
平成30年度工事成績評定結果

番号 工事名 工事場所 工期（始期） 工期（終期） 受注者 請負代金額 検査年月日 発注課所 評点
1 ２９市道第７０３３号線（神明町一丁目）狭あい道路整備工事 東松山市神明町一丁目地内 平成29年11月15日 平成30年5月11日 有限会社日野土建 16,885,800 平成30年5月10日 道路課 76.3
2 ２９市道第６１４９号線（幸町）狭あい道路整備工事 東松山市幸町地内 平成30年2月2日 平成30年5月31日 株式会社大野工務所 7,601,040 平成30年5月24日 道路課 78.1
3 東松山市立市民病院エアードライヤー更新工事 東松山市大字松山地内 平成30年4月23日 平成30年7月27日 株式会社小池メディカル 2,311,200 平成30年5月31日 管理課 72.0
4 ２９管渠（高坂第一地区）Ｂ工区築造工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成29年8月30日 平成30年6月15日 株式会社淵上工務店 50,623,920 平成30年6月14日 下水道課 78.4
5 ２９準用河川毛塚川吐口修繕工事 東松山市大字毛塚地内 平成30年2月1日 平成30年6月15日 株式会社大野工務所 9,078,480 平成30年6月14日 河川課 79.6
6 各小学校プールオーバーフロー等改修工事（松二小、唐子小） 東松山市大字東平地内ほか 平成30年4月20日 平成30年6月15日 株式会社アケボノ 3,963,600 平成30年6月14日 管財課 68.0
7 ２９深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事 東松山市大字西本宿地内 平成30年1月30日 平成30年6月20日 株式会社興和建設 10,567,800 平成30年6月18日 河川課 75.0
8 ３０高坂浄化センター汚泥脱水機（ミリングロール）修繕工事 東松山市大字宮鼻地内 平成30年5月10日 平成30年6月29日 クボタ環境サービス株式会社 2,052,000 平成30年6月19日 下水道課 72.5
9 ２９準用河川新江川３号橋切廻し道路築造工事 東松山市大字上野本地内 平成29年12月26日 平成30年6月29日 株式会社大野工務所 20,442,240 平成30年6月21日 河川課 78.8
10 ２９高坂駅東口第一地区道路築造（３工区）工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年1月9日 平成30年6月29日 株式会社淵上工務店 13,583,160 平成30年6月29日 高坂区画整理事務所 76.0
11 ２９高坂駅東口第一地区高坂駅東口駅前広場整備工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成29年9月13日 平成30年6月29日 伊田テクノス株式会社 102,637,800 平成30年6月29日 高坂区画整理事務所 81.2
12 ２９市道第３３号線（御茶山町）歩道整備工事 東松山市御茶山町地内 平成29年12月11日 平成30年7月31日 株式会社興和建設 11,672,640 平成30年7月9日 道路課 78.5
13 ２９市道第８０号線ほか４（下青鳥ほか）配水管布設替工事 東松山市大字下青鳥地内ほか 平成29年8月3日 平成30年7月31日 伊田テクノス株式会社 182,339,640 平成30年7月26日 水道課 79.0
14 ３０市道第３号線（大谷）歩道整備工事 東松山市大字大谷地内 平成30年4月25日 平成30年7月31日 株式会社淵上工務店 17,853,480 平成30年7月31日 道路課 77.0
15 ２９市道第６８号線（松葉町三丁目）配給水管布設工事 東松山市松葉町三丁目地内 平成30年3月16日 平成30年8月31日 有限会社飯村設備工業 20,758,680 平成30年8月6日 水道課 74.1
16 ２９高坂駅東口第一地区道路築造（２工区）工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成29年11月14日 平成30年8月10日 株式会社淵上工務店 61,258,680 平成30年8月9日 高坂区画整理事務所 75.4
17 ３０子育て支援センターマーレ臨時駐車場整備工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年6月7日 平成30年8月17日 有限会社日野土建 2,076,840 平成30年8月16日 道路課 75.2
18 ２９高坂駅東口第一地区道路築造（１工区）工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成29年10月24日 平成30年8月31日 株式会社須長建設 47,568,600 平成30年8月30日 高坂区画整理事務所 74.6
