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株式会社　村田塗料店
北見支店

1,330,000

菅原工芸社 1,220,000 97,600 1,317,600

北洋建設　株式会社 7,200,000

株式会社　遠藤組 7,000,000

北進工業　株式会社 6,900,000 552,000 7,452,000

北洋建設　株式会社 4,500,000

株式会社　遠藤組 4,700,000

北進工業　株式会社 4,400,000 352,000 4,752,000

天内工業　株式会社 10,600,000 848,000 11,448,000

株式会社　吉崎工業所 10,900,000

久島工業　株式会社 10,950,000

北進工業　株式会社 11,000,000

北洋建設　株式会社 32,000,000

株式会社　遠藤組 32,000,000

北進工業　株式会社 30,300,000 2,424,000 32,724,000

久島工業　株式会社 31,500,000

天内工業　株式会社 15,200,000

株式会社　吉崎工業所 15,000,000

株式会社　遠藤組 15,500,000

北進工業　株式会社 14,500,000 1,160,000 15,660,000

自H30.04.27
至H30.08.31

工６ 4/24 指名 安住中里地区各戸給水管敷設工事
置戸町
字安住・

中里

各戸給水管敷設工事　１４戸
管敷設工　１式
撤去工　１式　復旧工　１式

16,297,200 1
自H30.04.27
至H30.09.28

1
自H30.04.26
至H30.09.28

工５ 4/24 指名 鹿ノ子観光センター等解体工事
置戸町
字置戸

鹿ノ子観光センター　621.17㎡
林業者休養福祉施設　688.68㎡
附帯施設の解体
閉泉工事

33,804,000 1

5,022,000 1
自H30.04.25
至H30.07.31

工４ 4/24 指名 図書館暖房設備等改修工事
置戸町
字置戸

暖房系ボイラー更新　７台
室外機撤去　３台
機械室空調送風機改造　３台
空調室内送風機改造　６台

11,988,000

工３ 4/24 指名
ファミリースポーツセンター
バスケットゴール改修工事

置戸町
字置戸

折畳式バスケットゴール　２箇所取替

自H30.04.25
至H30.05.24

工２ 4/24 指名 川向住民センター改修工事
置戸町
字置戸

床土足化改修　310㎡
集会室照明LED化
集会室天井改修 234㎡
厨房冷房5.0kw　１台

7,786,800 1
自H30.04.27
至H30.07.13

平成３０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 4/24 指名 釧北牧場人工授精施設塗装工事
置戸町
字拓殖

折半屋根両面塗装　252㎡
鉄骨面塗装　97㎡

1,350,000 1
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株式会社　村田塗料店
北見支店

1,400,000

菅原工芸社 1,340,000 107,200 1,447,200

小野寺電気　株式会社 4,620,000 369,600 4,989,600

桑原電工　株式会社 4,910,000

エスケー電気　株式会社 4,910,000

株式会社　電建 4,890,000

株式会社　遠藤組 1,660,000 132,800 1,792,800

北進工業　株式会社 1,700,000

株式会社　遠藤組 29,000,000

北進工業　株式会社 27,700,000 2,216,000 29,916,000

北洋建設　株式会社 28,400,000

鐘ヶ江建設　株式会社 28,600,000

北成建設　株式会社 28,000,000

小野寺電気　株式会社 1,800,000 144,000 1,944,000

桑原電工　株式会社 1,930,000

エスケー電気　株式会社 1,900,000

小野寺電気　株式会社 1,200,000 96,000 1,296,000

桑原電工　株式会社 1,280,000

エスケー電気　株式会社 1,310,000

株式会社　遠藤組 35,700,000

北進工業　株式会社 34,800,000 2,784,000 37,584,000

鐘ヶ江建設　株式会社 35,600,000

久島工業　株式会社 35,500,000

北成建設　株式会社 35,300,000

1

自H30.05.31
至H30.07.31

養護老人ホームナースコール入替工事指名5/28

30,574,800 1
自H30.06.29
至H30.10.31

遊戯施設整備　一式
木製横断防止柵　一式

38,545,200

社会資本整備総合交付金事業
町営住宅外壁等改修工事

工８
PHS設備主装置一式・子機７台更新
ナースコール設備親機更新

置戸町
字拓殖51
番地の5

5,065,200 1

工１０
置戸町
字置戸

川向団地５棟１０戸個別改善
長寿命化改修
屋根塗装　1,296㎡
外壁ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板張　1,202㎡
木部防腐塗装 411㎡
その他下地修繕工事

