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有限会社　安達建設 18,404,930

北進工業　株式会社 19,000,000

菅原工芸社 17,500,000 1,400,000 18,900,000

株式会社　遠藤組 3,750,000

北進工業　株式会社 3,500,000 280,000 3,780,000

北洋建設　株式会社 3,600,000

株式会社　遠藤組 3,400,000

北進工業　株式会社 3,150,000 252,000 3,402,000

北洋建設　株式会社 3,500,000

株式会社　遠藤組 6,300,000 504,000 6,804,000

北進工業　株式会社 6,400,000

北洋建設　株式会社 6,450,000

有限会社　安達建設 32,459,454

五十嵐建設　株式会社 32,400,000

北進工業　株式会社 31,700,000 2,536,000 34,236,000

北成建設　株式会社 32,500,000

北洋建設　株式会社 32,800,000

北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

159,500,000 12,760,000 172,260,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

162,500,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

163,000,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

160,000,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

160,400,000

管理棟　内外塗装１式、床張替120㎡
濾過機整備等　プール棟
鉄骨上屋桁補強４ヶ所　遠赤外線暖房
入替２基　等

19,591,200 1
自H27.04.28
至H27.06.30

平成２７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 4/23 指名 置戸水泳プール改修工事（その１）
置戸町
字置戸

工２ 5/7 指名 釧北牧場人工施設牧柵整備工事
置戸町
字拓殖

工３ 5/7 指名 置戸墓地周辺整備工事
置戸町
字中里

手摺取替L=61ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置L=54ｍ
法面整形10㎡

3,477,600 1
自H27.05.08
至H27.07.31

通路スノコ埋設　104㎡
牧区入口ｹﾞｰﾄ新設
牧柵延長28ｍ　外周柵整備46ｍ

3,909,600 1
自H27.05.08
至H27.06.04

内外装改修工事369㎡
設備取替工事一式
便所ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事一式

34,992,000

工４ 5/25 指名 町営テニスコート改修工事
置戸町
字置戸

防球ﾌｪﾝｽH=3.0ｍ、L=130ｍ設置
既設ﾌｪﾝｽ撤去　L=157ｍ

1
自H27.05.28
至H27.09.30

6,998,400 1
自H27.05.27
至H27.07.24

工５ 5/25 指名 拓殖住民センター改修工事
置戸町
字拓殖

工６ 6/17 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その１）

置戸町
字安住・
中里・
拓殖

施行延長L=4,324ｍ
ビニル管φ100L=3,072ｍ、φ75L=229
ｍ
鋳鉄管φ150L=676ｍ、推進工3箇所、
橋梁添架工2箇所

174,722,400 1
自H27.07.02
至H27.12.18
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北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

122,000,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

124,000,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

124,000,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

120,500,000 9,640,000 130,140,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

123,000,000

有限会社　安達建設 3,453,516

北進工業　株式会社 3,500,000

菅原工芸社 3,250,000 260,000 3,510,000

五十嵐建設　株式会社 54,300,000

株式会社　遠藤組 53,800,000 4,304,000 58,104,000

北進工業　株式会社 54,500,000

北辰土建　株式会社 54,200,000

鐘ヶ江建設　株式会社 54,500,000

五十嵐建設　株式会社 6,400,000

株式会社　遠藤組 6,200,000 496,000 6,696,000

北進工業　株式会社 6,400,000

北辰土建　株式会社 6,350,000

鐘ヶ江建設　株式会社 6,350,000

有限会社　安達建設 10,280,121

北進工業　株式会社 9,150,000

菅原工芸社 9,000,000 720,000 9,720,000

9,764,280 1
自H27.08.28
至H27.10.30

工１１ 8/26 指名 置戸水泳プール改修工事（その２）
置戸町
字置戸

ﾌﾟｰﾙ本体塗装一般用466㎡幼児用92.1
㎡
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ床塗装425㎡
幼児用ﾌﾟｰﾙｲﾗｽﾄ入れ１式