19 ３０市道第６０３９号線（下青鳥）改良工事 東松山市大字下青鳥地内 平成30年6月11日 平成30年9月28日 株式会社大野工務所 10,160,640 平成30年9月6日 道路課 76.6
20 東松山市立唐子小学校管理特別教室棟等屋上防水改修工事 東松山市大字新郷地内 平成30年7月9日 平成30年9月28日 株式会社森田建設 16,516,440 平成30年9月6日 管財課 77.4
21 ３０野本小学校中庭岩石園撤去工事 東松山市大字下野本地内 平成30年6月20日 平成30年9月7日 株式会社伊藤緑地建設 2,887,920 平成30年9月6日 道路課 72.3
22 東松山市立白山中学校校舎トイレ改修工事 東松山市白山台地内 平成30年5月31日 平成30年9月28日 株式会社森田建設 106,699,680 平成30年9月7日 管財課 80.6
23 ３０市道第１２号線（市の川通線）整備工事（その１） 東松山市松山町三丁目地内 平成30年7月11日 平成30年9月7日 株式会社須長建設 1,418,040 平成30年9月7日 道路課 72.9
24 東松山市立まつやま保育園子育て支援センタートイレ新設工事 東松山市加美町地内 平成30年6月28日 平成30年9月28日 株式会社谷田貝組 7,039,440 平成30年9月13日 管財課 73.6
25 ３０市道第６４２５号線ほか１（上野本）配給水管布設替工事 東松山市大字上野本地内 平成30年6月15日 平成30年10月31日 有限会社金子設備 6,319,080 平成30年9月14日 水道課 77.8
26 ３０避難所標識等更新工事 東松山市内全域 平成30年6月20日 平成30年9月21日 埼北産業株式会社 2,829,600 平成30年9月19日 危機管理課 75.1
27 ３０市野川雨水吐口護岸修繕工事 東松山市大字柏崎地内 平成30年8月20日 平成30年9月20日 株式会社須長建設 2,268,000 平成30年9月20日 下水道課 76.3
28 ３０市道第５５１１号線（西本宿）側溝整備工事 東松山市大字西本宿地内 平成30年5月29日 平成30年10月5日 株式会社野口建設 8,463,960 平成30年9月26日 道路課 76.1
29 東松山市立青鳥小学校校舎屋上防水改修工事 東松山市大字石橋地内 平成30年7月11日 平成30年9月28日 株式会社島村工業 32,067,360 平成30年9月26日 管財課 75.2
30 ３０市野川浄化センターケーキ移送ポンプ修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年5月16日 平成30年9月28日 株式会社あさひテクノ 3,402,000 平成30年9月26日 下水道課 74.0
31 東松山市立松山第一小学校校舎トイレ改修工事 東松山市松葉町一丁目地内 平成30年6月4日 平成30年9月28日 株式会社島村工業 89,429,400 平成30年9月27日 管財課 75.6
32 ３０市道第１１２７号線（大谷）給水管布設替工事 東松山市大字大谷地内 平成30年6月27日 平成30年9月28日 株式会社ナリウチ設備 3,564,000 平成30年9月27日 水道課 68.0
33 ３０市野川浄化センター遠心濃縮機ＮＯ．２修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年6月6日 平成30年10月5日 月島テクノメンテサービス株式会社 3,564,000 平成30年10月3日 下水道課 75.5
34 ３０市道第８５８２号線（正代）側溝整備工事 東松山市大字正代地内 平成30年6月8日 平成30年11月30日 有限会社日野土建 8,470,440 平成30年10月5日 道路課 73.8
35 ３０市道第７４５３号線（古凍）改良工事 東松山市大字古凍地内 平成30年5月28日 平成30年10月31日 株式会社大野工務所 8,228,520 平成30年10月17日 道路課 74.1
36 ３０市道第３４４２号線（日吉町ほか）配水管布設替工事 東松山市日吉町地内ほか 平成30年7月3日 平成30年10月31日 有限会社金子設備 15,082,200 平成30年10月24日 水道課 78.9
37 ３０市道第３１０７号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事 東松山市松葉町一丁目地内 平成30年7月19日 平成30年10月31日 株式会社大野工務所 17,566,200 平成30年10月25日 水道課 83.1
