
平成30年度　入札結果一覧

入札日 入札方法 工事名／担当課 工事概要／工期 契約金額（円）

法人番号： 4390001006730

法人番号： 8100001001434

法人番号： 5390002009847

法人番号： 2390001006716

法人番号： 8390001006693

法人番号： 5390001006713

法人番号： 2390001006716

法人番号： 6390002007916

法人番号： 1390005003859

法人番号： 8390001007725

法人番号： 5090002008205

法人番号： 7390001006703

法人番号： 4390001007150

法人番号： 2390001006716

法人番号： 1390001001973

法人番号： 5390002008171

法人番号： 7390002008244

平成30年度西浜海浜駐車場除砂工事
（企画課）

H30.6.5 指名競争
スクールバス管理用軽トラック購入
（教育課）

軽トラックの購入
（H30.6.5～H30.7.20）

934,956
(有)西浜タイヤ

H30.6.5 指名競争

西浜海水浴場駐車場の除砂工事
押土・砂すきとり・すきとり砂敷均し等
13,160㎥
（H30.6.6～H30.7.12）

4,536,000
(有)石山工業

H30.6.5 指名競争

平成30年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　上寺配水場電気計装
設備工事
（地域生活課）

計装テレメータ盤：1面
配水池水位計：1台
100A配水流量計：1台
中央監視設備：1式
（H30.6.7～H31.1.15）

27,972,000
山形富士電機㈱

H30.6.5
条件付き
一般競争

平成30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）

上部工再塗装工　Ａ＝1,760㎡
防護柵交換工　Ｌ＝142m
（H30.6.5～H31.3.29）

88,560,000
㈱髙橋工業所

株式会社大和エンジニア
H30.5.31 指名競争

平成30年度遊佐町役場新庁舎建設に伴
う用地測量業務委託
（総務課）

用地調査　Ａ＝6,800㎡
（H30.5.31～H30.8.31）

4,212,000

H30.5.31
条件付き
一般競争

平成30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
（地域生活課）

配水池　ステンレス製　5.0×5.0×2池
有効容量：130㎥　地盤改良　φ600×
28本　場内整備
（H30.5.31～H31.1.15）

64,692,000
協栄建設㈱

H30.5.31 指名競争
平成30年度吉出地区地籍調査業務委
託
（地域生活課）

地籍調査　Ａ＝0.14ｋ㎡
（H30.5.31～H31.3.22）

3,240,000
(有)斎藤測量事務所

H30.5.18 指名競争
平成30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
（H30.5.18～H30.7.27）

1,080,000

東北環境開発㈱
酒田支店

H30.5.18 指名競争

平成30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）

松くい虫防除散布（無人ヘリ24.50ha、
ノズル26.10ha、スパウタ10.70ha）
（H30.5.18～H30.7.27）

9,558,000
北庄内森林組合

H30.5.16 指名競争
平成30年度消防ポンプ自動車1台購入
（総務課）

第3分団山崎　消防ポンプ自動車1台
購入
（H30.5.16～H30.11.30）

19,980,000
(有)本間商会

H30.5.15
条件付き
一般競争

若者定住町営住宅地造成工事
（地域生活課）

造成面積　5,409.32㎡
（H30.5.15～H30.9.28）

48,384,000
㈱髙橋工業所

H30.5.14 指名競争
遊佐小学校体育館屋根防水改修工事
（教育課）

遊佐小学校体育館屋根雨漏の改修工
事
（H30.5.14～H30.7.20）

20,034,000
庄司建設工業㈱

H30.5.14 指名競争
藤崎小学校体育館南面外壁改修工事
（教育課）

藤崎小学校体育館南面外壁の雨漏改
修工事
（H30.5.14～H30.8.10）

7,560,000
伊藤建設㈱

H30.5.11 指名競争
遊佐町立図書館屋根改修工事
（教育課）

町立図書館屋根及び外壁改修
（H30.5.11～H30.8.31）

12,960,000
㈱髙橋工業所

H30.5.8 指名競争

平成30年度　遊佐町特定環境保全公共
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（その２）
（地域生活課）

