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株式会社　遠藤組 3,400,000

北進工業　株式会社 3,350,000 268,000 3,618,000

株式会社　遠藤組 2,350,000

北進工業　株式会社 2,250,000 180,000 2,430,000

株式会社　遠藤組 2,800,000 224,000 3,024,000

北進工業　株式会社 2,900,000

天内工業　株式会社 2,850,000

株式会社　吉崎工業所 2,880,000

株式会社　遠藤組 15,700,000 1,256,000 16,956,000

北進工業　株式会社 16,500,000

天内工業　株式会社 16,900,000

株式会社　吉崎工業所 17,000,000

株式会社　遠藤組 59,800,000

北進工業　株式会社 58,700,000 5,870,000 64,570,000

北成建設　株式会社 59,500,000

北洋建設　株式会社 61,000,000

鐘ヶ江建設　株式会社 60,300,000

株式会社　遠藤組 22,800,000

北進工業　株式会社 22,200,000 2,220,000 24,420,000

北成建設　株式会社 22,700,000

北洋建設　株式会社 22,500,000

鐘ヶ江建設　株式会社 22,700,000

令和元年（平成３１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 コミュニティホール絵画館改修工事
置戸町
字置戸

サッシ壁パネル　８スパン分
ＬＥＤスポット照明　２４台取り付け

3,758,400 1
自R01.05.08
至R01.06.17

工2 4/25 指名 図書館開架スペース採光窓改修工事
置戸町
字置戸

開架スペース北側上部採光窓
外貼り用遮熱フィルム　８５㎡

2,484,000 1
自R01.05.08
至R01.06.21

工3 4/25 指名
まちなか団地通り線道路改良に伴う
水道管取替工事

置戸町
字置戸

ダクタイル鋳鉄管　φ１５０ｍｍ　７８ｍ
止水栓設置　１箇所

3,132,000 1
自R01.05.08
至R01.06.28

工4 5/31 指名 北光愛の沢地区各戸給水管敷設工事
置戸町
字北光

各戸給水　１４戸 17,064,000 1
自R01.06.05
至R01.08.31

工5 5/31 指名 境野公民館解体及び外構工事

置戸町
字境野
438番地

の内

鉄骨造平屋498㎡解体
建築・電気設備・機械設備・アスベスト
処理
外構舗装1,290㎡　外

65,384,000 1
自R01.06.19
至R01.10.31

工6 6/28 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
262番地
の8,11

川向団地4棟8戸　個別改善
長寿命化改修　屋根塗装981㎡
外壁ガルバリウム鋼板張718㎡
木部防腐塗装329㎡
その他下地修繕工事

25,025,000 1
自R01.07.03
至R01.10.31
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株式会社　遠藤組 9,800,000

北進工業　株式会社 9,000,000 900,000 9,900,000

北成建設　株式会社 9,500,000

北洋建設　株式会社 9,700,000

鐘ヶ江建設　株式会社 9,800,000

小野寺電気　株式会社 2,200,000 176,000 2,376,000

桑原電工　株式会社 2,400,000

株式会社　電建 2,310,000

株式会社　遠藤組 30,500,000 3,050,000 33,550,000

北進工業　株式会社 31,000,000

北成建設　株式会社 30,900,000

北洋建設　株式会社 30,800,000

鐘ヶ江建設　株式会社 30,700,000

株式会社　遠藤組 23,100,000 2,310,000 25,410,000

北進工業　株式会社 23,500,000

北洋建設　株式会社 23,250,000

久島工業　株式会社 23,400,000

鐘ヶ江建設　株式会社 23,300,000

道路改良工事　L=149m
下水道管敷設　L=130m
水道管敷設　L=91m

34,177,000

工8 6/28 指名
交流促進センター屋外テレビアンテナ
設置工事

置戸町字
常元1番
地の5

コテージ４棟
テレビ共聴設備受信改修

25,971,000 1

2,419,200 1
自R01.06.29
至R01.07.31

工9 6/28 指名 町道まちなか通り線新設工事
置戸町
字置戸

1
自R01.07.03
至R01.10.31

工11 7/29 指名
社会資本整備総合交付金事業
町営住宅解体工事

置戸町
字262番
地の5,27

第７団地　簡平4棟16戸　除却
S51年建設　延床面積882.36㎡
建材アスベスト処理

自R01.08.01
至R01.10.31

10,000,800 1
自R01.07.03
至R01.09.13

工7 6/28 指名 中央公民館外構改修工事
置戸町
字置戸

路面清掃　1,880㎡
インターロッキングブロック舗装 100㎡
インターロッキングブロック舗装（布設
替） 100㎡
照明柱塗装・灯具交換　1式
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株式会社　遠藤組 6,600,000 528,000 7,128,000