38 ３０高坂第一区画配水管布設工事（その３） 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年7月20日 平成30年10月26日 株式会社管栄工業 5,972,400 平成30年10月25日 水道課 78.1
39 高坂図書館児童開架室空調機更新工事 東松山市元宿二丁目地内 平成30年8月1日 平成30年10月31日 布施田電機株式会社 3,445,200 平成30年10月25日 管財課 74.2
40 ３０市野川浄化センターＮＯ．２雨水汚泥引抜ポンプ修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年6月7日 平成30年10月31日 株式会社あさひテクノ 2,106,000 平成30年10月29日 下水道課 74.8
41 ３０市野川浄化センター水質自動計測器（ＵＶ計）修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年5月16日 平成30年10月31日 藤田エンジニアリング株式会社 3,564,000 平成30年10月29日 下水道課 74.8
42 東松山市総合福祉エリア濾過装置更新工事 東松山市大字松山地内 平成30年8月3日 平成30年10月31日 有限会社金子設備 8,575,200 平成30年10月30日 管財課 68.8
43 ３０東松山市クリーンセンターごみピット上部ほか屋根防水修繕工事 東松山市大字神戸地内 平成30年7月11日 平成30年12月21日 燦クリーン株式会社 2,300,400 平成30年10月31日 廃棄物対策課 71.6
44 ３０市道第７２０１号線ほか１（若松町二丁目）配水管布設工事 東松山市若松町二丁目地内 平成30年8月10日 平成30年11月30日 有限会社金子設備 7,446,600 平成30年11月21日 水道課 77.3
45 ３０市道第８５８２号線（正代）給水管布設替工事 東松山市大字正代地内 平成30年7月20日 平成30年11月30日 株式会社管栄工業 2,289,600 平成30年11月22日 水道課 77.3
46 ３０市野川浄化センター用水設備（処理水・消泡水ポンプ）修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年7月11日 平成30年11月30日 住友重機械エンバイロメント株式会社 2,246,400 平成30年11月27日 下水道課 69.0
47 ３０市道第７２０２号線（若松町二丁目）狭あい道路整備工事 東松山市若松町二丁目地内 平成30年7月13日 平成30年12月21日 株式会社大野工務所 9,313,920 平成30年11月28日 道路課 76.1
48 ３０県道大谷材木町線（市ノ川ほか）配水管布設替工事 東松山市大字市ノ川地内ほか 平成30年7月19日 平成30年11月30日 株式会社ナリウチ設備 20,365,560 平成30年11月29日 水道課 68.5
49 ３０野本中央通り歩道橋（上野本）修繕工事 東松山市大字上野本地内 平成30年8月20日 平成30年11月30日 株式会社東洋 16,129,800 平成30年11月29日 道路課 58.0
50 市庁舎及び分室空調機基板等交換工事 東松山市松葉町一丁目地内 平成30年9月5日 平成30年11月30日 株式会社堀田設備工業 4,545,396 平成30年11月29日 管財課 73.2
51 ３０高坂駅東口第一地区大黒部通線歩道築造工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年8月28日 平成30年11月30日 株式会社野口建設 3,054,240 平成30年11月30日 高坂区画整理事務所 72.9
52 ３０東松山ぼたん園土壌改良等工事 東松山市大字大谷地内 平成30年8月28日 平成30年12月21日 株式会社松柳園 10,107,720 平成30年12月7日 都市計画課 70.6
53 ３０新江川第一下水中継ポンプ場直流電源装置用蓄電池修繕工事 東松山市大字上野本地内 平成30年6月20日 平成30年12月14日 昱株式会社 1,836,000 平成30年12月7日 下水道課 71.6
54 ２９東松山市農林公園造成工事 東松山市大字大谷地内 平成30年5月30日 平成30年12月14日 株式会社興和建設 58,637,520 平成30年12月12日 農政課 77.5
55 ３０市道第６０７７号線（美土里町）狭あい道路整備工事 東松山市美土里町地内 平成30年8月28日 平成31年2月8日 株式会社大野工務所 9,386,280 平成30年12月12日 道路課 77.0
56 ３０高坂浄化センター最初沈殿池汚泥掻寄機修繕工事 東松山市大字宮鼻地内 平成30年8月22日 平成30年12月14日 住友重機械エンバイロメント株式会社 9,180,000 平成30年12月13日 下水道課 74.0
