
入札日 入札方法 工事名／担当課 工事概要／工期 契約金額（円） 契約業者

H29.4.14 指名競争
平成29年度春季松くい虫防除事業（町
単）業務委託
(産業課）

松くい虫被害木の伐倒駆除及び搬出
破砕（総材積440.76㎥・処理本数1,535
本）
（Ｈ29.4.14～Ｈ29.7.10）

9,180,000 北庄内森林組合

H29.4.24 指名競争
各小学校電子黒板機能付きプロジェク
ター等物品購入
（教育課）

各小学校に電子黒板機能付きプロジェ
クター等を導入
（Ｈ29.4.24～Ｈ29.6.7）

2,095,200
㈱日情システムソ
リューションズ

H29.4.24 指名競争
上小松地内無蓋防火水槽改修工事
（総務課）

防火水槽有蓋化工事
（Ｈ29.4.24～Ｈ29.7.21）

2,754,000 （有）石山工業

H29.4.26 指名競争
町道遊佐稲川丸子線　舗装補修工事
（地域生活課）

L=600m W=8.7m W=2.0m
（Ｈ29.4.26～Ｈ29.7.31）

23,565,600 ㈱髙橋工業所

H29.4.26 指名競争
町道八日町北線　側溝整備工事
（地域生活課）

側溝工(250*250)L=36.0m
（Ｈ29.4.26～Ｈ29.7.20）

1,836,000 （有）石川工業

H29.4.26 指名競争
町道赤坂線　側溝整備工事
（地域生活課）

側溝工事(300*300)L=90m
（Ｈ29.4.26～Ｈ29.7.20）

3,078,000 （有）菅原建設

H29.5.1 指名競争
小型動力ポンプ整備事業
(総務課）

消防用小型動力ポンプの購入（B-3級
2台）　整備箇所：221褄坂、352菅野
（H29.5.1～H29.10.31）

3,499,200 (有)本間商会

H29.5.1 指名競争
小型動力ポンプ付軽積載車整備事業
(総務課）

消防用小型動力ポンプ付積載車（軽
四輪駆動デッキバン）２台購入
（H29.5.1～H29.10.31）

10,368,000 (有)本間商会

H29.5.16 指名競争

平成29年度山形県森林病害虫等防除
事業（無人ヘリコプター散布・地上散布）
委託
(産業課）

松くい虫防除薬剤散布（無人ﾍﾘ
20.00ha、ﾉｽﾞﾙ27.90ha、ｽﾊﾟｳﾀ11.30ha）
（H29.5.16～H29.7.28）

9,072,000 北庄内森林組合

H29.5.16 指名競争
平成29年度山形県森林病害虫等防除
事業環境影響調査業務委託
(産業課）

無人ヘリコプターによる薬剤散布にお
けるアセタミプリドの気中濃度調査
（H29.5.16～H29.7.28）

702,000
東北環境開発㈱
酒田支店

H29.5.24
条件付き
一般競争

平成２９年度横町三集落防災資機材等
備蓄庫整備工事
(総務課）

木造平屋建29.74㎡
（H29.5.24～H29.9.29）

8,208,000 (有)菅原建設

H29.5.24
条件付き
一般競争

平成２９年度大楯集落防災資機材等備
蓄庫整備工事
(総務課）

木造平屋建29.74㎡
（H29.5.24～H29.9.29）

7,668,000 (有)石山工業

H29.6.2 指名競争
平成29年度西浜海浜駐車場砂除去工
事
(企画課）

西浜海水浴場駐車場及び進入路の飛
砂除去（押土・砂すきとり・敷均し）　L
＝676.5ｍ
（H29.6.5～H29.7.13）

4,536,000 (有)菅原建設

H29.6.6 指名競争
遊佐中学校ボイラー改修工事
(教育課）

温水ボイラー設備更新
（H29.6.6～H29.8.10）

11,340,000 環清工業㈱

H29.6.6 指名競争
遊佐中学校体育館他ＬＥＤ照明化工事
（教育課）

既存照明器具撤去・ＬＥＤ照明取付工
事
（H29.6.6～H29.8.10）

10,800,000 伊藤建設㈱

H29.6.6 指名競争
遊佐中学校非常用放送設備改修工事
（教育課）

非常用放送設備更新・拡声器２基増設
（H29.6.6～H29.8.10）

5,940,000
東北電化工業㈱
酒田営業所



H29.6.9 指名競争
平成29年度　駅前二区地内配水管布設
舗装復旧工事
(地域生活課）

県道舗装　59㎡　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装
36㎡　町道舗装　159㎡
（H29.6.12～H29.7.31）

