
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 8,500,000

北進工業　株式会社 8,600,000

天内工業　株式会社 8,690,000

株式会社　吉崎工業所 8,450,000 845,000 9,295,000

株式会社　遠藤組 3,950,000

北進工業　株式会社 3,900,000

天内工業　株式会社 3,980,000

株式会社　吉崎工業所 3,830,000 383,000 4,213,000

株式会社　遠藤組 7,500,000

北進工業　株式会社 7,000,000 700,000 7,700,000

久島工業　株式会社 7,200,000

株式会社　遠藤組 10,800,000

北進工業　株式会社 10,300,000 1,030,000 11,330,000

北洋建設　株式会社 10,800,000

北成建設　株式会社 10,500,000

鐘ヶ江建設　株式会社 10,600,000

株式会社　遠藤組 38,100,000 3,810,000 41,910,000

北進工業　株式会社 38,800,000

天内工業　株式会社 38,600,000

株式会社　吉崎工業所 38,500,000

令和４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 4/26 指名 老人ホーム空調設置工事
置戸町
字拓殖

緑清園ホール、常楽園食堂　置型エア
コン２台及び緑清園食堂　壁付エアコン
２台計４台　設置

9,559,000 1
自R04.04.29
至R04.06.30

工2 4/26 指名 置戸水泳プール漏水修繕工事
置戸町
字置戸

地下RC槽パラテックス防水　30㎡
水槽接続部及び外部配水管調査・修
繕　一式

4,345,000 1
自R04.04.29
至R04.06.30

11,616,000

工3 4/26 指名 秋田地区住民センター屋根改修工事
置戸町
字秋田

屋根塗装　810㎡、一部東側板金張替
101㎡
木窓防腐塗装、基礎水切塗装一式　外

1

7,909,000 1
自R04.04.29
至R04.06.30

工4 4/26 指名
交流促進センター周辺環境整備事業
外構工事

置戸町
字常元

RVパーク　４台分及び遊歩道　49.2ｍ
新設　その他　吹付芝600㎡、公衆便所
外部塗装一式、浄化槽整備

自R04.04.29
至R04.08.31

1
自R04.04.29
至R04.07.29

工5 4/26 指名 境野高台地区水道管取替工事
置戸町
字境野

水道用ゴム輪形ポリ塩化ビニル管
φ＝75㎜　Ｌ＝107ｍ
水道用ゴム輪形ポリ塩化ビニル管
φ＝50㎜　Ｌ＝29ｍ
水道用ポリエチレン管
φ＝50㎜　Ｌ＝30.3ｍ
水道用ポリエチレン管
φ＝30㎜　Ｌ＝193.5ｍ

42,823,000



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
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        　（円）

工期

令和４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 12,200,000

北進工業　株式会社 11,900,000 1,190,000 13,090,000

久島工業　株式会社 1,200,000

株式会社　遠藤組 1,900,000

北進工業　株式会社 1,800,000

天内工業　株式会社 1,850,000

株式会社　吉崎工業所 1,750,000 175,000 1,925,000

株式会社　遠藤組 3,670,000

北進工業　株式会社 3,600,000

天内工業　株式会社 3,650,000

株式会社　吉崎工業所 3,530,000 353,000 3,883,000

株式会社　遠藤組 5,700,000 570,000 6,270,000

北進工業　株式会社 5,900,000

天内工業　株式会社 5,880,000

株式会社　吉崎工業所 5,800,000

株式会社　遠藤組 41,600,000

北進工業　株式会社 40,800,000 4,080,000 44,880,000

北洋建設　株式会社 41,600,000

北成建設　株式会社 41,400,000

鐘ヶ江建設　株式会社 41,500,000

株式会社　遠藤組 15,600,000

北進工業　株式会社 15,100,000 1,510,000 16,610,000

北洋建設　株式会社 15,400,000

北成建設　株式会社 15,300,000

鐘ヶ江建設　株式会社 15,400,000

自R04.06.02
至R04.07.29

工9 5/30 指名 境野高台地区給水管布設工事
置戸町
字境野

水道用ポリエチレン管　φ＝20㎜
Ｌ＝130ｍ
水道用ポリエチレン管　φ＝30㎜
Ｌ＝10ｍ
水道用ポリエチレン管　φ＝40㎜
Ｌ＝140ｍ

6,402,000 1
自R04.06.02
至R04.09.30

1
自R04.06.02
至R04.08.16

工8 5/30 指名 地域福祉センター厨房空調更新工事
置戸町
字置戸

厨房空調設備更新　天吊型パッケージ
エアコン　１式
※既存残しの独立回路とする。

3,993,000 1

13,453,000 1
自R04.06.02
至R04.08.16

工7 5/30 指名
学校給食センタープレハブ冷蔵庫更新
工事

置戸町
字置戸

プレハブ冷蔵庫改修
ユニットクーラー及び室外機更新　１式

1,991,000

工6 5/30 指名 置戸小学校舞台吊物装置取替工事
置戸町
字置戸

置戸小学校　体育館舞台吊物装置　更
新一式　外

工10 6/30 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　7棟14戸（H11～H13建設）
個別改善　長寿命化改修
屋根塗装1,569㎡　外壁ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
張　1,160㎡
木部防腐塗装　462㎡　物置含む
その他下地修繕工事