自H27.07.28
至H28.02.29

1
自H27.08.04
至H28.03.18

工１０ 7/24 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
字秋田・

雄勝

幸川橋　橋台工、支承工１式
雄勝二号橋　支承工１式
高欄・地覆工　１式

6,825,600 1

3,531,600 1
自H27.07.28
至H27.09.30

工９ 7/24 指名
旧ふるさと銀河線常呂川第１鉄橋撤去工
事

置戸町
字置戸

鉄橋撤去（上部撤去、橋脚橋台撤去）
工１式

59,799,600

工８ 7/24 指名 町営住宅外壁等塗装工事
置戸町
字置戸

外壁・屋根塗装工事３棟
外壁336㎡、屋根490㎡

施行延長L=603ｍ　鋳鉄管φ250
　L=341ｍ　減圧弁室工1箇所
推進工1箇所、橋梁添架工3箇所

131,317,200 1
自H27.07.02
至H27.11.30

工７ 6/17 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その２）

置戸町
字拓殖・

置戸
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五十嵐建設　株式会社 64,500,000

株式会社　遠藤組 65,400,000

北進工業　株式会社 64,000,000 5,120,000 69,120,000

北辰土建　株式会社 辞退

鐘ヶ江建設　株式会社 65,500,000

北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

118,400,000 9,472,000 127,872,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

119,800,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

122,000,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

120,000,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

119,500,000

五十嵐建設　株式会社 42,000,000

株式会社　遠藤組 43,000,000

北進工業　株式会社 41,500,000 3,320,000 44,820,000

北成建設　株式会社 42,300,000

鐘ヶ江建設　株式会社 42,500,000

北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

144,000,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

143,000,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

144,000,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

141,000,000 11,280,000 152,280,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

145,000,000

154,602,000 1
自H27.09.12
至H28.03.18

工１５ 9/1 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その４）

置戸町
字北光・

拓殖

施工延長L=2,260ｍ、橋梁添加工1箇所
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ100L=2,165ｍ
塩ビ管φ50L=290ｍφ75L=1,482ｍ外

自H27.09.12
至H28.02.29

工１４ 9/1 指名 境野浄化センター改築工事
置戸町
字境野

防食被覆工、電気設備、機械設備工一
式

45,932,400 1
自H27.09.04
至H28.03.04

1
自H27.09.12
至H28.03.18

工１３ 9/1 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その３）

置戸町
字北光・

豊住

施工延長L=3,000ｍ、橋梁添加工1箇所
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ150L=1,699ｍ
φ100L=1,193ｍ推進工2箇所

129,848,400 1

工１２ 9/1 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

一号橋補修
上部工　１～２径間

70,200,000
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北進・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

98,000,000

北成・小西
　　　　経常建設共同企業体

98,500,000

北洋・北辰工業
　　　　経常建設共同企業体

99,000,000

遠藤組・天内工業
　　　　経常建設共同企業体

97,000,000 7,760,000 104,760,000

五十嵐・小泉
　　　　経常建設共同企業体

99,000,000

有限会社　安達建設 2,487,160

北進工業　株式会社 1,850,000 148,000 1,998,000

天内工業　株式会社 2,000,000

株式会社　遠藤組 1,250,000

北進工業　株式会社 1,150,000 92,000 1,242,000

北洋建設　株式会社 1,350,000

1
自H28.01.14
至H28.03.18

2,084,400 1
自H28.01.14
至H28.03.15

工１８ 1/13 指名 し尿中継槽解体撤去工事
置戸町
字安住

し尿中継槽撤去１式 1,339,200

工１７ 1/13 指名 老人ホーム浴室改修工事
置戸町
字拓殖

養護　浴室ｼｬﾜｰﾄﾞﾊﾞｽ・飛沫止ﾌﾞｰｽ設
置
特養　浴室ｼｬﾜｰﾄﾞﾊﾞｽ・洗場床改修

107,006,400 1
自H27.10.07
至H28.03.18

工１６ 10/1 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その５）

置戸町
字秋田

施工延長L=3,708ｍ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ75　L=3,708ｍ