2,322,000 ㈱斎藤工業

H29.6.9 指名競争
平成29年度　十日町地内給水管取出し
工事
(地域生活課）

給水管取出し　4箇所
排水性アスファルト舗装　Ａ＝275㎡
（H29.6.12～H29.7.31）

2,700,000 ㈱斎藤工業

H29.6.12 指名競争
平成29年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　平津配水池築造工事
(地域生活課）

配水池築造　ＰＣ造　Ｖ＝1,500㎥　1池
（効力発生の日～H30.1.15）

142,560,000
㈱安部日鋼工業
東北支店

H29.6.13 指名競争
藤崎小学校職員用駐車場整備工事
(教育課）

藤崎小学校職員用駐車場の舗装工事
1,320㎡
（H29.6.13～H29.8.10）

7,992,000 ヤマ五建設㈱

H29.6.13 指名競争
遊佐中学校教職員用ノート型パソコン
(教育課）

遊佐中学校職員用パソコン　３５台更
新
（H29.6.13～H29.8.10）

1,867,320
山形サンダー㈱
酒田支店

H29.6.15 指名競争
遊佐中学校スクールバス車庫改修工事
(教育課）

遊佐中学校スクールバス車庫改修工
事
（H29.6.15～H29.8.31）

4,536,000 (有)石川工業

H29.6.20 指名競争
遊佐中学校食器洗浄機購入
(教育課）

食器洗浄機
(H29.6.20～Ｈ29.8.10）

1,976,400
タニコ―㈱
酒田営業所

H29.6.20 指名競争
藤崎小学校スチームコンべクションオー
ブン購入
(教育課）

スチームコンベクションオーブン
(H29.6.20～Ｈ29.8.10）

864,000
タニコ―㈱
酒田営業所

H29.6.20 指名競争
社会科副読本「わたしたちの町　遊佐」
印刷業務
(教育課）

社会科副読本「わたしたちの町　遊佐」
印刷業務
(H29.6.20～Ｈ30.2.28）

1,620,000 ㈱小松写真印刷

H29.6.23 指名競争
蕨岡小学校遊具整備工事
(教育課）

蕨岡小学校遊具更新工事　（ブランコ、
鉄棒、雲梯）
（H29.6.23～H29.8.15）

3,132,000 (有)石山工業

H29.6.27 指名競争
平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道舗装復旧工事
（地域生活課）

舗装復旧工　A=6,750㎡
（Ｈ29.6.28～Ｈ29.9.29）

28,080,000 ㈱髙橋工業所

H29.6.27 指名競争

平成29年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　上寺配水池築造工事
実施設計及び地質調査業務委託
（地域生活課）

配水池　ＲＣ造り　Ｖ＝130㎥　送水管
ＤＩＰ　φ100　520ｍ　配水管　ＤＩＰ　φ
150　280ｍ
（Ｈ29.6.28～Ｈ29.12.5）

8,964,000
㈱新光コンサルタント
　庄内事務所

H29.6.27
条件付き
一般競争

平成29年度　日沿道（日向台地内）建設
工事に伴う水道管布設替工事
（地域生活課）

ＤＩＰ－ＧＸ　φ250　Ｌ＝412.95ｍ　不断
水分岐　2箇所
（Ｈ29.6.29～Ｈ29.9.15）

21,254,400 協栄建設㈱

H29.6.27
条件付き
一般競争

平成29年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　平津配水池場内配管
工事
（地域生活課）

流入管　φ250　ＤＩＰ-ＧＸ　Ｌ＝22.1ｍ
流出管　φ350　ＤＩＰ-ＮＳ　Ｌ＝8.8ｍ
350Ａ　ＮＣＰ　Ｌ＝6.0ｍ　越流排泥管
φ250　ＤＩＰ-ＧＸ　Ｌ＝19.2ｍ　250Ａ　Ｎ
ＣＰ　Ｌ＝10.2ｍ　φ200　ＤＩＰ-ＧＸ　Ｌ
＝1.3ｍ

－ 入札者なし

H29.6.27 指名競争
平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道実施設計業務委託
（地域生活課）