46,068,000 1
自R04.07.05
至R04.11.30

工1１ 6/30 指名 置戸小学校屋根改修工事
置戸町
字置戸

校舎棟吹抜廊下　勾配屋根板金張替
451㎡
一部屋根塗装　260㎡
廊下取合いシート防水張替　128㎡

17,028,000 1
自R04.07.05
至R04.09.30
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入札
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工　　事　　名 工事場所 工 事 の 概 要
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        　（円）
入札
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指名業者名 入札額(円)
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令和４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 8,250,000

北進工業　株式会社 8,000,000 800,000 8,800,000

北洋建設　株式会社 8,400,000

北成建設　株式会社 8,200,000

鐘ヶ江建設　株式会社 8,300,000

小野寺電気　株式会社 27,700,000 2,770,000 30,470,000

桑原電工　株式会社 29,980,000

株式会社　電建 29,660,000

エスケー電気　株式会社 30,250,000

株式会社　でんこう　北見支店 30,250,000

小野寺電気　株式会社 41,000,000 4,100,000 45,100,000

桑原電工　株式会社 45,000,000

株式会社　電建 44,300,000

エスケー電気　株式会社 44,900,000

株式会社　でんこう　北見支店 44,600,000

株式会社　遠藤組 6,500,000

北進工業　株式会社 6,200,000 620,000 6,820,000

北洋建設　株式会社 6,400,000

北成建設　株式会社 6,400,000

鐘ヶ江建設　株式会社 6,300,000

6,996,000 1
自R04.08.03
至R04.10.31

工１５ 7/29 指名 養護老人ホーム避難経路改修工事
置戸町
字拓殖

養護老人ホーム　屋外避難経路改修
1式
鉄部塗装　690㎟
土間スロープモルタル　140㎡　外

工1２ 6/30 指名 町道秋田留辺蘂線改修工事
置戸町
字秋田

プレキャスト擁壁
350×240×200ｃｍ　Ｌ＝6.0ｍ
ふとんかご　パネルタイプ
50×120×200ｃｍ　Ｌ＝42.0ｍ
二重ふとんかご
50×120×200ｃｍ　Ｌ＝24.0ｍ

9,009,000 1
自R04.07.05
至R04.09.30

工１３ 6/30 指名 秋田浄水場計装設備取替工事
置戸町
字秋田

凝集沈澱設備制御盤　1式
活性炭設備制御盤　1式
急速ろ過設備制御盤　1式
薬品注入設備制御盤　1式
計装盤　１式
沈殿槽側盤　1式
ポンプ機側盤　1式
ろ過機機側板　1式
薬注機側盤　1式

31,482,000 1
自R04.07.02
至R05.03.10

47,993,000 1
自R04.07.02
至R05.03.10

工１４ 6/30 指名
常盤地区農業水路等長寿命化・防災減
災事業　営農用水施設設備改修工事

置戸町
字常盤

機械設備
（揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　２台　配管設備　１式）
電気計装設備
（揚水機器　1式　取水井　1式　配水池
1式　量水器室　1式）



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
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        　（円）
入札
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令和４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 9,200,000