57 ３０市道第３３号線ほか１（神明町一丁目）配水管布設替工事 東松山市神明町一丁目地内 平成30年7月19日 平成30年12月28日 有限会社友田商店 15,675,120 平成30年12月17日 水道課 75.2
58 ３０市道第６００２号線（石橋）配水管布設替工事 東松山市大字石橋地内 平成30年9月5日 平成30年12月21日 有限会社金子設備 7,995,240 平成30年12月17日 水道課 78.6
59 ３０環境センター低濃度脱臭設備修繕等工事 東松山市大字古凍地内 平成30年9月13日 平成30年12月21日 株式会社オキナヤ 2,322,000 平成30年12月18日 下水道課 72.2
60 ３０市道第４２４３号線ほか１（新郷ほか）消火栓交換工事 東松山市大字新郷地内ほか 平成30年11月2日 平成30年12月21日 有限会社友田商店 2,107,080 平成30年12月19日 水道課 75.6
61 ３０市道第７０７１号線ほか１（新宿町）配水管布設替工事 東松山市新宿町地内 平成30年7月3日 平成30年12月21日 有限会社岡商会 49,952,160 平成30年12月20日 水道課 78.6
62 ３０高坂市民活動センターボルダリング遊具設置工事 東松山市大字宮鼻地内 平成30年9月5日 平成31年1月25日 株式会社鈴木造園 3,661,200 平成30年12月20日 子育て支援課 72.3
63 ３０市道第００３４号線（上唐子ほか）舗装修繕工事 東松山市大字上唐子地内ほか 平成30年10月3日 平成30年12月28日 株式会社興和建設 44,562,960 平成30年12月26日 道路課 77.6
64 東松山市立市民病院本館エレベーター改修工事 東松山市大字松山地内 平成30年7月11日 平成30年12月28日 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 48,600,000 平成30年12月26日 管理課 78.4
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65 東松山武道場フェンス設置工事 東松山市本町一丁目地内 平成30年10月10日 平成31年1月31日 株式会社松柳園 6,750,000 平成31年1月17日 管財課 73.8
66 ３０市道第５８５８号線（桜山台）舗装修繕工事 東松山市桜山台地内 平成30年10月3日 平成31年1月25日 中里建設株式会社 21,512,520 平成31年1月18日 道路課 74.9
67 ３０市野川浄化センター送風機設備（ＮＯ．１用電動機）修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年5月10日 平成31年1月31日 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 15,098,400 平成31年1月21日 下水道課 80.9
68 ３０市野川浄化センター汚泥処理棟床排水ポンプ修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年9月13日 平成31年1月31日 株式会社ヤマト 1,695,600 平成31年1月22日 下水道課 75.0
69 ３０市道第００２２号線（材木町ほか）舗装修繕工事 東松山市材木町地内ほか 平成30年10月29日 平成31年1月25日 明成建材工業株式会社 19,285,560 平成31年1月24日 道路課 77.9
70 ３０市野川浄化センター回転加圧脱水機（ＮＯ．２）修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年4月26日 平成31年1月31日 メタウォーター株式会社 27,756,000 平成31年1月24日 下水道課 76.8
71 ３０市野川浄化センター重力濃縮汚泥引抜流量計修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年8月27日 平成31年1月31日 昱株式会社 1,728,000 平成31年1月25日 下水道課 73.0
72 ３０管渠（高坂第一地区）Ｂ工区築造工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年9月10日 平成31年1月31日 株式会社大野工務所 10,815,120 平成31年1月28日 下水道課 74.4
73 ３０中橋水管橋（野田）塗装修繕工事 東松山市大字野田地内 平成30年9月20日 平成31年1月31日 株式会社渡辺塗装工業 11,805,480 平成31年1月28日 水道課 75.0
74 ２９高坂駅東口第一地区道路築造（４工区）工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年8月30日 平成31年1月31日 株式会社興和建設 14,563,800 平成31年1月28日 高坂区画整理事務所 76.6
