年度繰越　防災・安全交付金事業　町道歓喜寺松原
修理川線道路改良工事（その２）

株式会社滝組 25,750,000 26,289,000 21,030,000 建設環境部建設課

令和3年6月24日
令和３年度　町単第１１号　町道糸川本線道路維持補修工
事

玉川組／小薗　盛一 4,560,000 4,655,000 3,810,000 建設環境部建設課

令和3年6月24日
令和３年度　町単第１４号　金屋地区センターポール設置
工事

株式会社六川建設 897,000 915,000 750,000 建設環境部建設課

令和3年7月8日 令和３年度　　林道峠上二澤線（第２工区）開設工事 株式会社西浦組 33,730,000 35,000,000 27,650,000 清水行政局建設環境室

令和3年7月8日
令和３年度　町単第１５号　町道岩野河谷線外道路維持補
修工事

紙屋建設／紙屋　義信 4,594,000 4,641,000 3,800,000 建設環境部建設課

令和3年7月8日
令和３年度　　かなや農家高齢者創作館解体撤去工事設計
監理業務

境建築設計事務所 2,080,000 2,190,000 無 産業振興部産業課

令和3年7月15日
令和３年度　町単第２２号　町道押手臼谷線道路維持補修
工事

瀬谷組／瀬谷　秀男 1,590,000 1,690,000 1,380,000 清水行政局建設環境室

令和3年7月15日
令和３年度　町単第２０号　町道井谷住屋谷橋線道路維持
補修工事

北畑建設／北畑　祥治 1,255,000 1,319,000 1,080,000 清水行政局建設環境室

令和3年7月15日
令和３年度　町単第２１号　町道久野原橋詰えびす橋線外
道路維持補修工事

中嶋組／中嶋　晃 1,190,000 1,247,000 1,020,000 清水行政局建設環境室
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令和3年7月15日
令和３年度　町単第２６号　町道明王寺庄線道路維持補修
工事

株式会社ケイズ 14,100,000 14,731,000 12,070,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日
令和３年度　町単第２５号　町道明王寺庄線道路維持補修
工事

丸義組／小林　右昌 9,680,000 10,111,000 8,290,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日
令和３年度　町単第１２号　町道天満長田線道路維持補修
工事

株式会社舟建　 1,935,000 2,020,000 1,650,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日
令和３年度　町単第１６号　町道菰池１号線道路維持補修
工事

有限会社樋口造園土木 2,085,000 2,178,000 1,780,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日
令和３年度　町単第１８号　町道大谷西垣内線道路維持補
修工事

柏原建設／柏原　政誉 1,350,000 1,411,000 1,150,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日 令和３年度　町単第９号　量水器交換（その1）業務 花田設備／花田　伸作 910,000 950,000 770,000 建設環境部水道課

令和3年7月15日 令和３年度　町単第１０号　量水器交換（その２）業務 山﨑農機具店／山﨑　芳文 910,000 950,000 770,000 建設環境部水道課

令和3年7月15日
令和３年度　緊急自然災害防止対策事業　町道中井原本線
道路改良工事

株式会社中屋組 14,600,000 14,930,000 11,640,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日
令和３年度　町単第１７号　町道丹波線外道路維持補修工
事

谷聖組／谷畑　隆廣 4,577,000 4,625,000 3,790,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日
令和３年度　町単第２３号　町道畦田瀬井線道路維持補修
工事

株式会社中岡組 3,609,000 3,639,000 2,980,000 建設環境部建設課

令和3年7月15日
令和３年度　　（仮称）有田川町移住就業支援拠点施設整
備工事設計業務

アイ設計研究室 5,580,000 5,910,000 無 産業振興部商工観光課

令和3年7月15日 令和３年度　　建設環境室公用車購入 阪和自動車株式会社 3,750,000 5,800,000 無 清水行政局建設環境室

令和3年8月5日
令和３年度　令和３年災　第３号　町道福井笹ノ茶屋線道
路災害復旧工事

株式会社篠原組 9,940,000 10,300,000 8,030,000 清水行政局建設環境室

令和3年8月5日
令和３年度　防災安全交付金事業　町道久野原沼谷線法面
対策工事

保江建設／保江　宗治 33,480,000 34,673,000 28,080,000 清水行政局建設環境室

令和3年8月5日
令和３年度　令和３年災　第２号　町道ダム湖日浦線道路
災害復旧工事

今北組／今北　正男 4,680,000 4,900,000 3,820,000 清水行政局建設環境室

令和3年8月5日 令和３年度　　粟生地区防火水槽設置工事 株式会社辻本組 5,380,000 5,595,000 4,970,000 清水行政局総務政策室

令和3年8月5日 令和３年度　　御霊小学校トイレ改修工事（１工区） 株式会社南興業 43,250,000 45,150,000 38,370,000 教育部こども教育課

