
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 15,100,000

北進工業　株式会社 14,800,000 1,480,000 16,280,000

北成建設　株式会社 15,200,000

北洋建設　株式会社 15,200,000

鐘ヶ江建設　株式会社 15,000,000

株式会社　遠藤組 4,700,000

北進工業　株式会社 4,400,000 440,000 4,840,000

天内工業　株式会社 4,700,000

株式会社　吉崎工業所 4,500,000

株式会社　遠藤組 1,480,000 148,000 1,628,000

北進工業　株式会社 1,500,000

株式会社　遠藤組 1,680,000

北進工業　株式会社 1,650,000

天内工業　株式会社 1,700,000

株式会社　吉崎工業所 1,630,000 163,000 1,793,000

株式会社　遠藤組 19,530,000 1,953,000 21,483,000

北進工業　株式会社 19,600,000

天内工業　株式会社 19,800,000

株式会社　吉崎工業所 19,950,000

株式会社　遠藤組 31,800,000

北進工業　株式会社 31,000,000 3,100,000 34,100,000

北成建設　株式会社 31,200,000

北洋建設　株式会社 31,400,000

鐘ヶ江建設　株式会社 31,500,000

株式会社　遠藤組 18,200,000

北進工業　株式会社 17,600,000 1,760,000 19,360,000

北成建設　株式会社 17,800,000

北洋建設　株式会社 18,200,000

鐘ヶ江建設　株式会社 17,900,000

小野寺電気　株式会社 30,800,000 3,080,000 33,880,000

桑原電工　株式会社 34,100,000

株式会社　電建 36,020,000

エスケー電気　株式会社 32,000,000

株式会社　でんこう　北見支店 34,250,000

自R03.07.06
至R03.10.29

工8 7/2 指名 秋田浄水場計装設備取替工事
置戸町
字秋田

前PAC注入機 1基　前ソーダ注入機 1
基
後ソーダ注入機 1基
 前中次亜注入機 1基
原水濁度計 1台 原水色度計 1台

34,716,000 1
自R03.07.06
至R03.12.17

1
自R03.07.  6
至R03.10.29

工7 7/2 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

新光団地3棟6戸（H10建設）個別改善
長寿命化改修
屋根塗装 750㎡，外壁ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
張 539.7㎡
木部防腐塗装 246.2㎡　物置含む。
その他下地修繕工事

19,822,000 1

工6 7/2 指名 中央公民館外壁改修工事
置戸町
字置戸

外壁クラック補修 929m、一部高圧洗浄
の上、各所塗装工事
吹付タイル塗装面　模様付 797㎡　上
塗り 1,594㎡
リシン塗装面 リシン吹付 82.6㎡、鉄部
塗装面 106㎡外

34,870,000

1
自R03.05.14
至R03.07.30

令和３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）

16,654,000 1
自R03.05.14
至R03.08.27

工2 5/11
置戸町
字置戸

ダクタイル鋳鉄管　φ150　Ｌ＝90ｍ 4,994,000

工１ 5/11 指名 勝山温泉ゆぅゆ周辺整備事業外構工事
置戸町
字常元

舗装工　550㎡　駐車場舗装工　260㎡
暗渠排水管　裾付波状管　15ｍ
円型水路　48ｍ　円型側溝　25ｍ
給油設備工　1式　電気設備付帯工　１
式

指名

1,859,000

工3 6/7 指名 拓実地区雨水対策
置戸町
字拓殖

路面排水版　L=5.75ｍ
現場打法面水路　L=4.35ｍ

調理室　既設ダクト撤去後排気ファン2
台取付
ライニング　１ヶ所　壁・巾木貼替　下地
共

置戸地区水道管漏水修繕工事

1

1,694,000 1
自R03.06.10
至R03.08.27

工4 6/7 指名 学校給食センター調理室改修工事
置戸町
字置戸

自R03.06.10
至R03.09.24

1
自R03.06.09
至R03.08.16

工5 6/7 指名 境野高台地区水道管取替工事
置戸町
字境野

ポリエチレン管　φ50　L=545ｍ
既設分水栓切替　７箇所

21,923,000
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株式会社　遠藤組 26,500,000 2,650,000 29,150,000