75 ３０市道第４４７８号線ほか１（石橋）給水管布設替工事 東松山市大字石橋地内 平成30年11月2日 平成31年2月28日 有限会社金子設備 7,202,520 平成31年1月29日 水道課 76.6
76 ３０管渠（高坂第一地区）Ａ工区築造工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年8月28日 平成31年1月31日 株式会社淵上工務店 27,097,200 平成31年1月29日 下水道課 75.1
77 ２９高坂駅東口第一地区高坂駅東口駅前広場整備工事（その２）　 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年8月30日 平成31年1月31日 株式会社興和建設 35,512,560 平成31年1月29日 高坂区画整理事務所 77.4
78 ３０市道第６４２９号線ほか（美土里町）舗装本復旧工事 東松山市美土里町地内 平成30年10月4日 平成31年1月31日 株式会社大野工務所 10,143,360 平成31年1月30日 下水道課 74.9
79 ３０市野川雨水ポンプ場ＮＯ．３雨水ポンプ用原動機修繕工事 東松山市大字柏崎地内 平成30年9月13日 平成31年1月31日 クボタ機工株式会社 13,986,000 平成31年1月31日 下水道課 70.6
80 ３０弁天橋（市ノ川）耐震補強ほか工事 東松山市大字市ノ川地内 平成30年7月11日 平成31年3月15日 伊田テクノス株式会社 30,464,640 平成31年2月1日 道路課 82.6
81 ３０東松山陸上競技場改修工事 東松山市大字松山地内 平成30年8月29日 平成31年2月8日 長谷川体育施設株式会社 41,982,840 平成31年2月6日 道路課 77.0
82 ３０県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事 東松山市大字石橋地内ほか 平成30年5月21日 平成31年2月15日 伊田テクノス株式会社 88,540,560 平成31年2月7日 水道課 82.9
83 ３０市道第５８５８号線（桜山台）舗装修繕工事（その２） 東松山市桜山台地内 平成30年12月6日 平成31年2月22日 中里建設株式会社 10,404,720 平成31年2月8日 道路課 77.3
84 市庁舎（議場）屋上防水改修工事 東松山市松葉町一丁目地内 平成30年11月14日 平成31年2月15日 株式会社谷田貝組 4,298,400 平成31年2月8日 管財課 70.4
85 ３０市道第２６０７号線ほか（東平ほか）舗装本復旧工事 東松山市大字東平地内ほか 平成30年10月26日 平成31年2月15日 株式会社大野工務所 27,452,520 平成31年2月13日 水道課 78.3
86 ３０市野川浄化センター調整汚泥移送ポンプＮＯ．２修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年10月3日 平成31年2月15日 株式会社ヤマト 4,536,000 平成31年2月13日 下水道課 76.4
87 ３０市道第００３４号線（下唐子）舗装修繕工事 東松山市大字下唐子地内 平成30年11月14日 平成31年2月15日 株式会社興和建設 4,757,400 平成31年2月14日 道路課 78.1
88 ３０県道東松山停車場線ほか２（神明町一丁目ほか）配水管布設工事 東松山市神明町一丁目地内ほか 平成30年10月12日 平成31年2月28日 株式会社大野工務所 15,720,480 平成31年2月15日 水道課 79.2
89 きらめきクラブたかさか増築工事 東松山市大字高坂地内 平成30年8月24日 平成31年2月28日 株式会社森田建設 22,199,400 平成31年2月18日 管財課 81.4
90 きらめきクラブからこ増築工事 東松山市大字新郷地内 平成30年8月24日 平成31年2月28日 株式会社森田建設 15,234,480 平成31年2月18日 管財課 82.8
91 ３０高坂丘陵配水場ＰＣタンク屋根防水工事 東松山市大字旗立台地内 平成30年9月21日 平成31年3月1日 アイシン塗装株式会社 2,619,000 平成31年2月20日 水道課 67.6
92 ３０高坂高区配水場ＰＣタンク屋根防水工事 東松山市大字岩殿地内 平成30年9月21日 平成31年3月8日 アイシン塗装株式会社 2,725,920 平成31年2月20日 水道課 67.6
93 ３０こども動物自然公園（田木）配水管切廻し工事 東松山市大字田木地内 平成30年11月16日 平成31年2月28日 有限会社金子設備 15,221,520 平成31年2月20日 水道課 77.5