北進工業　株式会社 6,700,000

久島工業　株式会社 6,750,000

三共舗道　株式会社 9,500,000 760,000 10,260,000

北海ロード　株式会社 9,650,000

河西建設　株式会社 9,600,000

株式会社　円輪建設 9,680,000

株式会社　遠藤組 54,000,000

北進工業　株式会社 52,600,000 5,260,000 57,860,000

五十嵐建設　株式会社 52,900,000

北成建設　株式会社 53,000,000

鐘ヶ江建設　株式会社 53,400,000

株式会社　吉崎工業所 1,590,000 127,200 1,717,200

北進工業　株式会社 1,600,000

株式会社　遠藤組 1,620,000

株式会社　遠藤組 11,300,000

北進工業　株式会社 10,900,000 1,090,000 11,990,000

久島工業　株式会社 11,200,000

株式会社　遠藤組 47,300,000

北進工業　株式会社 46,400,000 4,640,000 51,040,000

五十嵐建設　株式会社 46,800,000

北成建設　株式会社 47,000,000

北辰土建　株式会社 辞退

1
自R01.08.01
至R01.09.20

工12 7/29 指名 職員住宅改修工事
置戸町
字255番
地の83

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

7,290,000

51,909,000 1
自R01.09.13
至R02.03.06

工17 9/2 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

橋面舗装補修工　A=196㎡
道路付属施設補修工
縁石L=24m 区画線 L=51m
伸縮継手補修工　2箇所
支承補修工　4箇所
銘板工　3箇所
床版部分打替え工　A=18㎡
ひび割れ補修工　L=8m
断面修復工　4箇所
橋梁塗装工　A=380㎡

工13 10/3 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＝２００ｍ 10,584,000 1
自R01.08.01
至R01.09.30

工14 8/20 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

置戸町
字春日

町道春日川東線配水管　L=934m
勝山浄水場外回り配水管　L=49m
勝山配水ポンプ室　1式

58,476,000 1
自R01.08.24
至R01.12.13

工15 9/2 指名 単身者住宅換気設備設置工事
置戸町
字241番
地の7

若木シングルピア93
2棟8戸　パイプファン設置　計16台

1,771,200 1
自R01.09.05
至R01.09.27

工16 9/2 指名 南ヶ丘公園焼肉棟改修工事

置戸町
字置戸
284番地

の47

常元既設焼肉棟を解体
南ヶ丘公園に移設

12,331,000 1
自R01.09.05
至R01.10.31
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株式会社　遠藤組 49,000,000 4,900,000 53,900,000

北進工業　株式会社 49,800,000

五十嵐建設　株式会社 49,500,000

北成建設　株式会社 49,700,000

鐘ヶ江建設　株式会社 49,400,000

株式会社　遠藤組 25,000,000 2,500,000 27,500,000

北進工業　株式会社 25,500,000

天内工業　株式会社 25,300,000

株式会社　吉崎工業所 25,200,000

株式会社　遠藤組 2,860,000

北進工業　株式会社 2,900,000

天内工業　株式会社 2,790,000

株式会社　吉崎工業所 2,740,000 274,000 3,014,000

株式会社　遠藤組 5,400,000

北進工業　株式会社 5,500,000

天内工業　株式会社 5,420,000

株式会社　吉崎工業所 5,300,000 530,000 5,830,000

株式会社　遠藤組 1,400,000 140,000 1,540,000

北進工業　株式会社 1,500,000

天内工業　株式会社 1,500,000

株式会社　吉崎工業所 1,470,000

※工事10号は見積もり合わせのため記載せず

1,540,000 1
自R02.2.26
至R02.2.28

工22 2/21 指名 勝山地区漏水修繕工事
置戸町
字北光

漏水修繕　１箇所
漏水特定作業　１式

27,874,000 1
自R01.09.13
至R02.01.31

工19 9/10 指名
北光愛の沢地区各戸給水管敷設工事
（その２）

置戸町
字北光・

豊住
各戸給水　１６戸

1
自R01.09.13
至R02.01.31

工18 9/2 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２）

置戸町
字拓殖・
常元・北
光・豊住

町道愛の沢豊住線配水管　Ｌ＝３２４ｍ
給水支線配水管（佐藤宅）　Ｌ＝２７４ｍ
道道常元中里線配水管　Ｌ＝４２８ｍ
置戸浄水場改修　１式
取水施設改修　１式

55,055,000

5,973,000 1
自R02.2.26
至R02.3.20

工21 2/21 指名 春日地区各戸給水管敷設工事
置戸町
字春日

各戸給水　１戸
管路切替　３箇所
空気弁調整　１箇所

3,080,000 1
自R01.10.31
至R01.11.29

工20 10/28 指名 置戸地区水道管漏水修繕工事
置戸町
字北光

漏水修繕工　不断水ストッパー
φ２５０　１箇所


