
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）
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相当額

契約金額
        　（円）

工期

株式会社　遠藤組 2,700,000 216,000 2,916,000

北進工業　株式会社 2,900,000

北洋建設　株式会社 2,800,000

株式会社　遠藤組 4,550,000

北進工業　株式会社 4,450,000 356,000 4,806,000

北洋建設　株式会社 4,580,000

五十嵐建設　株式会社 107,500,000

北進工業　株式会社 107,200,000

北成建設　株式会社 108,000,000

北洋建設　株式会社 106,800,000 8,544,000 115,344,000

鐘ヶ江建設　株式会社 108,700,000

株式会社　遠藤組 1,700,000

北進工業　株式会社 1,600,000 128,000 1,728,000

北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

105,000,000 8,400,000 113,400,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

107,800,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

110,000,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

106,500,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

107,000,000

北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

112,000,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

113,000,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

112,000,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

109,000,000 8,720,000 117,720,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

113,000,000

平成２８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 4/25 指名 秋田地区簡易水道給水管布設工事
置戸町
字雄勝

給水管布設Ｌ＝304ｍ 2,980,800 1
自H28.04.26
至H28.06.17

工２ 4/25 指名 釧北牧場送水管布設替工事
置戸町
字拓殖

給水管　φ40　Ｌ＝1,450ｍ
φ20　Ｌ＝650ｍ

4,892,400 1
自H28.04.26
至H28.06.17

工３ 6/7 指名
社会資本整備総合交付金事業
公営住宅建設工事

置戸町
字置戸

木造平屋建3棟6戸、物置外
2LDK66.34㎡/戸　２戸
3LDK74.45㎡/戸　１戸

117,644,400 1
自H28.06.18
至H28.11.30

工４ 6/7 指名 置戸中学校網戸設置工事
置戸町
字拓殖

1階特別支援教室（3教室）
2階普通教室（3教室）
網戸設置

1,868,400 1
自H28.06.08
至H28.08.19

工５ 6/7 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
置戸浄水場外建設工事

置戸町
字拓殖、

秋田

置戸浄水場1箇所、着水井(上屋)1箇所
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ϕ75 L=21ｍ
推進工1箇所、橋梁添架工2箇所

115,570,800 1
自H28.06.18
至H28.12.16

工６ 6/7 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
秋田送水ポンプ場外建設工事

置戸町
字北光、
雄勝、
幸岡

秋田送水ﾎﾟﾝﾌﾟ場1箇所
北光送水ﾎﾟﾝﾌﾟ上1箇所
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ75 L=2,169ｍ

119,804,400 1
自H28.06.18
至H28.12.16
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五十嵐建設　株式会社 24,500,000

株式会社　遠藤組 25,000,000

北進工業　株式会社 23,900,000 1,912,000 25,812,000

北成建設　株式会社 24,200,000

北洋建設　株式会社 25,000,000

株式会社　遠藤組 6,150,000 492,000 6,642,000

北進工業　株式会社 6,300,000

北洋建設　株式会社 6,350,000

株式会社　遠藤組 12,000,000

北進工業　株式会社 11,000,000

菅原工芸社 10,500,000 840,000 11,340,000

北進・五十嵐・北成
経常建設共同企業体

504,000,000 40,320,000 544,320,000

天内・岡村・村井
経常建設共同企業体

515,000,000

三共後藤・ﾀﾞｲｲﾁ・北辰
経常建設共同企業体

516,000,000

北洋・鐘ヶ江・天内工業
経常建設共同企業体

518,000,000

久島・丸建・興和
経常建設共同企業体

520,000,000

北進・五十嵐・北成
経常建設共同企業体

327,000,000 26,160,000 353,160,000

天内・岡村・村井
経常建設共同企業体

345,000,000

三共後藤・ﾀﾞｲｲﾁ・北辰
経常建設共同企業体

340,000,000

北洋・鐘ヶ江・天内工業
経常建設共同企業体

342,000,000

久島・丸建・興和
経常建設共同企業体

338,000,000

356,518,800 1
自H28.08.06
至H29.02.28

工１１ 8/2 指名
ファミリースポーツセンター耐震補強及び
大規模改修工事

置戸町
字置戸

建築主体・電気設備・機械設備
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造
管理棟・ｱﾘｰﾅ棟2,986.15㎡