実施設計業務
開削工法　L=2,175m
マンホールポンプ　2基場
地質調査　3か所
（Ｈ29.6.28～Ｈ29.11.30）

12,873,600 ㈱庄内測量設計舎



H29.6.29 指名競争
遊佐町防災行政無線（固定系）非常用
副局設備更新工事
(総務課）

消防署遊佐分署改築工事に併せた防
災行政無線副局設備のデジタル化等
（H29.6.29～H30.2.28）

33,588,000 ㈱ハムシステム庄内

H29.6.30 指名競争
吹浦小学校外壁木部塗装等工事
（教育課）

外壁木部塗装とキツツキによる外壁の
損傷があるため壁面補修工事
（Ｈ29.7.3～Ｈ29.8.18）

4,914,000 赤塚建設工業㈱

H29.7.4 指名競争
平成29年度吹浦元町地区街路灯LED化
工事
（産業課）

照明器具交換　N=45基
（Ｈ29.7.4～Ｈ29.8.31）

2,484,000 (有)遊佐電気工事

H29.7.4 指名競争

平成29年度日本海沿岸東北自動車道
工事に伴う下水道管渠布設替工事実施
設計業務委託（その１）
（地域生活課）

実施設計業務
開削工法　PEφ100　L=174.3m
（Ｈ29.7.6～Ｈ29.9.29）

5,346,000
㈱新光コンサルタント
　庄内事務所

H29.7.4 指名競争
平成２９年度遊佐町市街化調整区域
地区計画策定業務
（地域生活課）

地区計画を策定し、都市計画決定手
続きに必要な図書の作成
（Ｈ29.7.4～Ｈ30.3.20）

7,128,000
東日本総合計画㈱
山形支店

H29.7.10 指名競争
遊佐町防災行政無線小野曽局デジタル
化工事
(総務課）

防災行政無線小野曽局のデジタル化
（Ｈ29.7.10～Ｈ30.1.31）

4,752,000 ㈱ハムシステム庄内

H29.7.11
条件付き
一般競争

平成29年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　平津配水場場内配管
工事
(地域生活課）

流入管　φ250　DＩP-GX　L＝22.1ｍ
流出管　φ350　DＩP-NS　L＝25.6ｍ
350Ａ　ＮCP　L＝6.0ｍ　越流排泥管
φ250　DＩP-GX　L＝19.2ｍ　250Ａ　Ｎ
CP　L＝10.2ｍ　φ200　DＩP-GX　L＝
1.3ｍ
（Ｈ29.7.12～Ｈ30.1.15）