6/26 指名

自H30.06.29
至H30.11.30

1
自H30.06.27
至H30.07.27

工13 6/26 指名 児童遊園地再編整備工事
置戸町
字置戸

1,987,200 1
自H30.06.27
至H30.07.27

1,317,600工１2 6/26 指名
交流促進センター駐車場等
街灯ＬＥＤ化工事

置戸町
字常元

照明器具設備機器類ＬＥＤ化

工１１ 6/26 指名 道路灯ＬＥＤ化工事
置戸町
一円

道路照明灯ＬＥＤ化　２４基

自H30.06.29
至H30.08.10

工９ 6/26 指名 給食センター全熱交換器等取替工事
置戸町
字置戸

休憩室・事務室　断熱補強２１㎡
プラストサッシ２ヶ所設置
カーテンBOX防腐塗装２ヶ所
熱交換器交換１ヶ所　ダクト保温　外

1,825,200 1

1,479,600 1
自H30.05.29
至H30.06.22

工７ 5/28 指名 歓迎塔改修工事

置戸町
字秋田・
字拓殖・
字境野

歓迎塔３箇所の看板張替及び
支柱塗装改修
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丸建・久島　経常建設共同企業体 230,000,000

北進・北成　経常建設共同企業体 226,000,000 18,080,000 244,080,000

北洋・鐘ヶ江　経常建設共同企業
体

229,000,000

遠藤組・村井小泉
経常建設共同企業体

231,000,000

五十嵐・天内工務店
経常建設共同企業体

228,000,000

北成・小西　経常建設共同企業体 85,500,000

北進・吉崎　経常建設共同企業体 86,000,000

北辰・鐘ヶ江　経常建設共同企業
体

85,700,000

遠藤組・天内工業
経常建設共同企業体

84,700,000 6,776,000 91,476,000

五十嵐・村井小泉
経常建設共同企業体

86,000,000

北成・小西　経常建設共同企業体 137,500,000

北進・吉崎　経常建設共同企業体 136,500,000

北辰・鐘ヶ江　経常建設共同企業
体

136,000,000 10,880,000 146,880,000

遠藤組・天内工業
経常建設共同企業体

136,800,000

五十嵐・村井小泉
経常建設共同企業体

137,000,000

天内工業　株式会社 13,000,000

株式会社　吉崎工業所 12,800,000 1,024,000 13,824,000

久島工業　株式会社 13,300,000

北進工業　株式会社 13,200,000

久島工業　株式会社 5,900,000

株式会社　遠藤組 5,750,000 460,000 6,210,000

北進工業　株式会社 6,000,000

工16 7/30 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

置戸町
字置戸

学友橋修繕工事　１式

置戸地区簡易水道再編推進事業
給水支線配水管敷設工事

置戸町
字安住・

中里

安住25号線配水管 1式
中里安住線配水管1式
安住22号線配水管 1式
中里循環線配水管 1式
置戸勝山線・中里18号線・
道道春日線配水管　1式

自H30.8.8
至H31.3.15

1
自H30.08.08
至H30.12.14

149,958,000 1

248,821,200 1
自H30.08.08
至H31.3.11

93,398,400

工14 7/30 指名
平成３０年度林業・木材産業構造改革事
業
境野公民館改築工事

置戸町
字境野

建築主体・電気設備・機械設備工事
とりこわし
本体　木造平屋498.10㎡
東屋移設 48.60㎡
一部既存解体　木造平屋　151.85㎡

指名工15 7/30

自H30.8.30
至H30.10.31

工18 8/28 指名 職員住宅改修工事
置戸町
字置戸

浴室ユニットバス化工事、洗面化粧台
入替、ボイラー移設
協生職員住宅（旧開発官舎）Ｂ棟
１棟４戸

6,361,200 1
自H30. 9. 1
至H30.10.31

工17 8/28 指名 地域福祉センターボイラー等更新工事