94 ３０深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事 東松山市大字西本宿地内 平成30年10月5日 平成31年2月28日 株式会社野口建設 6,313,680 平成31年2月21日 河川課 73.7
95 ３０配水場県水流入流量計更新工事 東松山市大字岩殿地内ほか 平成30年7月25日 平成31年2月28日 田辺電機株式会社 11,826,000 平成31年2月21日 水道課 71.0
96 平野市民活動センター加圧給水ユニット更新工事 東松山市大字東平地内 平成30年11月28日 平成31年3月22日 テラルテクノサービス株式会社　大宮営業所 1,512,000 平成31年2月22日 地域支援課 72.1
97 ３０市野川浄化センター監視制御設備用無停電電源装置修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年12月20日 平成31年2月28日 株式会社日立製作所 2,484,000 平成31年2月22日 下水道課 74.2
98 ３０本町二丁目地内マンホール鉄蓋等修繕工事 東松山市本町二丁目地内 平成30年11月14日 平成31年2月28日 中里建設株式会社 1,620,000 平成31年2月22日 下水道課 67.3
99 ３０市道第２０号線（美土里町ほか）給水管布設替工事 東松山市美土里町地内ほか 平成30年9月3日 平成31年2月28日 株式会社管栄工業 23,108,760 平成31年2月25日 水道課 75.3
100 全国瞬時警報システム受信機更新工事 東松山市松葉町一丁目地内 平成30年8月22日 平成31年2月28日 埼玉田中電気株式会社 2,214,000 平成31年2月25日 危機管理課 69.2
101 松山市民活動センター音響設備改修工事 東松山市松本町一丁目地内 平成30年10月4日 平成31年2月28日 株式会社ヤマト・イズミテクノス 63,605,520 平成31年2月26日 管財課 75.8
102 ３０市道第１２９２号線ほか３（大谷ほか）配水管布設替工事 東松山市大字大谷地内ほか 平成30年10月12日 平成31年2月28日 株式会社大野工務所 30,757,320 平成31年2月27日 水道課 75.9
103 ３０県道深谷東松山線ほか（松葉町二丁目ほか）舗装本復旧工事 東松山市松葉町二丁目地内ほか 平成30年11月16日 平成31年2月28日 株式会社須長建設 16,690,320 平成31年2月27日 水道課 77.6
104 東松山市立松山第一小学校屋内運動場外壁等改修工事 東松山市松葉町一丁目地内 平成30年12月7日 平成31年2月28日 株式会社東武建鉄 18,180,720 平成31年2月27日 管財課 78.4
105 ３０高野橋（下押垂ほか）修繕工事 東松山市大字下押垂地内ほか 平成30年12月5日 平成31年2月28日 株式会社興和建設 15,297,120 平成31年2月27日 道路課 77.1
106 ３０管渠（高坂第一地区）Ｃ工区築造工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年11月12日 平成31年2月28日 株式会社淵上工務店 10,451,160 平成31年2月27日 下水道課 75.5
107 ３０市道第８０号線ほか（下青鳥ほか）舗装本復旧工事 東松山市大字下青鳥地内ほか 平成30年12月7日 平成31年2月28日 株式会社興和建設 32,443,200 平成31年2月27日 水道課 77.7
108 ３０市道第３１０７号線ほか１（松葉町一丁目）舗装本復旧工事 東松山市松葉町一丁目地内 平成30年12月13日 平成31年2月28日 株式会社大野工務所 4,752,000 平成31年2月28日 水道課 74.3
109 ３０市道第８０６２号線（下野本）改良工事 東松山市大字下野本地内 平成30年10月4日 平成31年2月28日 株式会社大野工務所 13,339,080 平成31年2月28日 道路課 76.1
110 ３０環境センター濃縮汚泥掻寄機・前処理設備修繕工事 東松山市大字古凍地内 平成30年8月15日 平成31年3月8日 城山産業株式会社 11,232,000 平成31年3月7日 下水道課 74.8
111 ３０東松山市クリーンセンターごみ供給クレーン整備工事 東松山市大字神戸地内 平成30年7月24日 平成31年3月22日 極東サービス株式会社 10,854,000 平成31年3月7日 廃棄物対策課 67.8
112 ３０環境センター濃縮汚泥槽配管等修繕工事 東松山市大字古凍地内 平成30年12月5日 平成31年3月8日 株式会社あさひテクノ 3,348,000 平成31年3月7日 下水道課 74.8