令和3年8月5日 令和３年度　小規模土地改良事業　宮池排水路改良工事 株式会社中屋組 4,600,000 4,669,000 3,820,000 建設環境部建設課

令和3年8月5日
令和３年度　町単第３２号　金屋地区（ガードレール・
カーブミラー）設置工事

株式会社河田有紀地質 4,545,000 4,661,000 3,820,000 建設環境部建設課

令和3年8月5日
令和３年度　町単第２７号　町道下六川釜中線外道路維持
補修工事

株式会社六川建設 3,730,000 3,795,000 3,110,000 建設環境部建設課
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令和3年8月5日
令和３年度　町単第２８号　町道向山線外道路維持補修工
事

株式会社中岡組 2,333,000 2,367,000 1,940,000 建設環境部建設課

令和3年8月5日
令和３年度　町単第３１号　町道明光寺線外道路維持補修
工事

株式会社中岡組 3,056,000 3,087,000 2,530,000 建設環境部建設課

令和3年8月5日
令和３年度　団体営農業水路等長寿命化事業　西丹生図地
区水路改修工事

桑原組／桑原　多鶴子 5,660,000 5,911,000 4,490,000 建設環境部建設課

令和3年8月5日
令和３年度　防災・安全交付金事業　有田川町道路橋定期
点検（２期-３）業務

株式会社東光コンサルタント
和歌山営業所

13,600,000 14,410,000 無 建設環境部建設課

令和3年8月5日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（宇井苔1号地）

有北林業　／有北　修 477,000 540,000 0 産業振興部林務課

令和3年8月5日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（宇井苔２号地）

金屋町森林組合 622,000 830,000 0 産業振興部林務課

令和3年8月5日 令和３年度　　オフグリッド型発電設備の購入 古川電設株式会社吉備営業所 5,400,000 6,109,000 無 有田川町消防本部警防課

令和3年8月12日 令和３年度　　きびドーム大規模改修工事（建築） 小堀建設／小堀　平和 122,500,000 126,910,000 107,870,000 総務政策部財務課

令和3年8月12日 令和３年度　　きびドーム大規模改修工事（機械設備） バンドー設備工業（株） 68,010,000 90,690,000 68,010,000 総務政策部財務課

令和3年8月12日 令和３年度　　きびドーム大規模改修工事（電気設備） （株）冨士商會 98,570,000 131,430,000 98,570,000 総務政策部財務課

令和3年8月12日 令和３年度　　ポンプ積載車の購入 （有）ボウキョウ 2,712,600 3,500,000 無 有田川町消防本部警防課

令和3年8月12日 令和３年度　　小型動力ポンプ付積載車の購入 （有）ボウキョウ 8,223,600 10,000,000 無 有田川町消防本部警防課

令和3年8月12日
令和３年度　　消防隊員用個人防火装備（防火服、防火
帽、しころ）の購入

（有）ボウキョウ 8,127,000 9,136,000 無 有田川町消防本部消防総務課

令和3年8月26日
令和３年度　緊急自然災害防止対策事業　町道前番八幡谷
線道路改良工事

戸上組／戸上　恭仁 21,710,000 22,500,000 17,770,000 清水行政局建設環境室

令和3年8月26日 令和３年度　　林道峠上二澤線（第１工区）開設工事 田中組／田中　勉 33,800,000 35,000,000 27,650,000 清水行政局建設環境室