27,972,000 伊藤建設㈱

H29.7.24 指名競争
トレーニング機器購入
（教育課）

コードレスバイク２台、アブドミナルボー
ド１組
（効力発生の日～Ｈ29.8.10）

1,075,464 (有)とがしスポーツ

H29.7.24
条件付き
一般競争

サンスポーツランド野球場内野等改修
工事
(教育課）

サンスポーツランド野球場グラウンド土
の入替・舗装改修
施工面積　3,331.10㎡
（効力発生の日～Ｈ29.11.30）

14,796,000 ㈱斎藤工業

H29.7.24 指名競争
生涯学習センターホール照明機器更新
工事
（教育課）

生涯学習センターホール照明機器の
更新
（Ｈ29.4.24～Ｈ29.8.31）

3,974,400 ㈱ボイス

H29.7.27
条件付き
一般競争

吹浦保育園駐車場整備工事
（健康福祉課）

駐車場整備  (土留工L=96m　横断防
止柵L=96m　舗装工A=698m2)
（Ｈ29.8.1～Ｈ29.10.13）

8,316,000 (有)一道建設

H29.7.27
条件付き
一般競争

平成29年度　橋梁長寿命化修繕計画事
業　西浜橋補修工事
(地域生活課）

伸縮装置(車道3箇所、歩道7箇所)　橋
面舗装(車道4径間、歩道6径間)　高欄
(車道L=48m、歩道L=149m)
（Ｈ29.7.27～Ｈ29.12.28）

42,120,000 庄司建設工業㈱

H29.8.30
条件付き
一般競争

平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道管渠布設工事（第1工区）
(地域生活課）

開削工φ150㎜　L=420m　φ75㎜
L=217.55m（圧送管）  マンホール工
14基
（Ｈ29.8.31～Ｈ30.2.20）

37,152,000 ㈱斎藤工業

H29.8.30
条件付き
一般競争

平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道管渠布設工事（第2工区）
(地域生活課）

開削工φ150㎜　L=224.20m　φ50～
φ75㎜　L=100.88m（圧送管）  マン
ホール工　15基
（Ｈ29.8.31～Ｈ30.2.20）

26,460,000 伊藤建設㈱



H29.9.1 指名競争
町道上大内西線　舗装新設工事
(地域生活課）

L=98m W=3.0m A=296㎡
(H29.9.4～H29.10.31）

1,944,000 (有)石川工業

H29.9.1
条件付き
一般競争

町道杉沢本線　落石防護網復旧工事
(地域生活課）

落石防護網 L=50m H=25m A=1,280㎡
（H29.9.4～H29.12.28）

15,012,000 伊藤建設㈱

H29.9.1 指名競争
平成29年度上寺配水池築造工事に伴う
用地測量業務委託
(地域生活課）

用地測量　Ａ＝0.92ha　立木調査一式
（H29.9.4～H29.12.5）

3,002,400 ㈱出羽測量設計

H29.9.27 指名競争

平成29年度　遊佐特定環境保全公共下
水道管渠布設工事に伴う水道管布設替
工事実施設計業務委託
（地域生活課）

ＨＩＶＰ　φ100～　Ｌ＝500ｍ　仮設　Ｌ
＝300ｍ
（H29.9.28～H30.2.20）

4,320,000
㈱新光コンサルタント
　庄内事務所

H29.10.10 指名競争
平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道管渠布設工事（第3工区）
（地域生活課）

開削工φ150㎜　L=251.00m　φ75㎜
L=106.25m（圧送管）  マンホール工
13基
（H29.10.11～H30.2.27）

21,060,000 土門建設㈱

H29.10.10 指名競争
吹浦保育園外壁塗装改修工事
（健康福祉課）

外壁等塗装工事
（H29.10.11～H29.12.8）

4,622,400 ㈱斎藤工業

H29.10.11 指名競争
遊佐中学校生徒用机・椅子購入
(教育課）

生徒用机　５０台　　　生徒用椅子１５０
脚の更新
（H29.10.11～H29.11.30）

1,836,000 (有)藤井教材社

H29.10.20 指名競争
町道杉沢本線　舗装補修工事
（地域生活課）

L=200m W=5.8m A=1,160㎡
(H29.10.20～Ｈ29.12.15）

4,968,000 (有)菅原建設

H29.10.20 指名競争
平成29年度町有林間伐・作業道整備業
務委託
（産業課）

間伐3.0ha、作業道整備300ｍ
（Ｈ29.10.20～Ｈ29.12.22）

1,620,000 荒生木材(有)

H29.10.24 指名競争
平成29年度秋季松くい虫被害木調査業
務委託
（産業課）

高度公益機能森林の普通林における
松くい虫被害木調査
（Ｈ29.10.24～Ｈ29.12.8）

3,175,200 北庄内森林組合

H29.10.24 指名競争
遊佐中学校教育用コンピュータ等賃貸
借
（教育課）

遊佐中学校PCルーム授業支援ソフト
導入及び端末機器等賃貸借
（Ｈ29.10.24～Ｈ29.11.30）

　
4,986,000

(長期契約の為、消
費税は別途）

㈱管理システム

H29.10.24 指名競争
平成２９年度高瀬峡林道舗装工事
（企画課）

高瀬峡林道の舗装工事 （W=3
ｍ,L=300ｍ,A=900㎡）
（Ｈ29.10.25～Ｈ29.12.8）

2,916,000 ヤマ五建設㈱

H29.10.31
条件付き
一般競争

平成29年度吹浦児童公園再整備工事
（地域生活課）

東屋設置1基、フェンス設置L=107m、
構造物撤去
（Ｈ29.10.31～Ｈ30.3.20）

9,612,000 金子建業㈱

H29.11.14 指名競争

平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道マンホールポンプ設置工事（その
１）
（地域生活課）

マンホールポンプ設置工（MPφ
65*0.75kw1基場、ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄφ
50*0.4kw2基場）
(H29.12.1～H30.3.9）

15,768,000 阿部エンジニアリング㈱

H29.11.14 指名競争

平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道マンホールポンプ設置工事（その
２）
（地域生活課）

マンホールポンプ設置工（MPφ
65*0.75ｋｗ　1基場、GPφ40*0.75kw
1基場）
(H29.12.1～H30.3.9）

18,133,200 環清工業㈱

H29.11.14 指名競争

平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道マンホールポンプ設置工事（その
３）
（地域生活課）

