
備考

落札

※同額がある場合の順位については抽選により決定している。

¥ 196,900,000-彦建設㈱･ ㈲佐々木建設･ ㈱和田工務店
構成員及び
構成員の住所は別添

特定建設工事共同企業体

¥ 197,340,000-笹倉建設㈱･ ㈱岡建設･ ㈱上北建設運輸
構成員及び
構成員の住所は別添

特定建設工事共同企業体

¥ 188,100,000-東北建設㈱･ ㈱桜井組･ ㈱岡山起業
構成員及び
構成員の住所は別添

特定建設工事共同企業体

岩渡沢川改修（1工区）工事

岩渡沢川改修（1工区）工事

岩渡沢川改修（1工区）工事

㈱中村建設工業･ 東管工業㈱･ ㈲信栄工業

執行 入札執行者
建設課　課長東北町　副町長

令和3年9月27日

第3-1-25号

履行期限

入札業者

1

2

¥ 192,500,000-構成員及び
構成員の住所は別添

入札金額
【消費税込み】

                   　（単位：円）

予定価格
【消費税込み】

岩渡沢川改修（1工区）工事

工事場所

令和5年1月31日

¥ 192,676,000-

岩渡沢川改修（1工区）工事

特定建設工事共同企業体

東北町字　大沢　地内

附 田 誠 吾沼 尾 啓 吉
立会者

入　開　札　一　覧　表     （条件付き一般競争入札）
工事番号

工事名

4

3



工事番号

事 業 名

工事場所

№

代表取締役 中村　やす子

代表取締役 蛯沢宮行

代表取締役 岡山重信

代表取締役 本間正信

代表取締役 岡山　孝

代表取締役 立崎義忠

代表取締役 蛯沢公洋

代表取締役 櫻井正明

代表取締役 岡山武彦

代表取締役 甲地繁彦

代表取締役 佐々木　勝

代表取締役 和田代作

㈱和田工務店

岩渡沢川改修（1工区）工事

彦建設㈱･ ㈲佐々木建設･ ㈱和田工務店

特定建設工事共同企業体

岩渡沢川改修（1工区）工事

笹倉建設㈱･ ㈱岡建設･ ㈱上北建設運輸

特定建設工事共同企業体

特定建設工事共同企業体

共同企業体の名称 企業体構成員

第3-1-25号

業者一覧表

岩渡沢川改修（1工区）工事

東北町字　大沢　地内

（代表）

東北町字中村道ノ下2-3

㈱中村建設工業

東北町字柳沢59－21

東管工業㈱

東北町字滝沢平2-1744

東北町字外蛯沢後久保261-1

㈲信栄工業

（代表） 笹倉建設㈱

（代表）

㈱岡建設

東北建設㈱

東北町大字上野字下田133-1

東北町字塔ノ沢山1

㈱上北建設運輸

東北町字塔ノ沢山315-3

1

岩渡沢川改修（1工区）工事

㈱中村建設工業･ 東管工業㈱･ ㈲信栄工業

特定建設工事共同企業体

2

（代表） 彦建設㈱

東北町大字大浦字立野66-12

㈲佐々木建設

東北町字往来ノ上79

4

東北町大字大浦字一本松179－2

3

東北町字漆玉27－3

㈱岡山起業

岩渡沢川改修（1工区）工事

東北建設㈱･ ㈱桜井組･ ㈱岡山起業

東北町字ほとけ沢32-2

㈱桜井組
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備考

落札

※同額がある場合の順位については抽選により決定している。

4

3

附 田 誠 吾沼 尾 啓 吉
立会者

入　開　札　一　覧　表     （条件付き一般競争入札）
工事番号

工事名

予定価格
【消費税込み】

岩渡沢川改修（2工区）工事

工事場所

令和5年1月31日

¥ 166,716,000-

岩渡沢川改修（2工区）工事

特定建設工事共同企業体

東北町字　大沢　地内

入札業者

1

2

¥ 158,950,000-構成員及び
構成員の住所は別添

入札金額
【消費税込み】

                   　（単位：円）

㈱中村建設工業･ 東管工業㈱･ ㈲信栄工業

執行 入札執行者
建設課　課長東北町　副町長

令和3年9月27日

第3-1-26号

履行期限

岩渡沢川改修（2工区）工事

岩渡沢川改修（2工区）工事

岩渡沢川改修（2工区）工事

¥ 170,610,000-笹倉建設㈱･ ㈱岡建設･ ㈱上北建設運輸
構成員及び
構成員の住所は別添

特定建設工事共同企業体

¥ 166,650,000-東北建設㈱･ ㈱桜井組･ ㈱岡山起業
構成員及び
構成員の住所は別添

特定建設工事共同企業体

¥ 169,400,000-彦建設㈱･ ㈲佐々木建設･ ㈱和田工務店
構成員及び
構成員の住所は別添

特定建設工事共同企業体



工事番号

事 業 名

工事場所

№

代表取締役 中村　やす子

代表取締役 蛯沢宮行

代表取締役 岡山重信

代表取締役 本間正信

代表取締役 岡山　孝

代表取締役 立崎義忠

代表取締役 蛯沢公洋

代表取締役 櫻井正明

代表取締役 岡山武彦

代表取締役 甲地繁彦

代表取締役 佐々木　勝

代表取締役 和田代作

3

東北町字漆玉27－3

㈱岡山起業

岩渡沢川改修（2工区）工事

東北建設㈱･ ㈱桜井組･ ㈱岡山起業

東北町字ほとけ沢32-2

㈱桜井組

4

東北町大字大浦字一本松179－2

（代表） 彦建設㈱

東北町大字大浦字立野66-12

㈲佐々木建設

東北町字往来ノ上79

東北町字塔ノ沢山315-3

1

岩渡沢川改修（2工区）工事

㈱中村建設工業･ 東管工業㈱･ ㈲信栄工業

特定建設工事共同企業体

2

（代表）

㈱岡建設

東北建設㈱

東北町大字上野字下田133-1

東北町字塔ノ沢山1

㈱上北建設運輸

（代表）

東北町字中村道ノ下2-3

㈱中村建設工業

東北町字柳沢59－21

東管工業㈱

東北町字滝沢平2-1744

東北町字外蛯沢後久保261-1

㈲信栄工業

（代表） 笹倉建設㈱

共同企業体の名称 企業体構成員

第3-1-26号

業者一覧表

岩渡沢川改修（2工区）工事

東北町字　大沢　地内

笹倉建設㈱･ ㈱岡建設･ ㈱上北建設運輸

特定建設工事共同企業体

特定建設工事共同企業体

岩渡沢川改修（2工区）工事

岩渡沢川改修（2工区）工事

彦建設㈱･ ㈲佐々木建設･ ㈱和田工務店

特定建設工事共同企業体

㈱和田工務店
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