令和3年8月26日
令和３年度　町単第３５号　町道大沼平線外道路維持補修
工事

中嶋組／中嶋　晃 1,250,000 1,304,000 1,190,000 清水行政局建設環境室

令和3年8月26日
令和３年度　町単第３６号　町道境川奥ノ瀬線道路維持補
修工事

井本組／井本　勝美 1,245,000 1,300,000 1,190,000 清水行政局建設環境室

令和3年8月26日
令和３年度　防災・安全交付金事業　町道歓喜寺松原修理
川線道路改良工事

株式会社滝組 29,200,000 29,800,000 23,540,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日
令和３年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　中井原
用排水路改修工事

生石組／植村　安延 5,190,000 5,304,000 4,080,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日
令和３年度　町単第３７号　町道小川福井線道路維持補修
工事

谷聖組／谷畑　隆廣 2,506,000 2,533,000 2,070,000 建設環境部建設課
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令和3年8月26日
令和３年度　町単第３９号　町道延坂沼田線外道路維持補
修工事

谷聖組／谷畑　隆廣 3,086,000 3,119,000 2,550,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日
令和３年度　小規模土地改良事業　小川地区排水路転落防
護柵設置工事

上松建設／上松　悦夫 565,000 567,000 430,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日 令和３年度　小規模土地改良事業　伏羊排水路改良工事 上松建設／上松　悦夫 315,000 317,000 240,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日 令和３年度　小規模土地改良事業　北奥農道改良工事 有限会社新武 4,140,000 4,322,000 3,320,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日 令和３年度　小規模土地改良事業　北奥排水路改良工事 有限会社新武 2,210,000 2,306,000 1,750,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日 令和３年度　小規模土地改良事業　土生池排水路改良工事 林建設　／林　信孝 1,090,000 1,137,000 870,000 建設環境部建設課

令和3年8月26日 令和３年度　町単第１４号　量水器交換（その３）業務 林設備工業所／林　廣秋 910,000 950,000 870,000 建設環境部水道課

令和3年8月26日 令和３年度　簡単第１４号　量水器交換（金屋１）業務 松本電気工事／松本　健 813,000 830,000 760,000 建設環境部水道課

令和3年8月26日 令和３年度　　田殿公民館老朽化対策工事設計監理業務 寺杣建築設計事務所 1,010,000 1,060,000 無 教育部社会教育課

令和3年9月9日
令和３年度　道路メンテナンス事業　室川３号橋橋梁長寿
命化補修工事

戸上組／戸上　恭仁 6,450,000 6,688,000 5,140,000 清水行政局建設環境室

令和3年9月9日
令和３年度　町単第１５号　高速４車線化に伴う水道管布
設替工事

林設備工業所／林　廣秋 7,410,000 7,740,000 6,340,000 建設環境部水道課

令和3年9月9日 令和３年度　　林道宇井苔白馬線外維持補修工事 上松建設／上松　悦夫 865,000 869,000 710,000 建設環境部建設課

令和3年9月9日
令和３年度　小規模土地改良事業　机田池転落防護柵設置
工事

上松建設／上松　悦夫 955,000 959,000 730,000 建設環境部建設課

令和3年9月9日 令和３年度　　理科教育設備等購入 （有）谷岡教材社 1,188,000 1,190,000 無 教育部こども教育課

令和3年9月16日 令和３年度　　きび森の保育所職員用駐車場整備工事 株式会社南興業 16,780,000 17,650,000 14,470,000 教育部こども教育課

令和3年9月16日
令和３年度　辺地対策事業　町道黒松西ヶ峯線道路改良工
事（その2）

玉川組／小薗　盛一 12,363,000 12,615,000 9,960,000 建設環境部建設課

令和3年9月16日 令和３年度　簡単第１８号　量水器交換（金屋２）業務 嶋水道工事店／城　幹芳 692,000 720,000 590,000 建設環境部水道課

令和3年9月16日
令和３年度　社会資本整備円滑化地籍整備事業（令和２年
度補正）第６号  二澤地区ＦⅠ・ＦⅡ-１工程業務

ワコウコンサルタント（株） 11,000,000 11,680,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年9月16日
令和３年度　社会資本整備円滑化地籍整備事業（令和２年
度補正）第７号  松原地区Ⅾ工程業務