自H28.07.28
至H28.11.30

工１０ 8/2 指名 交流促進センター大規模改修工事
置戸町
字常元

建築主体・電気設備・機械設備
本体RC造　平屋1,584.93㎡
ｺﾃｰｼﾞ４棟398.53㎡

549,493,200 1
自H28.08.06
至H29.01.31

1
自H28.07.27
至H28.11.30

工９ 7/25 指名 町営住宅外壁等改修工事（その２）
置戸町
字拓殖

大美団地４棟８戸
外壁塗装８８０㎡
屋根塗装1,092㎡

12,150,000 1

26,179,200 1
自H28.07.28
至H28.11.30

工８ 7/25 指名 町営住宅外壁等改修工事（その１）
置戸町

字置戸、
拓殖

大美団地４棟８戸外壁改修
第９団地（若木）既存物置
改修６棟、入替６棟

6,825,600

工７ 7/25 指名 旧勝山公民館改修工事
置戸町
字勝山

内部改修365㎡　漏水修繕
LED照明入替　FF暖房機設置
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株式会社　遠藤組 8,000,000

北進工業　株式会社 7,800,000 624,000 8,424,000

北洋建設　株式会社 8,500,000

株式会社　遠藤組 14,800,000

北進工業　株式会社 13,500,000 1,080,000 14,580,000

北洋建設　株式会社 14,000,000

小野寺電気　株式会社 23,700,000 1,896,000 25,596,000

桑原電工　株式会社 27,050,000

株式会社　電建 27,200,000

エスケー電気 株式会社 25,870,000

株式会社　でんこう北見支店 26,580,000

北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

44,500,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

45,000,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

45,500,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

43,700,000 3,496,000 47,196,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

44,000,000

株式会社　遠藤組 5,000,000

北進工業　株式会社 4,500,000 360,000 4,860,000

北洋建設　株式会社 4,700,000

株式会社　遠藤組 6,400,000

北進工業　株式会社 6,000,000 480,000 6,480,000

北洋建設　株式会社 6,100,000

自H28.09.06
至H29.03.10

1
自H28.09.06
至H28.11.30

工14 9/1 指名 境野浄化センター改築工事
置戸町
字境野

電気設備工　機械設備工一式 26,168,400 1

8,758,800 1
自H28.09.06
至H28.11.10

工13 9/1 指名 職員住宅改修工事
置戸町
字置戸

職員住宅改修工事 14,914,800

工12 9/1 指名 公営住宅外構工事
置戸町
字置戸

通路・歩道工１式
植栽工１式
給排水工１式

48,060,000 1
自H28.09.02
至H29.01.31

工15 9/1 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
北光配水池建設工事

置戸町
字北光

北光配水池１箇所
量水器室１箇所

工16 10/3 指名 養護老人ホームトイレ等改修工事
置戸町
字拓殖

１階男子便所
内部引戸設置、衛生機器入替

5,130,000 1
自H28.10.06
至H28.11.30

工17 10/3 指名 養護老人ホーム居室等手摺設置工事
置戸町
字拓殖

手摺設置　廊下40本、居室120本
娯楽コーナー2ヶ所

6,631,200 1
自H28.10.06
至H28.11.30
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株式会社　遠藤組 15,400,000

