
工=工事

番号
入札
月日

入札
方法

工　　事　　名 工事場所 工 事 の 概 要
予定価格

        　（円）
入札
回数

指名業者名 入札額(円)
（落札回数時）

消費税
相当額

契約金額
        　（円）

工期

株式会社　遠藤組 1,500,000

北進工業　株式会社 1,400,000 140,000 1,540,000

株式会社　遠藤組 4,650,000

北進工業　株式会社 4,700,000

天内工業　株式会社 4,580,000

株式会社　吉崎工業所 4,500,000 450,000 4,950,000

株式会社　遠藤組 14,500,000

北進工業　株式会社 14,250,000 1,425,000 15,675,000

久島工業　株式会社 14,400,000

株式会社　遠藤組 3,030,000 303,000 3,333,000

北進工業　株式会社 3,200,000

天内工業　株式会社 3,100,000

株式会社　吉崎工業所 3,080,000

株式会社　遠藤組 1,780,000 178,000 1,958,000

北進工業　株式会社 2,000,000

天内工業　株式会社 1,900,000

株式会社　吉崎工業所 1,850,000

菅原工芸社 1,840,000 184,000 2,024,000

株式会社村田塗料店　北見支店 2,040,000

小野寺電気　株式会社 5,100,000 510,000 5,610,000

桑原電工　株式会社 5,800,000

株式会社　電建 5,780,000

エスケー電気　株式会社 5,600,000

株式会社　遠藤組 28,200,000

北進工業　株式会社 27,600,000 2,760,000 30,360,000

北成建設　株式会社 28,000,000

北洋建設　株式会社 27,900,000

鐘ヶ江建設　株式会社 28,100,000

31,042,000 1
自R02.06.27
至R02.11.30

置戸町
字置戸

ろ過機配管等更新・石油給湯器更新１
式
遠赤暖房機　No.2部品取替　１式

自R02.04.29
至R02.06.30

1

置戸町
字拓殖

舞台吊物装置取替　１式
舞台幕及び照明器具は別途

15,972,000

自R02.05.01
至R02.06.26

工8 6/25 指名
社会資本整備総合交付金事業
町営住宅外壁等改修工事

置戸町
字置戸

川向・新光団地5棟10戸　個別改善
長寿命化改修　屋根塗装　1,179㎡
外壁ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板張 866㎡
木部防腐塗装　410㎡　物置含む
その他下地修繕工事

工2 4/27 5,148,000

令和２年度工事入札結果
（予定価格１３０万円以上の工事の公表です）

工1 4/27 指名 交流促進センター喫煙所設置工事
置戸町
字常元

軽量鉄骨造7.3㎡　束基礎仕様 1,595,000 1

指名 水泳プールろ過機配管等更新工事

工3 5/26 指名 置戸中学校舞台吊物装置取替工事 1
自R02.05.28
至R02.08.07

1
自R02.05.29
至R02.06.30

工7 5/26 指名
置戸浄化センター曝気装置インバーター
取替工事

置戸町
字置戸

1
自R02.05.29
至R02.07.31

工4 5/26 指名 置戸地区水道管取替工事
置戸町
字置戸

林友　ダクタイル鋳鉄管φ150 L=30m
緑栄　ダクタイル鋳鉄管φ100 L=20m

3,388,000

工5 5/26 指名 置戸地区水道管切替工事
置戸町
字拓殖

給水管切替　4箇所

工6 5/26 指名 南ヶ丘公園管理棟外部塗装工事
置戸町
字置戸

管理棟　外壁木塗装 248㎡
屋根塗装　182㎡
正面木手すり一部入替　1式
ベンチ塗装　16台　外

曝気装置インバーター取替　2台
撤去　1台

5,643,000 1
自R02.05.27
至R03.01.29

1,991,000 1
自R02.05.29
至R02.07.31

2,112,000
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入札
月日

入札
方法
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        　（円）
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令和２年度工事入札結果
（予定価格１３０万円以上の工事の公表です）