写測エンジニアリング（株）
和歌山営業所

4,650,000 4,930,000 無 産業振興部地籍調査課

令和3年10月7日 令和３年度　　町営住宅清水団地改修工事 古垣鉄工所／古垣　幸廣 9,000,000 9,430,000 7,730,000 清水行政局建設環境室
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令和3年10月7日 令和２年度繰越　　旧城山出張所解体撤去工事 織本組／織本　靖之 22,870,000 23,700,000 19,430,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日 令和３年度　３年災　林道沼谷線災害復旧工事 辻井組／辻井　良博 30,650,000 31,840,000 25,470,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日 令和３年度　３年災　林道中原三瀬川線災害復旧工事 株式会社西浦組 10,830,000 11,299,000 8,920,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日
令和３年度　町単第４４号　町道渡瀬えびす橋線道路維持
補修工事

保江建設／保江　宗治 5,850,000 6,050,000 4,960,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日
令和３年度　町単第４２号　町道辻堂若宮線道路維持補修
工事

中嶋組／中嶋　晃 2,095,000 2,207,000 1,800,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日
令和３年度　町単第４３号　町道大蔵垣内峠尻線外道路維
持補修工事

紀東工営株式会社 2,485,000 2,611,000 2,140,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日
令和３年度　町単第４５号　町道奥ノ田上西線外道路維持
補修工事

有限会社森中組 2,540,000 2,670,000 2,180,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日 令和３年度　　林道清水上湯川線道路維持補修工事 中嶋組／中嶋　晃 2,210,000 2,313,000 1,890,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日
令和３年度　町単第４１号　町道宮頭澤谷線道路維持補修
工事

井本組／井本　勝美 1,265,000 1,353,000 1,100,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月7日
令和３年度　過疎対策事業　町道善光地線道路改良工事
（その2）

小堀建設／小堀　平和 19,100,000 19,985,000 15,780,000 建設環境部建設課

令和3年10月7日
令和３年度　町単第４７号　町道市場糸野線外道路維持補
修工事

株式会社六川建設 3,110,000 3,165,000 2,590,000 建設環境部建設課

令和3年10月7日
令和３年度　土地改良施設維持管理適正化事業　新田池転
落防護柵設置工事

株式会社六川建設 1,604,000 1,636,000 1,350,000 建設環境部建設課

令和3年10月7日 令和３年度　過疎対策事業　町道吉田新田線測量設計業務 （株）近代技研　紀南営業所 7,250,000 7,640,000 無 建設環境部建設課

令和3年10月7日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（宇井苔３号地）

内垣林業　／内垣　久 1,240,000 1,340,000 無 産業振興部林務課

令和3年10月7日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（宇井苔４号地）

有北林業　／有北　修 1,177,000 1,290,000 無 産業振興部林務課

令和3年10月7日 令和３年度　　吉備集中管理公用車購入 株式会社紀和自動車 1,558,888 1,750,000 無 総務政策部財務課

令和3年10月7日 令和３年度　　職員用パソコン等調達
（株）サイバーリンクス　海
南支店

2,110,000 2,560,000 無 総務政策部企画調整課

令和3年10月28日
令和３年度　道路メンテナンス事業　大沼トンネル補修工
事

株式会社西浦組 24,180,000 25,088,000 19,560,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月28日
令和３年度　町単第５０号　町道闇夜谷口峠線道路維持補
修工事

亀井組／亀井　俊文 3,220,000 3,340,000 2,730,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月28日
令和３年度　町単第４８号　町道堀尾上田線外道路維持補
修工事

井本組／井本　勝美 1,285,000 1,351,000 1,100,000 清水行政局建設環境室
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令和3年10月28日
令和３年度　町単第４９号　町道北浦美里線道路維持補修
工事

谷口組／谷口　具孝 1,275,000 1,338,000 1,090,000 清水行政局建設環境室

令和3年10月28日 令和３年度　　御霊小学校トイレ改修工事（２工区） 三洋建設株式会社 20,000,000 20,880,000 17,740,000 教育部こども教育課

令和3年10月28日 令和３年度　　かなや農家高齢者創作館解体撤去工事 株式会社紀和 20,850,000 21,500,000 17,840,000 産業振興部産業課