北進工業　株式会社 8,950,000 895,000 9,845,000

北洋建設　株式会社 9,100,000

北成建設　株式会社 9,000,000

鐘ヶ江建設　株式会社 9,200,000

株式会社　遠藤組 11,900,000

北進工業　株式会社 11,500,000 1,150,000 12,650,000

天内工業　株式会社 11,900,000

株式会社　吉崎工業所 11,800,000

小野寺電気　株式会社 10,700,000 1,070,000 11,770,000

桑原電工　株式会社 12,200,000

株式会社　電建 12,120,000

エスケー電気　株式会社 12,140,000

株式会社　遠藤組 9,480,000 948,000 10,428,000

北進工業　株式会社 9,600,000

久島工業　株式会社 9,650,000

三共舗道株式会社 26,650,000 2,665,000 29,315,000

北海ロード株式会社 26,800,000

河西建設　株式会社 26,900,000

株式会社　円輪建設 27,000,000

小野寺電気　株式会社 13,100,000 1,310,000 14,410,000

桑原電工　株式会社 15,380,000

株式会社　電建 14,550,000

エスケー電気　株式会社 14,950,000

自R04.09.07
至R04.11.30

1
自R04.09.09
至R04.11.30

工２１ 9/5 指名
交流促進センター周辺環境整備事業
光配線工事

置戸町
字常元

勝山農村公園内の光回線・WiFi環境整
備　１式

14,498,000 1

10,494,000 1
自R04.09.08
至R04.11.11

工２０ 9/5 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＝５８０m 29,920,000

工１９ 9/5 指名 旧勝山寿の家解体工事
置戸町
字勝山

S52年度建設　木造平屋　187.65㎡
解体工事　一式
アスベスト含有建材　撤去・処分共、含
有調査済

1
自R04.08.02
至R04.10.31

自R04.08.03
至R04.10.31

工１８ 7/29 指名 住民センターエアコン設置工事
置戸町

字置戸外

川向住民センター、拓殖住民センター２
施設の換気機能付き冷暖房エアコン取
付　計１６台

12,078,000

1
自R04.08.03
至R04.11.18

工17 7/29 指名 公民館空調設備工事
置戸町

字置戸外

中央公民館・境野公民館・秋田地区住
民センター３施設の換気機能付き冷暖
房エアコン取付　計14台

12,969,000 1

工１６ 7/29 指名 置戸地区排水管移設工事
置戸町
字置戸

鉄筋コンクリート管1種　φ1,000㎜
L=50m
プレキャスト集水桝　1,900型
2箇所

10,098,000
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工　　事　　名 工事場所 工 事 の 概 要
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        　（円）
入札
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令和４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）

小野寺電気　株式会社 1,600,000 160,000 1,760,000

桑原電工　株式会社 2,360,000

株式会社　電建 2,180,000

エスケー電気　株式会社 2,560,000

小野寺電気　株式会社 6,340,000 634,000 6,974,000

桑原電工　株式会社 7,180,000

株式会社　電建 7,030,000

エスケー電気　株式会社 6,920,000

株式会社　遠藤組 19,200,000

北進工業　株式会社 18,100,000 1,810,000 19,910,000

久島工業　株式会社 19,000,000

株式会社　遠藤組 45,000,000

北進工業　株式会社 44,000,000 4,400,000 48,400,000

五十嵐建設　株式会社 44,800,000

北成建設　株式会社 44,500,000

鐘ヶ江建設　株式会社 44,600,000

株式会社　遠藤組 2,520,000 252,000 2,772,000

北進工業　株式会社 2,650,000

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 2,780,000

株式会社　電建 2,570,000

エスケー電気　株式会社 2,690,000

自R04.10.20
至R05.02.28

工２５ 10/17 指名 橋梁長寿命化修繕工事（日の出橋）
置戸町
字勝山

舗装打換え工 338.5㎡、
橋面防水工 338.5㎡
区画線工　29.7ｍ、
支承補修工　1式、
伸縮継手工　3箇所
ひび割れ補修工　1式、
断面修復工 1式

49,346,000 1
自R04.10.20
至R05.03.17

1
自R04.10.19
至R05.02.10

工２４ 10/17 指名 勝山公民館会議室改修工事
置戸町
字勝山

施設内の会議室77.50㎡の内部改修工
事
建築主体工事・電気設備工事・
機械設備工事　1式
参考：建物本体　RC平屋　1093.44㎡

19,987,000 1

1,837,000 1
自R04.10.19
至R04.12.20

工２３ 10/17 指名
コミュニティホール高圧構内配電線路改
修工事

置戸町
字置戸

高圧構内配電線路新設（南側）　1式
受電位置変更 北電負担金含む

6,996,000

工２２ 10/17 指名
秋田地区住民センター停電切替設備工
事

置戸町
字秋田

施設内電灯停電時切替設備 １式
発電機　可搬型 6.3Kw
接続ケーブル制作込み

2,563,000

工２６ 11/29 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 2,794,000 1
自R04.12.02
至R05.02.24

工２７ 11/29 指名 地域福祉センター無線ＬＡＮ設備工事
置戸町
字置戸

施設内　無線ＬＡＮ構築　１式 1
自R04.12.01
至R05.02.20
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令和４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）

小野寺電気　株式会社 5,900,000 590,000 6,490,000

桑原電工　株式会社 6,280,000

株式会社　電建 6,520,000

エスケー電気　株式会社 6,330,000

株式会社　遠藤組 2,700,000

北進工業　株式会社 2,550,000 255,000 2,805,000

株式会社　遠藤組 14,000,000

北進工業　株式会社 14,300,000

天内工業　株式会社 14,200,000

株式会社　吉崎工業所 13,800,000 1,380,000 15,180,000

15,642,000 1
自R05.02.04
至R05.03.24

工30 2/1 指名
特別養護老人ホーム暖房・給湯ボイラー
取替工事

置戸町
字拓殖

ボイラー室　真空温水器　１器入替　１
式

1
自R04.12.01
至R05.02.20

工２８ 11/29 指名 老人ホーム無線ＬＡＮ設備工事
置戸町
字拓殖

両施設内　無線ＬＡＮ構築　１式 6,501,000

2,959,000 1
自R05.01.24
至R05.03.17

工２９ 1/19 指名 地域おこし協力隊拠点施設改修工事
置戸町
字置戸

店舗一部住宅賃貸部分　82.575㎡の住
宅エリアとの動線区画及び内外改修


