
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 4,600,000

北進工業　株式会社 4,200,000 336,000 4,536,000

久島工業　株式会社 4,500,000

エスケー・でんこう
　　　　経常建設共同企業体

148,200,000

北東・電化堂
　　　　経常建設共同企業体

155,600,000

桑原・横井
　　　　経常建設共同企業体

147,300,000

小野寺・片山組
　　　　経常建設共同企業体

135,500,000 10,840,000 146,340,000

株式会社　電建 154,000,000

株式会社　遠藤組 38,200,000 3,056,000 41,256,000

北進工業　株式会社 38,600,000

五十嵐建設　株式会社 38,800,000

北辰土建　株式会社 38,900,000

北成建設　株式会社 38,700,000

三和工業・大江建設
　　　　経常建設共同企業体

238,000,000

村井小泉・時枝
　　　　経常建設共同企業体

233,000,000

天内・吉崎
　　　　経常建設共同企業体

226,000,000 18,080,000 244,080,000

北辰・小西
　　　　経常建設共同企業体

230,000,000

船橋西川・熱学
　　　　経常建設共同企業体

240,000,000

株式会社　遠藤組 4,500,000

北進工業　株式会社 4,150,000 332,000 4,482,000

久島工業　株式会社 4,400,000

株式会社　遠藤組 1,800,000

北進工業　株式会社 1,750,000 140,000 1,890,000

自H29.05.18
至H30.03.23

工２ 5/18 指名 防災行政無線整備事業
置戸町
全域

機器整備　1式
整備工事　1式

152,614,800 1

自H29.06.13
至H29.08.10

機械設備工　1式
自H29.05.18
至H30.03.20

工６ 6/12 指名 置戸中学校網戸設置工事
置戸町
字拓殖

網戸設置　７ヶ所分
（校長室・家庭科教室・美術室・視聴覚
室）

1,965,600 1

工５ 5/11 指名 噴水周辺設備改修工事
置戸町
字置戸

工４ 5/18 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

1

249,037,200 1

4,698,000 1
自H29.05.11
至H29.08.25

4,762,800

土工　1式
歩道ブロック舗装工　1式
屋外給水設備工　1式
モニュメント改修工　1式

自H29.05.11
至H29.06.30

工３ 5/11 指名 ファミリースポーツセンター外構工事
置戸町
字置戸

駐車場改修工　1式
多目的スペース改修工　1式

42,120,000

1

自H29.05.11
至H29.08.25

平成２９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 5/11 指名 共同工房水洗化工事
置戸町
字置戸

浴室から男子便所に改修　3.24㎡
便器交換　大3台、小1台
簡易水洗から下水道に接続
便槽洗浄

※工事１８号は見積もり合わせのため記載せず
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小野寺電気　株式会社 5,700,000 456,000 6,156,000

桑原電工　株式会社 6,200,000

エスケー電気　株式会社 6,850,000

株式会社　電建 6,800,000

株式会社　遠藤組 4,600,000

北進工業　株式会社 4,450,000 356,000 4,806,000

株式会社　遠藤組 1,300,000

北進工業　株式会社 1,400,000

菅原工芸社 1,200,000 96,000 1,296,000

株式会社　遠藤組 25,400,000

北進工業　株式会社 24,900,000 1,992,000 26,892,000

北洋建設　株式会社 25,400,000

久島工業　株式会社 25,200,000

株式会社　遠藤組 6,000,000 480,000 6,480,000

北進工業　株式会社 6,100,000

北洋建設　株式会社 6,150,000

久島工業　株式会社 6,200,000

株式会社　遠藤組 4,650,000 372,000 5,022,000

北進工業　株式会社 4,700,000

北洋建設　株式会社 4,750,000

久島工業　株式会社 4,800,000

5,184,000 1
自H29.06.13
至H29.09.15

工12 6/12 指名 雨水対策工事（その２）
置戸町
字拓殖

法面工1式、排水溝構造物工1式
構造物撤去工1式、舗装工1式

自H29.06.13
至H29.10.27

工１１ 6/12 指名 雨水対策工事（その１）
置戸町
字北光

法面工1式、排水溝構造物工1式
構造物撤去工1式、舗装工1式

6,706,800 1
自H29.06.13
至H29.09.15

1
自H29.06.13
至H29.07.28

工１０ 6/12 指名 町道まちなか通り線新設工事
置戸町
字置戸

造成工事1式、道路工事1式
下水工事1式、水道工事1式
公営住宅外構工事1式

27,799,200 1

4,978,800 1
自H29.06.13
至H29.07.31

工９ 6/12 指名 地域集会施設改修工事
置戸町
字北光

北光会館　外壁塗装工事
２１５㎡

1,468,800

工８ 6/12 指名 へき地患者輸送車用車庫設置工事
置戸町
字拓殖

ｶｽｹｰﾄﾞｶﾞﾚｰｼﾞ2連棟ﾀｲﾌﾟ
NS-9000　3ｽﾊﾟﾝ増設の設置

工７ 6/12 指名 多目的交流施設照明LED化工事
置戸町
字置戸

照明器具LED交換　58台 6,350,400 1
自H29.06.13
至H29.07.31

※工事１８号は見積もり合わせのため記載せず
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株式会社　遠藤組 2,150,000 172,000 2,322,000