ＨＩＶＰ　φ100～　Ｌ＝1,300ｍ　仮設　Ｌ
＝420ｍ
（H30.5.10～H31.1.21）

5,378,400
(有)安野測量事務所

新日本設計㈱　庄内営業所
H30.5.8 指名競争

平成30年度　遊佐町特定環境保全公共
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（その１）
（地域生活課）

ＨＩＶＰ　φ100～　Ｌ＝600ｍ　仮設　Ｌ
＝600ｍ
（H30.5.10～H30.12.20）

4,212,000

H30.5.8
町道野沢中線　側溝整備工事
（地域生活課）

指名競争
側溝工(700*700)L=55.0m
（Ｈ30.5.9～Ｈ30.7.31）

4,320,000

契約業者／法人番号

ヤマ五建設㈱
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平成30年度　入札結果一覧

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／法人番号

法人番号： 3390001006500

法人番号： 6390002007916

法人番号： 8390001001892

法人番号： 7390001006703

法人番号： 6390002008170

法人番号： 4390001006722

法人番号： 8390001006693

法人番号： 4390001007150

法人番号： -

法人番号： 7390001006703

法人番号： 5090002008205

法人番号： 5390001006713

法人番号： 6390002008220

法人番号： 3390002008207

法人番号： 3340001005358

法人番号： 1370001010010

H30.7.24 指名競争
遊佐町橋梁長寿命化修繕計画事業
丸子橋補修設計業務委託
（地域生活課）

橋梁補修設計　１式
（H30.7.25～H30.12.25）

4,050,000

㈱復建技術コンサルタント
山形支店

H30.7.24 指名競争
若者定住町営住宅建設に伴う地質調査
業務委託
（地域生活課）

地質調査
①調査ボーリングL＝11m
②標準貫入試験　　③液状化判定
（H30.7.24～H30.8.24）

864,000
新和設計㈱庄内営業所

H30.7.23 指名競争
生涯学習センター公用自動車購入
（教育課）

生涯学習センター用軽自動車購入
（H30.7.23～H30.9.10）

861,840
（有）齋藤モータース

H30.7.11 指名競争
平成30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）

一塁側観覧場コンクリート基礎および
スロープ整備工事
（H30.7.11～H30.10.31）

4,806,000
(有)菅原建設

H30.7.11
条件付き
一般競争

平成30年度吹浦児童公園再整備工事
（地域生活課）

複合遊具設置、バスケットゴール及び
コート設置、その他遊具等設置
（H30.7.13～H30.11.30）

16,740,000
庄司建設工業㈱

H30.7.11 指名競争
平成30年度豊岡地内地籍調査業務委
託
（地域生活課）

地籍調査　Ａ＝0.01ｋ㎡
（H30.7.11～H31.3.22）

1,728,000
(有)斎藤測量事務所

H30.7.11
条件付き
一般競争

平成30年度　町道畑西線道路改良工事
（地域生活課）

道路改良　L=266.0ｍ（舗装工
A=2,075.3㎡　側溝工　L=240.7m　カル
バート工　L=29.9m　防護柵工
L=119.0m）
（H30.7.12～H30.12.14）