113 ３０市道第７０号線（今泉ほか）配水管布設工事 東松山市大字今泉地内ほか 平成30年11月22日 平成31年3月22日 有限会社友田商店 8,605,440 平成31年3月8日 水道課 78.6
114 ３０市道第４４２２号線ほか５（石橋）配給水管布設替工事 東松山市大字石橋地内 平成30年9月3日 平成31年3月22日 有限会社飯村設備工業 51,409,080 平成31年3月11日 水道課 77.7
115 ３０市道第２０４０号線（大谷）舗装修繕工事 東松山市大字大谷地内 平成30年12月19日 平成31年3月15日 有限会社小川土木 4,518,720 平成31年3月12日 道路課 76.5
116 ３０市道第４２２８号線（新郷）舗装工事 東松山市大字新郷地内 平成30年12月26日 平成31年3月22日 忠和総合建設業協同組合 1,935,360 平成31年3月12日 道路課 73.8
117 ３０市道第８０６２号線（下野本）給水管布設工事 東松山市大字下野本地内 平成30年12月13日 平成31年3月15日 有限会社友田商店 3,193,560 平成31年3月13日 水道課 74.6
118 ３０九十九川吐口修繕工事 東松山市白山台地内 平成30年12月19日 平成31年3月22日 株式会社須長建設 2,592,000 平成31年3月13日 下水道課 75.8
119 ３０市道第１２号線ほか１（市ノ川）配水管布設工事 東松山市大字市ノ川地内 平成31年1月7日 平成31年3月22日 有限会社金子設備 4,305,960 平成31年3月13日 水道課 75.3
120 北地区体育館空冷式チラーユニット更新等工事 東松山市大字東平地内 平成30年8月10日 平成31年3月22日 株式会社堀田設備工業 73,822,320 平成31年3月14日 管財課 78.6
121 ３０高本山配水場電気設備修繕工事 東松山市大字下唐子地内 平成30年9月12日 平成31年3月22日 株式会社あさひテクノ 11,772,000 平成31年3月14日 水道課 77.1
122 ３０市野川浄化センター遠心濃縮機ＮＯ．１用濃度調節弁コントローラ修繕工事 東松山市山崎町地内 平成30年12月19日 平成31年3月15日 月島テクノメンテサービス株式会社 3,240,000 平成31年3月14日 下水道課 73.0
123 ３０東松山市西本宿不燃物等埋立地浸出水処理施設修繕工事 東松山市大字西本宿地内 平成30年10月18日 平成31年3月22日 株式会社オキナヤ 10,584,000 平成31年3月15日 廃棄物対策課 78.8
124 ３０側溝蓋架渡工事　 東松山市大字石橋地内ほか　 平成30年12月26日 平成31年3月15日 小山土木建設株式会社 1,371,600 平成31年3月15日 道路課 72.2
125 ３０市道第６４２５号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事 東松山市大字上野本地内ほか 平成30年12月25日 平成31年3月22日 株式会社大野工務所 3,456,000 平成31年3月18日 水道課 73.8
126 ２９東松山市農林公園施設整備工事 東松山市大字大谷地内 平成30年8月10日 平成31年3月22日 株式会社淵上工務店 92,983,680 平成31年3月18日 農政課 76.2
127 ３０高坂第一区画配水管布設工事（その４） 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年12月7日 平成31年3月22日 株式会社ナリウチ設備 14,412,600 平成31年3月18日 水道課 70.5
128 高坂駅東口第一地区第３号公園トイレ等新設工事 東松山市大字高坂地内 平成30年9月14日 平成31年3月22日 株式会社あさひテクノ 28,193,400 平成31年3月19日 管財課 77.3
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129 ３０第一浄水場電気計装・設備盤更新等工事　 東松山市大字下唐子地内　 平成30年8月8日 平成31年3月22日 株式会社あさひテクノ 28,836,000 平成31年3月19日 水道課 80.5
130 ３０東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工事（その２） 東松山市大字神戸地内 平成30年9月25日 平成31年3月22日 株式会社協和エクシオ 24,300,000 平成31年3月19日 廃棄物対策課 77.6
131 ３０管渠（美土里町ほか）Ａ工区築造工事 東松山市美土里町地内ほか 平成30年9月10日 平成31年3月22日 株式会社大野工務所 34,701,480 平成31年3月19日 下水道課 80.0