マンホールポンプ設置工（MPφ
65*0.75ｋｗ　1基場）
(H29.12.1～H30.3.9）

9,601,200 環清工業㈱

H29.11.21
条件付き
一般競争

平成29年度　日沿道（茂り松地内）建設
工事に伴う水道管布設替工事
（地域生活課）

ＤＩＰ－ＧＸ　φ250　Ｌ＝149ｍ　不断水
分岐　2箇所
（H29.11.24～H30.2.9）

13,878,000 庄司建設工業㈱



H29.11.21
条件付き
一般競争

平成29年度富岡地区防火水槽整備工
事
(総務課）

コンクリート防火水槽40ｔ
（H29.11.21～H30.3.23）

6,469,200 赤塚建設工業㈱

H29.11.21 指名競争
新庁舎建設基本計画策定業務
(総務課）

新庁舎建設基本計画策定業務
（H29.11.21～H30.3.23）

1,782,000 ㈱エーシーデー計画

H29.12.14 指名競争
町道野沢中線　野沢橋補修工事
（地域生活課）

張出床板1式　高欄L=35m
（H29.12.14～H30.3.30）

3,078,000 協栄建設㈱

H29.12.14 指名競争
平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道舗装復旧工事（その２）
（地域生活課）

舗装復旧工　A=2,050㎡
（H29.12.15～H30.3.20）

11,340,000 土門建設㈱

H29.12.14
条件付き
一般競争

平成29年度遊佐特定環境保全公共下
水道管渠布設工事（第4工区）
（地域生活課）

開削工　φ150　L=237.7m  マンホール
工　12基
（H29.12.15～H30.3.20）

12,420,000 ㈱髙橋工業所

H29.12.20 指名競争
平成29年度　若者住宅地造成に伴う測
量設計業務委託
（地域生活課）

路線測量L=0.10km　造成設計
A=0.289ha　開発行為申請業務一式
(H29.12.20～Ｈ30.3.26）

11,772,000 ㈱出羽測量設計

H29.12.27
条件付き
一般競争

平成29年度　日沿道（千代ノ藤地内）建
設工事に伴う水道管布設替工事
（地域生活課）

仮設配水管　φ150　ＤＩＰ－Ｋ　Ｌ＝
175.2ｍ
不断水分岐　2箇所
（Ｈ29.12.28～Ｈ30.2.20）

10,260,000 伊藤建設㈱

H30.1.9 指名競争
除雪機械格納庫新築工事に伴う実施設
計業務委託
（地域生活課）

除雪機械格納庫新築
平屋建て　鉄骨造　延床面積1,000㎡
程度
（Ｈ30.1.9～Ｈ30.3.30）

2,106,000
畠中・ブレン経常設計
共同企業体

H30.1.9 指名競争
平成29年度冬季松くい虫防除事業（町
単）業務委託
（産業課）

松くい虫被害木の伐倒駆除及び搬出
破砕（1427.27ｍ3）
（Ｈ30.1.9～Ｈ30.3.23）

29,808,000 北庄内森林組合

H30.1.9 指名競争
平成29年度里山林整備事業業務委託
（産業課）

枯松の除伐（371.71m3）
（Ｈ30.1.9～Ｈ30.3.23）

7,452,000 出羽庄内森林組合

H30.1.15 指名競争
遊佐小学校防火シャッター改修工事
（教育課）

遊佐小学校の防火シャッター安全装置
設置（スクリンセーバー等）
（Ｈ30.1.15～Ｈ30.3.28）

1,501,200 (有)石山工業

H30.1.31 指名競争
平成29年度サン・スポーツランド遊佐野
球場観覧場等整備工事
（教育課）

身障者用観覧場コンクリート基礎およ
び防護柵整備工事
（Ｈ30.1.31～Ｈ30.3.30）

2,160,000 金子建業㈱

H30.1.31 指名競争
鳥海温泉遊楽里喫煙室設置工事
（企画課）

遊楽里喫煙室の新設（１階ロビー北
側、1,090×1,770×H2,350）
（Ｈ30.2.1～Ｈ30.3.23）

2,084,400 協栄建設㈱

H30.1.31 指名競争
遊佐中学校丸型ガスフライヤー購入
(教育課）

丸型ガスフライヤー
（Ｈ30.1.31～Ｈ30.3.29）

734,400
タニコ―㈱
酒田営業所

H30.3.23 指名競争
平成29年度春季松くい虫防除事業（町
単）業務委託
（産業課）

松くい虫被害木の伐倒駆除及び搬出
破砕（700.02㎥）
（Ｈ30.3.23～Ｈ30.5.31）

14,040,000 有限会社遠田林産