41,256,000
協栄建設㈱

H30.7.11 指名競争
若者定住町営住宅建設工事　実施設計
及び監理業務委託
（地域生活課）

共同住宅（２LDKメゾネットタイプ４世帯
を２棟）及び外部物置を新築
（H30.7.11～H31.3.15）

3,024,000
畠中・ブレン経常設計共同企業体

H30.7.6 指名競争
平成30年度遊佐町新庁舎建設に伴う敷
地造成等詳細設計業務
（総務課）

地形測量一式、敷地造成設計A=5,940
㎡、道路詳細設計L=110m、予備設計
（H30.7.6～H30.10.26）

8,208,000
株式会社大和エンジニア

H30.7.3 指名競争
平成30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）

アスファルト舗装工事
舗装復旧工　A=4,617㎡
（H30.7.3～H30.9.28）

19,980,000
伊藤建設㈱

H30.6.14
条件付き
一般競争

平成30年度遊佐中学校トイレ改修工事
（教育課）

遊佐中学校東側トイレ（１F～３F）の便
器交換、天井、床、配管、照明設備改
修工事
（H30.6.18～H30.9.28）

41,580,000
土門建設㈱

H30.6.8 指名競争
遊佐中学校防火シャッター改修工事
（教育課）

遊佐中学校の防火シャッターに安全機
能装置を設置
（H30.6.14～H30.8.16）

7,560,000
(有)石川工業

H30.6.8 指名競争
遊佐中学校厨房エアコン設置工事
（教育課）

遊佐中学校厨房にエアコンを設置する
（H30.6.8～H30.8.16）

4,644,000
協栄建設㈱

(有)本間商会

H30.6.8 指名競争
高瀬・吹浦小学校教職員用ノート型パソ
コン等物品購入
（教育課）

高瀬小学校及び吹浦小学校の教職員
用パソコンの更新
（H30.6.8～H30.8.10）

1,950,912
㈱メコム 酒田支店

H30.6.7 指名競争
平成30年度小型動力ポンプ整備事業
（総務課）

消防用小型ポンプの購入（B-3級2台）
整備場所：222杉沢南　331畑・上戸
（H30.6.7～H30.11.30）

3,650,400

H30.6.7 指名競争
遊佐町防災行政無線田地下・下当・三ノ
俣局デジタル化工事
（総務課）

防災行政無線子局3局（田地下・下当・
三ノ俣）のデジタル化工事
（H30.6.7～H31.1.31）

15,696,960
㈱ハムシステム庄内
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平成30年度　入札結果一覧

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／法人番号

法人番号： 1370001010010

法人番号： 2010001016851

法人番号： 6390002008170

法人番号： 8390001006693

法人番号： 4390001006722

法人番号： 4390001006722

法人番号： 3390001006500

法人番号： 1390001001973

法人番号： 8390001006693

法人番号： 7390001006703

法人番号： 5390001006713

法人番号： 2011001006553

法人番号： 3390001006707

法人番号： 7390001006868

法人番号： 3390001006707

法人番号： 8390001006693

H30.8.31 指名競争
藤崎保育園外壁塗装改修工事
（健康福祉課）

外壁等塗装工事
（H30.9.3～H30.11.30）

3,780,000
㈱斎藤工業

H30.8.28 指名競争
遊佐町町営住宅長寿命化計画　変更計
画策定業務委託
（地域生活課）

平成25年度に策定した長寿命化計画
の総合的な見直し
（H30.8.28～H30.12.20）

5,184,000

㈱協和コンサルタンツ
山形営業所

H30.8.9
条件付き
一般競争

平成30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=430.5m
マンホール工15基
（H30.8.9～H31.1.31）

29,700,000
庄司建設工業㈱

H30.8.9
条件付き
一般競争

平成30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=318.07m　φ75㎜
L=85m（圧送管）　マンホール工10基
（H30.8.9～H31.1.31）

31,320,000
協栄建設㈱

H30.8.9
条件付き
一般競争

平成30年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　平津配水池外壁塗装
及び場内整備工事
（地域生活課）

配水池外壁塗装工：466㎡
門扉工　1基　　フェンス工　L=31.6m
配水池屋根排水設備　1式
（H30.8.10～H30.12.14）

11,340,000
伊藤建設㈱

H30.8.9 指名競争

平成30年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　平津配水場電気計装
設備工事
（地域生活課）