132 ３０高坂第一区画給水管布設工事（その５） 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年12月25日 平成31年3月22日 有限会社金子設備 4,530,600 平成31年3月20日 水道課 76.5
133 ３０県道大谷材木町線ほか（市ノ川ほか）舗装本復旧工事 東松山市大字市ノ川地内ほか 平成31年1月15日 平成31年3月22日 株式会社大野工務所 13,830,480 平成31年3月20日 水道課 79.2
134 ３０水穴配水場配水ポンプ等修繕工事 東松山市大字大谷地内 平成30年8月9日 平成31年3月22日 荏原実業株式会社 17,280,000 平成31年3月20日 水道課 79.7
135 ３０市道第７０７１号線ほか（新宿町ほか）舗装本復旧工事 東松山市新宿町地内ほか 平成31年1月15日 平成31年3月22日 株式会社興和建設 18,684,000 平成31年3月20日 水道課 76.7
136 ３０県道高坂上唐子線ほか（高坂ほか）舗装本復旧工事 東松山市大字高坂地内ほか 平成31年1月30日 平成31年3月22日 株式会社野口建設 4,914,000 平成31年3月20日 下水道課 72.9
137 ３０高坂駅東口第一地区第３号公園整備工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内　 平成30年9月4日 平成31年3月22日 株式会社淵上工務店 98,204,400 平成31年3月22日 都市計画課 78.3
138 ３０環境センター汚泥脱水機修繕工事 東松山市大字古凍地内 平成30年12月21日 平成31年3月22日 株式会社あさひテクノ 4,914,000 平成31年3月22日 下水道課 72.0
139 ３０東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工事（その１） 東松山市大字神戸地内 平成30年8月7日 平成31年3月22日 株式会社タクマ 30,024,000 平成31年3月22日 廃棄物対策課 74.0
140 東松山市保健センター１階健診室系統・健康指導室空調機更新工事 東松山市材木町地内 平成31年1月28日 平成31年3月22日 株式会社あさひテクノ 13,478,400 平成31年3月22日 管財課 79.6
141 ３０市道第２７号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事 東松山市神明町一丁目地内ほか 平成30年11月16日 平成31年3月29日 有限会社金子設備 37,041,840 平成31年3月25日 水道課 76.8
142 ３０公園遊具改修工事 東松山市元宿二丁目地内ほか 平成30年12月28日 平成31年3月28日 株式会社鈴木造園 24,796,800 平成31年3月26日 都市計画課 71.2
143 ３０高坂駅東口第一地区整地造成（Ａ工区）工事 東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業地内 平成30年12月6日 平成31年3月27日 株式会社淵上工務店 13,928,760 平成31年3月26日 高坂区画整理事務所 72.0
144 ３０市道第８１４７号線（今泉）改良工事 東松山市大字今泉地内 平成30年12月26日 平成31年3月29日 株式会社大野工務所 6,433,560 平成31年3月27日 道路課 73.9
145 ２９東松山市農林公園園路等整備工事 東松山市大字大谷地内 平成30年10月5日 平成31年3月29日 伊田テクノス株式会社 123,277,680 平成31年3月28日 農政課 86.0
146 東松山市農林公園農産物加工体験施設等新築工事 東松山市大字大谷地内 平成30年11月2日 平成31年3月28日 株式会社田中工業 131,958,720 平成31年3月28日 農政課 52.5
147 ３０管渠（美土里町）１工区築造工事 東松山市美土里町地内 平成30年12月6日 平成31年3月29日 株式会社中村組 48,301,920 平成31年3月28日 下水道課 72.0
148 ３０市道第７９号線ほか３（上野本）配水管布設替工事 東松山市大字上野本地内 平成30年7月3日 平成31年3月29日 有限会社岡商会 109,218,240 平成31年3月28日 水道課 76.5
149 ３０県道高坂上唐子線ほか２（石橋）送配水管布設替工事 東松山市大字石橋地内 平成30年7月6日 平成31年3月29日 伊田テクノス株式会社 95,189,040 平成31年3月28日 水道課 81.0
150 ３０東部区画整理（山崎町）水路改修工事 東松山市山崎町地内 平成30年12月27日 平成31年3月29日 株式会社須長建設 23,897,160 平成31年3月29日 下水道課 74.3