北進工業　株式会社 2,200,000

株式会社　遠藤組 11,400,000

北進工業　株式会社 11,600,000

菅原工芸社 11,400,000 912,000 12,312,000

株式会社　遠藤組 36,600,000

北進工業　株式会社 36,300,000 2,904,000 39,204,000

北洋建設　株式会社 36,550,000

北成建設株式会社 36,500,000

鐘ヶ江建設　株式会社 36,700,000

株式会社　遠藤組 23,200,000 1,856,000 25,056,000

北進工業　株式会社 23,500,000

北洋建設　株式会社 23,800,000

久島工業　株式会社 24,000,000

株式会社　遠藤組 6,600,000

北進工業　株式会社 6,400,000 512,000 6,912,000

北洋建設　株式会社 6,650,000

小野寺電気　株式会社 1,600,000 128,000 1,728,000

桑原電工　株式会社 1,840,000

エスケー電気　株式会社 1,810,000

自H29.10.11
至H29.11.30

1
自H29.9.2

至H29.10.31

工19 10/5 指名
コミュニティホール防犯カメラ監視装置改
修工事

置戸町
字置戸

防犯ｶﾒﾗ設置４台、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞｰ、表
示用ﾓﾆﾀｰ取替一式

1,771,200 1

26,038,800 1
自H29.9.1
至H30.1.19

工17 8/30 指名 職員住宅改修工事
置戸町
字置戸

宮下1戸76.95㎡　内部改修
ﾌﾟﾗｽﾄｻｯｼ設置、床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張、
住宅設備入替、設備配管入替

7,160,400

工16 8/30 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
北光配水池外建設工事

置戸町
字北光外

北光配水池　躯体工 １式
置戸配水池　配管工　１式
着水井　配管工　１式 給水管L=185.7m

自H29.7.26
至H29.11.24

工15 7/25 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　1棟2戸（2LDK
住宅専用面積2LDK　66.34㎡/戸
自動車車庫　外

40,251,600 1
自H29.7.26
至H29.11.30

1
自H29.7.26
至H29.10.27

工14 7/25 指名 町営住宅外壁等改修工事（その２）
置戸町

字勝山、
境野

勝山・境野団地　3LDK
4棟8戸　屋根・外壁塗装　物置共
屋根塗装1,072㎡　外壁塗装844㎡

12,895,200 1

工13 7/25 指名 町営住宅外壁等改修工事（その１）
置戸町

字勝山、
境野

勝山・境野団地　3LDK
4棟8戸　外壁修繕外
塗装工事前の外壁等腐食部分張替

2,473,200

※工事１８号は見積もり合わせのため記載せず
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小野寺電気　株式会社 8,100,000 648,000 8,748,000

桑原電工　株式会社 9,910,000

エスケー電気　株式会社 12,800,000

株式会社　電建 9,930,000

三共舗道株式会社 8,400,000 672,000 9,072,000

北海ロード株式会社 8,450,000

河西建設　株式会社 8,480,000

株式会社　円輪建設 8,550,000

株式会社　遠藤組 72,200,000

北進工業　株式会社 71,000,000 5,680,000 76,680,000

五十嵐建設　株式会社 71,600,000

北成建設　株式会社 72,500,000

鐘ヶ江建設　株式会社 71,800,000

株式会社　遠藤組 58,500,000 4,680,000 63,180,000

北進工業　株式会社 59,000,000

五十嵐建設　株式会社 59,500,000

北成建設　株式会社 59,300,000

鐘ヶ江建設　株式会社 59,500,000

小野寺電気　株式会社 1,250,000 100,000 1,350,000

桑原電工　株式会社 1,360,000

エスケー電気　株式会社 1,413,000

自H29.10.27
至H30.03.23

工24 10/23 指名 ワカサギ孵化放流施設復旧工事
置戸町
字常元

防音型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ発電機、ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟ
ﾝﾌﾟ、浅井戸用自動式ﾎﾟﾝﾌﾟ、換気扇、ｽ
ｲｯﾁ、ｺﾝｾﾝﾄ

1,371,600 1
自H29.10.25
至H29.12.15

1
自H29.10.27
至H30.03.23

工23 10/23 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
字川南

橋面工１式、支承工１式、橋梁塗装工１
式、断面修復工１式

64,486,800 1

9,417,600 1
自H29.10.11
至H29.12.15

工22 10/23 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

橋面工１式、支承工１式、橋梁塗装工１
式、断面修復工１式

77,976,000

工21 10/5 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=184.36ｍ

工20 10/5 指名 遠方監視装置更新工事
置戸町
字境野

遠方監視装置更新　２箇所
（境野浄化センター　境野MP)

8,964,000 1
自H29.10.11
至H30.2.9

※工事１８号は見積もり合わせのため記載せず
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株式会社　遠藤組 3,550,000 284,000 3,834,000

北進工業　株式会社 3,800,000

久島工業　株式会社 3,650,000

天内工業　株式会社 1,480,000

株式会社　吉崎工業所 1,370,000 109,600 1,479,600

久島工業　株式会社 1,450,000

天内工業　株式会社 7,800,000

株式会社　吉崎工業所 7,560,000 604,800 8,164,800

久島工業　株式会社 7,860,000

北進工業　株式会社 7,710,000

1
自H30.01.31
至H30.03.15

工27 1/29 指名 特別養護老人ホーム煙道改修工事
置戸町
字置戸

既存煙突囲込み、SUS鋼板t=1.6mm新
設

防水処理　新設煙道φ450mm
GL+8,000mm,換気防雪フード新規移設

8,499,600

1
自H30.01.31
至H30.02.28

3,985,200 1
自H29.10.26
至H29.12.20

工26 1/29 指名 ファミリースポーツセンター煙導改修工事
置戸町
字置戸

既存煙突囲込み、煙突上部煙導ﾀﾞｸﾄ取
付
SUSφ500製作
雨水排水処理　VP管φ50mm、20m

1,533,600

工25 10/23 指名 町道雄勝幸岡線水道管移設工事
置戸町
字雄勝

水道管移設１式

※工事１８号は見積もり合わせのため記載せず