置戸町
字置戸

真空式温水機　２基更新（缶体出力
291Kw)
中央監視装置　１面更新

14,223,600 1



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

平成３０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 1,200,000

北進工業　株式会社 1,150,000 92,000 1,242,000

株式会社　遠藤組 2,100,000

北進工業　株式会社 2,050,000 164,000 2,214,000

株式会社　遠藤組 2,500,000 200,000 2,700,000

北進工業　株式会社 2,800,000

株式会社　遠藤組 3,750,000

北進工業　株式会社 3,550,000 284,000 3,834,000

三共舗道　株式会社 4,800,000 384,000 5,184,000

北海ロード　株式会社 4,830,000

河西建設　株式会社 4,850,000

株式会社　円輪建設 4,850,000

北成・小西　経常建設共同企業体 78,000,000

北進・吉崎　経常建設共同企業体 76,500,000 6,120,000 82,620,000

北辰・鐘ヶ江　経常建設共同企業
体

77,800,000

遠藤組・天内工業
経常建設共同企業体

77,000,000

五十嵐・村井小泉
経常建設共同企業体

76,800,000

株式会社　遠藤組 14,200,000

北進工業　株式会社 13,800,000 1,136,000 15,336,000

北成建設　株式会社 14,200,000

村井小泉建設　株式会社 14,300,000

株式会社　遠藤組 7,500,000 600,000 8,100,000

北進工業　株式会社 7,700,000

久島工業　株式会社 7,600,000

自H30.9.28
至H30.11.30

自H30.9.28
至H30.10.31

自H30.9.28
至H30.11.30

自H30.10.5
至H30.12.14

工23 10/3 指名 町道川南境野線道路舗装修繕工事
置戸町
字置戸

舗装修繕　Ｌ＝１００ｍ

2,257,200 1

工21 9/25 指名 職員住宅解体工事
置戸町
字北光

職員住宅　栄第一
木造平屋　49.58㎡/棟　2棟
物置　4.96㎡有/棟　2棟
建材アスベスト調査

2,710,800 1

置戸町
字北光

北光パーキング内外塗装改修
照明ＬＥＤ化
便槽臭気抜き立上、衛生器具交換

1,296,000 1

工20 9/25 指名 南ヶ丘スキー場リフト降場改修工事
置戸町
字置戸

終点停留場　木床板及び木根太入替
77㎡
防腐処理　242㎡

工27 2/4 指名
置戸地区簡易水道再編推進事業
給水支線配水管敷設工事（その３）

置戸町
字中里

道道推進工　1箇所

自H30.10.31
至H31.2.28

15,465,600 1
自H30.10.25
至H31.1.31

7,720,000 1
自H31.2.6
至H31.3.20

工19 9/25 指名 公衆トイレ改修工事

工25

工22 9/25 指名
置戸中学校体育館渡り廊下屋根改修工
事

置戸町
字北光・
豊住・秋

田

置戸地区簡易水道再編推進事業
給水支線配水管敷設工事（その２）

指名

置戸町
字拓殖

屋根木下地組立のうえ、屋根板金　70
㎡
アリーナ屋根ウレタン防水　14㎡

3,974,400 1
自H30.9.28
至H30.11.20

10/22

5,292,000 1

第1号給水支線　VWPφ50 L=483m
第6号給水支線　VWPφ50 L=734m
　　　　　　　　　　　 VWPφ75 L=36m
倉本宅給水管     VWPφ75 L=78m
秋田愛の沢線給水栓
DIPφ75 L=300m VWPφ75 L=380m

84,250,800 1

工26 10/22 指名
安住中里地区各戸給水管敷設工事
（その２）

置戸町
字安住・

中里
各戸給水17戸　メーター設置21箇所