株式会社　遠藤組 16,400,000

北進工業　株式会社 15,600,000 1,560,000 17,160,000

北成建設　株式会社 16,000,000

北洋建設　株式会社 16,200,000

鐘ヶ江建設　株式会社 15,900,000

株式会社　遠藤組 20,000,000

北進工業　株式会社 18,200,000 1,820,000 20,020,000

北成建設　株式会社 18,800,000

北洋建設　株式会社 19,200,000

鐘ヶ江建設　株式会社 19,600,000

株式会社　遠藤組 2,200,000

北進工業　株式会社 2,000,000 200,000 2,200,000

株式会社　遠藤組 11,120,000

北進工業　株式会社 11,300,000

天内工業　株式会社 11,000,000

株式会社　吉崎工業所 10,970,000 1,097,000 12,067,000

小野寺電気　株式会社 1,240,000 124,000 1,364,000

桑原電工　株式会社 1,350,000

株式会社　電建 1,368,000

小野寺電気　株式会社 890,000 89,000 979,000

桑原電工　株式会社 1,050,000

株式会社　電建 1,100,000

株式会社　遠藤組 40,100,000

北進工業　株式会社 39,200,000 3,920,000 43,120,000

五十嵐建設　株式会社 39,500,000

北成建設　株式会社 39,700,000

鐘ヶ江建設　株式会社 39,300,000

20,449,000

工9 7/27 指名 中央公民館屋根等改修工事
置戸町
字置戸

勾配屋根塗装　1,980㎡
陸屋根塗装　651㎡
銅板破風成型修繕　74m
トップライトカバー工法　4箇所

1

17,655,000 1
自R02.07.30
至R02.11.13

工10 7/27 指名
社会資本整備総合交付金事業
特定公共賃貸住宅外壁等改修工事

置戸町
字置戸

若木シングルピア'93 2棟8戸
個別改善　長寿命化

屋根塗装　535㎡
外壁ガルバリウム鋼板張り　720㎡
木部防腐塗装　60㎡　（物置含む）
その他下地修繕工事

自R02.07.30
至R02.09.30

工11

1
自R02.07.30
至R02.11.30

7/27 指名 交流促進センター風除室等設置工事
置戸町
字常元

風除サッシ設置
H3,200、W5,420m×D3,000m
RC階段設置 W2.0m　2箇所

2,321,000

工12 8/6 指名 老人ホーム便所改修工事
置戸町
字拓殖

特別養護老人ホーム緑清園
１階職員便所改修　１式

養護老人ホーム常楽園
２階ナラ棟　洋式入替　２箇所

12,441,000 1
自R02.08.08
至R02.09.30

工13 8/6 指名 コミュニティホール高天井ＬＥＤ化工事
置戸町
字置戸

コミュニティホール高天井
ダウンライトＬＥＤ器具交換　６基

1,375,000 1
自R02.08.07
至R02.09.18

工14 8/6 指名 老人ホーム停電切替設備工事
置戸町
字拓殖

1階食堂・厨房・娯楽室
電灯・動力停電時切替設備　１式

1,023,000 1
自R02.08.07
至R02.09.30

工15 8/6 指名 橋梁長寿命化修繕工事（中里大橋）
置戸町
字中里

舗装打換え工 車道460㎡ 歩道107㎡
橋面防水工　614㎡   縁石工61m
区画線工 実線126m　破線32m
伸縮継手工　3箇所
ひび割れ補修工　1式
断面修復工　1式
銘板工　3枚
橋梁塗装工 1式
橋梁用防護柵工　1式

44,264,000 1
自R02.08.08
至R03.02.19
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株式会社　遠藤組 4,800,000