北進工業　株式会社 27,000,000

北成建設　株式会社 27,200,000

北洋建設　株式会社 27,500,000

鐘ヶ江建設　株式会社 27,780,000

株式会社　遠藤組 19,200,000

北進工業　株式会社 18,800,000 1,880,000 20,680,000

北成建設　株式会社 19,000,000

北洋建設　株式会社 19,100,000

鐘ヶ江建設　株式会社 19,200,000

小野寺電気　株式会社 1,930,000 193,000 2,123,000

桑原電工　株式会社 2,180,000

株式会社　電建 2,160,000

菅原工芸社 3,300,000 330,000 3,630,000

株式会社　村田塗料店 3,600,000

株式会社　遠藤組 1,900,000

北進工業　株式会社 1,700,000 170,000 1,870,000

株式会社　遠藤組 3,940,000

北進工業　株式会社 3,900,000

天内工業　株式会社 3,870,000

株式会社　吉崎工業所 3,800,000 380,000 4,180,000

株式会社　遠藤組 5,150,000

北進工業　株式会社 5,100,000

天内工業　株式会社 5,000,000

株式会社　吉崎工業所 4,970,000 497,000 5,467,000

小野寺電気　株式会社 2,000,000 200,000 2,200,000

桑原電工　株式会社 2,410,000

株式会社　電建 2,380,000

小野寺電気　株式会社 3,380,000 338,000 3,718,000

桑原電工　株式会社 3,590,000

株式会社　電建 3,630,000

三共舗道株式会社 10,900,000 1,090,000 11,990,000

北海ロード株式会社 10,950,000

河西建設　株式会社 11,000,000

株式会社　円輪建設 11,080,000

株式会社　遠藤組 51,800,000

北進工業　株式会社 50,900,000 5,090,000 55,990,000

五十嵐建設　株式会社 51,500,000

北成建設　株式会社 51,300,000

鐘ヶ江建設　株式会社 51,500,000

1
自R03.10.08
至R04.03.18

12,320,000 1
自R03.10.01
至R03.11.30

工１９ 9/28 指名 橋梁長寿命化修繕工事（七尾橋）
置戸町
字置戸

舗装打換え工　307㎡
橋面防水工　　 307㎡
支承補修工　       １式
ひび割れ補修工   1式
断面補修工　　  　 1式
橋梁塗装工        　1式
根固めブロック工　1式

57,123,000

工１８ 9/28 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

舗装修繕　Ｌ＝2２０m

自R03.09.29
至R03.11.30

工１７ 9/26 指名 中央公民館停電切替設備設置工事
置戸町
字置戸

停電時切替設備　１式
発電機　１１．５ｋｗ　１台、
接続ケーブル製作込み

3,762,000 1
自R03.09.29
至R03.12.15

1
自R03.10.01
至R03.11.30

工１６ 9/26 指名 川向住民センター停電切替設備工事
置戸町
字置戸

停電時切替設備　１式
発電機　６．３ｋｗ　１台、
接続ケーブル製作込み

2,266,000 1

4,356,000 1
自R03.10.01
至R03.11.12

工１５ 9/28 指名
特別養護老人ホーム地下タンク改修工
事

置戸町
字拓殖

特別養護老人ホーム
地下埋設オイルタンク　貯油容量　１６
KL
FRPライニング工事　１式

5,698,000

工１４ 9/28 指名 町営住宅換気設備設置工事
置戸町
字拓殖

大美団地　H5年度建設　３LDK　４棟８
戸
２４時間換気設備設置　ロスナイ１台、
パイプファン３台　　４台／戸

1,969,000 1
自R03.09. 01
至R03.09.30

工13 8/26 指名
置戸町ファミリースポーツセンター外壁改
修工事

置戸町
字置戸

金属サイディング張り　ｔ18　32㎡

自R03.08. 28
至R03.09.27

工12 8/26 指名
勝山温泉ゆぅゆ周辺整備事業　看板等塗
装工事

置戸町
字常元

各所塗装工事、サイン看板更新１式
東屋屋根・壁塗装　１式外

3,696,000 1
自R03.08. 27
至R03.09.27

1
自R03.09. 01
至R03.11.30

工11 8/26 指名
勝山温泉ゆぅゆ周辺整備事業　外灯更新
工事

置戸町
字常元

外灯４基の玉交換、フットライト６灯入替
コテージポーチ灯４灯入替

2,167,000 1

29,810,000 1
自R03.08. 28
至R03.11.30

工10 8/26 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

特公賃　川向団地2棟8戸（Ｈ8建設）個
別改善　長寿命化
屋根塗装 535㎡　外壁ガルバリウム鋼
板張　720㎡
木部防腐塗装（物置含む）　60㎡　その
他下地修繕工事

21,076,000

工9 8/26 指名 川向住民センター駐車場舗装工事
置戸町
字置戸

路盤工　Ａ＝1,870㎡
舗装工　Ａ＝3,141㎡
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小野寺電気　株式会社 1,400,000 140,000 1,540,000

桑原電工　株式会社 1,460,000

株式会社　電建 1,660,000

株式会社　遠藤組 2,300,000 230,000 2,530,000

北進工業　株式会社 2,350,000

小野寺電気　株式会社 5,200,000 520,000 5,720,000

桑原電工　株式会社 5,500,000

株式会社　電建 5,740,000

エスケー電気　株式会社 5,620,000

株式会社　遠藤組 3,100,000

北進工業　株式会社 3,050,000 305,000 3,355,000

3,498,000
自R04.02.23
至R04.03.22

工２３ 2/18 指名 置戸小学校物品庫改修工事
置戸町
字置戸

置戸小学校物品庫改修
既存木棚撤去、内装改修1式
熱交換型換気扇入替　1式　外

5,962,000 1
自R04.01.28
至R04.03.22

工２２ 1/27 指名
置戸浄化センター汚泥脱水装置改修工
事

置戸町
字置戸

汚泥脱水装置改修　1式

1
自R03.12.07
至R04.02.25

1,617,000 1
自R03.12.04
至R04.01.31

工２１ 12/2 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　L=15.00m 2,596,000

工２０ 12/2 指名 学校施設保健室エアコン設置工事
置戸町
字置戸・

拓殖

置戸小学校、置戸中学校　保健室
冷暖房エアコン設置3.4