北進工業　株式会社 15,000,000 1,200,000 16,200,000

鐘ヶ江建設　株式会社 15,500,000

株式会社　遠藤組 12,500,000

北進工業　株式会社 12,200,000 976,000 13,176,000

鐘ヶ江建設　株式会社 12,700,000

河西建設　株式会社 3,600,000

三共舗道　株式会社 3,550,000 284,000 3,834,000

北海ロード　株式会社 3,580,000

株式会社　遠藤組 1,600,000 128,000 1,728,000

北進工業　株式会社 1,800,000

天内工業　株式会社 5,100,000

北進工業　株式会社 5,200,000

株式会社　吉崎工業所 5,000,000 400,000 5,400,000

株式会社佐々木工務店 辞退

船橋西川・熱学
　　　　経常建設共同企業体

79,700,000

天内・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

78,500,000 6,280,000 84,780,000

三和工業・大江建設
　　　　経常建設共同企業体

79,500,000

北辰・小西
　　　　経常建設共同企業体

79,300,000

村井小泉・時枝
　　　　経常建設共同企業体

79,000,000

86,108,400 1
自H28.11.15
至H29.03.17

工23 11/8 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
置戸浄水場機械設備新設工事

置戸町
字拓殖

機械設備工　一式

5,486,400 1
自H28.10.29
至H28.11.30

工22 10/26 指名 特別養護老人ホーム汚水桝改修工事
置戸町
字拓殖

汚水桝17箇所
全長　150φ90.3Ｍ　100φ25.5Ｍ　入
替

自H28.10.12
至H28.12.16

工21 10/11 指名 勝山墓地災害復旧工事
置戸町
字安住

法面工　一式 1,792,800 1

3,974,400 1
自H28.10.15
至H28.12.16

工20 10/11 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＝120ｍ

工18 10/3 指名
社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕工事（その１）

置戸町
字雄勝

雄勝橋　支承工一式
伸縮継手補修工一式

16,783,200 1
自H28.10.06
至H29.02.28

工19 10/3 指名
社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕工事（その２）

置戸町
字境野

一号橋　根固工一式、支承工一式 13,586,400 1
自H28.10.06
至H29.02.28
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小野寺・エスケー
　　　　経常建設共同企業体

154,500,000 12,360,000 166,860,000

北東・電化堂
　　　　経常建設共同企業体

156,000,000

桑原・でんこう
　　　　経常建設共同企業体

157,610,000

横井・片山組
　　　　経常建設共同企業体

157,900,000

電建・石沢
　　　　経常建設共同企業体

162,000,000

小野寺電気　株式会社 20,039,000 1,603,120 21,642,120

桑原電工　株式会社 22,920,000

株式会社　電建 23,310,000

エスケー電気 株式会社 20,700,000

株式会社　でんこう北見支店 23,975,000

株式会社　遠藤組 2,350,000 188,000 2,538,000

北進工業　株式会社 2,500,000

北洋建設　株式会社 2,550,000

株式会社　遠藤組 7,900,000

北進工業　株式会社 7,700,000 616,000 8,316,000

北洋建設　株式会社 8,000,000

株式会社　遠藤組 17,000,000

北進工業　株式会社 16,600,000 1,328,000 17,928,000

北洋建設　株式会社 16,900,000

大和谷工業　株式会社 17,100,000

18,597,600 1
自H29.03.23
至H29.06.30

工28 3/17 指名 町道秋田中里線災害復旧工事（その２）
置戸町
字秋田

復旧延長　Ｌ＝77ｍ

1
自H29.02.02
至H29.03.24

2,721,600 1
自H29.02.03
至H29.03.24

工27 1/30 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
置戸浄水場外構工事

置戸町
字拓殖

置戸浄水場外構工事　一式 8,823,600

工26 1/30 指名 町道秋田中里線災害復旧工事（その１）
置戸町
字秋田

復旧延長　Ｌ＝45ｍ

自H28.11.11
至H29.03.17

1
自H28.11.15
至H29.03.17

工25 11/8 指名 遠方監視装置更新工事
置戸町字
置戸、勝
山、安住

遠方監視装置更新　３箇所
置戸浄化センター、勝山浄化セン
ター、勝山ＭＰ

22,096,800 1

工24 11/8 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
置戸浄水場外電気設備新設工事

置戸町字
拓殖、安
住、北光

電気設備工　一式 170,391,600
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小野寺・エスケー
　　　　経常建設共同企業体

168,000,000 13,440,000 181,440,000

北東・電化堂
　　　　経常建設共同企業体

171,000,000

桑原・でんこう
　　　　経常建設共同企業体

180,000,000

横井・片山組
　　　　経常建設共同企業体

177,880,000

電建・石沢
　　　　経常建設共同企業体

176,700,000

1
自H29.03.25
至H29.09.29

工29 3/17 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
置戸浄水場外電気設備新設工事（その
２）

置戸町字
拓殖外

電気設備工　一式 188,578,800