北進工業　株式会社 4,500,000 450,000 4,950,000

久島工業　株式会社 4,700,000

株式会社　遠藤組 9,400,000 940,000 10,340,000

北進工業　株式会社 9,500,000

久島工業　株式会社 9,550,000

小野寺電気　株式会社 2,300,000 230,000 2,530,000

桑原電工　株式会社 2,630,000

エスケー電気　株式会社 2,610,000

小野寺電気　株式会社 1,500,000 150,000 1,650,000

桑原電工　株式会社 1,690,000

エスケー電気　株式会社 1,680,000

株式会社　遠藤組 1,280,000 128,000 1,408,000

北進工業　株式会社 1,300,000

三共舗道　株式会社 9,600,000 960,000 10,560,000

北海ロード　株式会社 9,650,000

河西建設　株式会社 9,700,000

株式会社　円輪建設 9,700,000

小野寺電気　株式会社 3,220,000 322,000 3,542,000

桑原電工　株式会社 3,460,000

エスケー電気　株式会社 4,330,000

小野寺電気　株式会社 3,080,000 308,000 3,388,000

桑原電工　株式会社 4,080,000

エスケー電気　株式会社 4,290,000

株式会社　遠藤組 1,250,000 125,000 1,375,000

北進工業　株式会社 1,300,000

株式会社　遠藤組 5,550,000 555,000 6,105,000

北進工業　株式会社 5,600,000

久島工業　株式会社 5,650,000

株式会社　遠藤組 3,700,000 370,000 4,070,000

北進工業　株式会社 3,800,000

小野寺電気　株式会社 1,380,000 138,000 1,518,000

桑原電工　株式会社 1,510,000

株式会社　電建 1,490,000

4,092,000 1
自R02.12.29
至R03.02.26

工27 12/25 指名 勝山地区雨水対策工事
置戸町
字勝山

暗渠排水管　　　　L=2.52m
集水桝　　　　　　　2基
植生土のう水路　 Ｌ＝1.50m

自R02.10.28
至R02.11.30

工26 10/23 指名 碧水川連結ブロック等改修工事
置戸町
字豊住

護岸ブロック改修工　その１　L=7.00ｍ
護岸ブロック改修工　その２　L=45.00ｍ

6,270,000 1
自R02.10.28
至R03.01.29

1
自R02.10.27
至R02.11.30

工25 10/23 指名 秋田地区住民センター倉庫増築工事
置戸町
字秋田

倉庫増築　9.7㎡
内部木製棚設置　照明移設外

1,441,000 1

3,553,000 1
自R02.10.27
至R02.11.30

工24 10/23 指名 中央公民館無線LAN整備工事
置戸町
字置戸

無線LAN整備　１式
アクセスポイント１０箇所

3,399,000

工23 10/23 指名 若者交流センター無線LAN整備工事
置戸町
字置戸

共用廊下　無線LAN整備　１式

工17 9/7 指名 ワカサギ孵化放流施設改修工事
置戸町
字常元

管理棟　木造上屋　38.8㎡解体
孵化池棟　脱着式窓塞ぎ　１２箇所
内外壁補修　１式

5,203,000 1
自R02.09.10
至R02.11.20

工18 9/7 指名 職員住宅改修工事
置戸町
字置戸

宮下職員住宅　外部１棟分、内部１戸
分　76.95㎡
外部改修　屋根塗装　235㎡　壁断熱
塗装 108㎡
内部改修　ブラストサッシ設置、床フ
ローリング張、住宅設備入替

10,527,000 1
自R02.09.10
至R02.11.30

工19 9/7 指名 特定優良賃貸住宅調理器ＩＨ化工事
置戸町
字置戸

特優賃　単身者住宅３団地（若木・川
向・若松）　計６棟２４戸
ラジエントヒーターからＩＨヒーターに交
換　２４台

2,640,000 1
自R02.09.08
至R02.11.10

工20 9/7 指名 道路灯ＬＥＤ化工事
置戸町
一円

道路灯　１３基　ＬＥＤ化 1,694,000 1
自R02.09.08
至R02.11.27

舗装修繕　Ｌ＝200m 10,681,000

工21 9/7 指名 拓実地区雨水対策工事
置戸町
字拓実

路面排水版　Ｌ＝5.75m
現場打法面水路　Ｌ＝3.05m

1
自R02.09.11
至R02.11.13

1,496,000 1
自R02.09.10
至R02.10.30

工22 9/7 指名 町道置戸川南境野線道路舗装修繕工事
置戸町
字置戸

1,540,000 1
自R03.02.10
至R03.03.19

工28 2/9 指名 地域福祉センター停電切替設備工事
置戸町
字置戸

事務室及び日常動作・機能回復訓練
室の電灯停電時切替設備　１式
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小野寺電気　株式会社 4,700,000 470,000 5,170,000

桑原電工　株式会社 5,060,000

株式会社　電建 4,800,000

エスケー電気　株式会社 4,910,000

株式会社　遠藤組 38,000,000

北進工業　株式会社 37,500,000

天内工業　株式会社 37,700,000

株式会社　吉崎工業所 37,200,000 3,720,000 40,920,000

※工事16号は見積もり合わせのため記載せず

1
自R03.03.10
至R03.08.31

5,280,000 1
自R03.03.09
至R03.08.31

工30 3/8 指名
勝山温泉ゆぅゆ周辺整備事業　機械設備
工事

置戸町
字常元

トレーラーハウス５台設置に係る付帯機
械設備工事

屋外給排水設備　１式、浄化槽・中継ポ
ンプ槽設置　各１カ所

付帯外構　現場打ち土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　５カ
所

41,778,000

工29 3/8 指名
勝山温泉ゆぅゆ周辺整備事業　電気設備
工事

置戸町
字常元

トレーラーハウス５台設置に係る付帯電
気設備工事

本体電源供給、ｲﾝﾀｰﾎﾝ、ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ
設置５台分

浄化槽・中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽の一次側電源供
給