令和3年10月28日
令和３年度　小規模土地改良事業　洞谷新池用水路改良工
事

上松建設／上松　悦夫 910,000 913,000 690,000 建設環境部建設課

令和3年10月28日
令和３年度　団体営農村地域防災減災事業　矢熊池事業計
画概要書作成業務

（株）ＵＲＡ 5,250,000 5,540,000 無 建設環境部建設課

令和3年11月11日 令和３年度　　林道沼谷線道路維持補修工事 久野原建設／中谷　政志 3,890,000 4,086,000 3,510,000 清水行政局建設環境室

令和3年11月11日 令和３年度　町単第５３号　清水地区道路舗装工事 有限会社浦﨑組 12,650,000 13,204,000 11,350,000 清水行政局建設環境室

令和3年11月11日
令和３年度　道路メンテナンス事業　長谷橋橋梁長寿命化
補修工事

有限会社樋口造園土木 1,040,000 1,085,000 820,000 建設環境部建設課

令和3年11月11日
令和３年度　町単第５２号　町道河内線外道路維持補修工
事

林建設　／林　信孝 635,000 662,000 570,000 建設環境部建設課

令和3年11月11日 令和３年度　　中学校指導用教材購入 平松書店　／平松　豊茂 1,238,920 1,250,000 無 教育部こども教育課

令和3年11月25日 令和３年度　　田殿公民館老朽化対策工事 株式会社小林組 10,460,000 10,920,000 9,280,000 教育部社会教育課

令和3年11月25日 令和３年度　　代替池管理道整備工事 柏原建設／柏原　政誉 3,930,000 4,103,000 3,360,000 有田川町役場金屋庁舎

令和3年11月25日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（宇井苔５号地）

内垣林業　／内垣　久 1,330,000 1,380,000 無 産業振興部林務課

令和3年11月25日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（宇井苔６号地）

金屋町森林組合　 580,000 610,000 無 産業振興部林務課

令和3年11月25日 令和３年度　　ディーゼルエンジン発電機購入
（株）山口商会　和歌山有田
営業所

1,139,000 1,800,000 無 総務政策部財務課

令和3年12月9日
令和３年度　町単第５４号　町道弓場垣内和田線道路維持
補修工事

中嶋組／中嶋　晃 1,165,000 1,210,000 990,000 清水行政局建設環境室

令和3年12月9日
令和３年度　町単第５５号　清水地区（ガードレール・
カーブミラー）設置工事

久野原建設／中谷　政志 1,315,000 1,363,000 1,110,000 清水行政局建設環境室

令和3年12月9日 令和３年度　　コスモスパーク整備工事 株式会社舟建 2,900,000 3,022,000 2,470,000 産業振興部商工観光課

令和3年12月9日 令和３年度　公下第９号　地籍図根多角点復元業務委託
（株）中山綜合コンサルタン
ト　有田営業所

3,330,000 3,520,000 無 建設環境部下水道課

令和3年12月9日 令和3年度　　有田川町災害備蓄用飲食糧購入
（株）山口商会　和歌山有田
営業所

678,000 833,000 無 総務政策部総務課
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令和3年12月9日
令和３年度　　WEB会議対応ﾈｯﾄﾜｰｸ認証機器調達（新型ｺﾛﾅｳ
ｲﾙｽ関連事業）

（株）山河 2,363,550 2,870,000 無 総務政策部企画調整課

令和3年12月9日
令和４年度～令和６年度　　プラスチックごみ・不燃ごみ
収集運搬業務（Ａコース）

株式会社Ｓ．Ｋ．山善 28,650,000 41,600,000 28,650,000 建設環境部環境衛生課

令和3年12月9日
令和４年度～令和６年度　　プラスチックごみ・不燃ごみ
収集運搬業務（Ｂコース）

有田ＳＫ株式会社 28,100,000 39,520,000 28,100,000 建設環境部環境衛生課

令和3年12月23日 令和３年度　小規模土地改良事業　奥池底樋改修工事 株式会社水口組 2,530,000 2,641,000 2,160,000 建設環境部建設課

令和3年12月23日
令和３年度　団体営農業水路等長寿命化事業　津弥谷水兼
農道改修工事

有限会社樋口造園土木 2,340,000 2,441,000 1,950,000 建設環境部建設課

令和3年12月23日 令和３年度　　藤並小学校校舎増築工事設計監理業務 （株）岡本設計 6,370,000 8,100,000 無 教育部こども教育課

令和3年12月23日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（宇井苔７号地）

金屋町森林組合 2,000,000 2,480,000 無 産業振興部林務課

令和3年12月23日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（押手・杉野原）

有北林業　／有北　修 1,477,000 1,880,000 無 産業振興部林務課

令和3年12月23日 令和３年度　　有田川町災害備蓄用毛布購入 （有）ボウキョウ 576,000 1,056,000 無 総務政策部総務課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第11/321号　西岡晴生農地災害復
旧工事

中嶋組／中嶋　晃 1,846,000 1,923,000 1,460,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第12/321号　米田正紀農地災害復
旧工事

保江建設／保江　宗治 705,000 736,000 560,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第13/321号　岩井伸幸農地災害復
旧工事

瀬谷組／瀬谷　秀男 620,000 647,000 490,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日 令和３年度　　きびドーム大規模改修工事（屋外付帯） 有限会社浦﨑組 12,050,000 12,580,000 10,310,000 総務政策部財務課

令和4年1月27日 令和３年度　町単第５１号　吉備地区町道舗装補修工事 株式会社有新建設 1,886,000 2,073,000 1,690,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日 令和３年度　町単　東谷池農道改修工事 株式会社田中建設 2,065,000 2,156,000 1,760,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日 令和３年度　小規模土地改良事業　藤瀬農道改良工事 株式会社田中建設 3,630,000 3,786,000 3,020,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第5/321号　伊藤賢二農地災害復旧
工事

株式会社紀州コーポレーショ
ン

2,233,000 2,233,000 1,690,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第1/321号　星田富久農地災害復旧
工事

柏原建設／柏原　政誉 876,000 877,000 670,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第2/321号　藤岡省作農地災害復旧
工事

株式会社南興業 708,000 709,000 540,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第3/321号　谷和幸農地災害復旧工
事

株式会社水口組 886,000 887,000 670,000 建設環境部建設課
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令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第4/321号　﨑山晃行農地災害復旧
工事

株式会社木戸組 825,000 826,000 630,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第6/321号　赤山喜昭農地災害復旧
工事

株式会社丸庄組 728,000 729,000 550,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　３年災害　第501/321号　西山農道災害復旧工
事

柏原建設／柏原　政誉 906,000 907,000 700,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日
令和３年度　農業水路長寿命化・防災減災事業　中井原地
区用排水路改良工事

谷聖組／谷畑　隆廣 4,420,000 4,470,000 3,440,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日 令和３年度　小規模土地改良事業　金屋排水路改良工事 株式会社六川建設 377,000 379,000 280,000 建設環境部建設課

令和4年1月27日 令和３年度　　児童机・児童椅子購入 やなぎ屋　／川口　親弘 519,930 747,000 無 教育部こども教育課

令和4年1月27日 令和３年度　　きびドーム大規模改修工事備品購入 やなぎ屋　／川口　親弘 1,021,218 1,200,000 無 総務政策部財務課

令和4年2月10日
令和３年度　３年災害　第7/321号　嶋田臣吾農地災害復旧
工事

玉川組／小薗　盛一 1,559,000 1,560,000 1,180,000 建設環境部建設課

令和4年2月10日
令和３年度　３年災害　第8/321号　登尾みのり農地災害復
旧工事

生石組／植村　安延 1,095,000 1,096,000 830,000 建設環境部建設課

令和4年2月10日
令和３年度　３年災害　第9/321号　岩垣哲也農地災害復旧
工事

株式会社中岡組 721,000 722,000 550,000 建設環境部建設課

令和4年2月10日
令和３年度　３年災害　第10/321号　中井雅昭農地災害復
旧工事

紙屋建設／紙屋　義信 750,000 751,000 570,000 建設環境部建設課

令和4年2月10日
令和３年度　市町村森林経営管理事業　私有林間伐業務
（奥）

有北林業　／有北　修 867,000 910,000 無 産業振興部林務課

令和4年3月24日
令和３年度繰越　防災・安全交付金事業　町道歓喜寺松原
修理川線道路改良工事（その1）

株式会社滝組 34,500,000 35,073,000 28,050,000 建設環境部建設課

令和4年3月24日
令和３年度　　吉備中学校武道場空調設備改修工事設計監
理業務

（有）アール企画 1,700,000 1,800,000 無 教育部こども教育課
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