水位計　1台　流量計　1台
流量計室電灯設備　1式
中央監視設備　1式
（H30.8.10～H30.12.14）

17,928,000
山形富士電機㈱

H30.8.2 指名競争
平成30年度遊佐町防災行政無線役場
局移設工事
（総務課）

防災行政無線子局1基を防災センター
屋上に移設し、スピーカーを更新
（H30.8.2～H30.11.30）

5,184,000
㈱ハムシステム庄内

H30.8.2
条件付き
一般競争

消防署遊佐分署解体工事
（総務課）

旧遊佐分署庁舎の解体
RC造2階建て
総床面積241.22㎡
（H30.8.2～H31.1.31）

17,064,000
土門建設㈱

H30.7.31
条件付き
一般競争

平成30年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　上寺配水池水道管布
設工事
（地域生活課）

送水管φ100　DIP-GX　L=520.3m
配水管φ150　DIP-GX　L=301.4m
排水管φ100　HIVP　L=293.9m
（H30.8.1～H31.1.15）

44,064,000
土門建設㈱

H30.7.31
条件付き
一般競争

平成30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）

連絡管φ400　DIP-GX　L=53.1m
流出管φ350　DIP-NS　L=98.9m
流量計室内　350A　NCP　L=7.4m
（H30.8.1～H30.12.14）

41,688,000
伊藤建設㈱

H30.7.31
条件付き
一般競争

町道下当下大内線防雪柵補修工事
（地域生活課）

防雪板交換　N=370枚
（H30.8.1～H30.12.14）

33,264,000
（有）石川工業

H30.7.24 指名競争
遊佐町道路トンネル定期点検業務委託
（地域生活課）

トンネル点検業務
（H30.7.25～H30.11.30）

1,782,000
日本工営㈱　仙台支店

H30.7.24 指名競争
町道杉沢本線落石防護柵詳細設計業
務委託
（地域生活課）

落石防護柵詳細設計　１式
（H30.7.25～H30.12.25）

3,996,000

㈱復建技術コンサルタント
山形支店

H30.10.3 指名競争
遊佐保育園外壁塗装改修工事
（健康福祉課）

外壁等塗装工事
（H30.10.4～H30.12.25）

4,212,000
金子建業㈱

H30.10.3
条件付き
一般競争

平成30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=45.25m
　　　　 φ75㎜　L=883.95m（圧送管）
マンホール工4基
本舗装工　A=3,961.77㎡
（H30.10.4～H31.3.8）

39,636,000
㈱斎藤工業

H30.10.3
条件付き
一般競争

平成30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=365.2m
マンホール工10基
（H30.10.4～H31.3.8）

27,000,000
伊藤建設㈱
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平成30年度　入札結果一覧

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／法人番号

法人番号： 7110001002085

法人番号： 4390001006689

法人番号： 4390001006722

法人番号： 7110001002085

法人番号： 3370801000316

法人番号： 8390001001892

法人番号： 7390002007881

法人番号： 8390001006693

法人番号： 4390001007150

法人番号： 1390005003859

法人番号： 6390002008294

法人番号： 2390001006716

法人番号： 6390002008220

法人番号： 8390001006826

法人番号： 7390001007412

法人番号： －

H30.10.3 指名競争
平成30年度　遊佐町新水道ビジョン等策
定業務委託
（地域生活課）

新水道ビジョン・経営戦略・アセットマ
ネジメント策定
（H30.10.4～H31.3.11）

8,316,000

㈱新光コンサルタント
庄内事務所

H30.10.4
条件付き
一般競争

平成30年度山崎集落防災資機材等備
蓄庫整備工事
（総務課）

消防ポンプ車庫　一棟　2階建て
延床面積　55.08㎡
（H30.10.4～H31.2.28）

12,204,000
赤塚建設工業㈱

H30.10.15
条件付き
一般競争

平成30年度遊佐特定環境保全公共下
水道管渠布設工事（第５工区）
（地域生活課）

開削工φ150㎜　L=304.9m
　　　　 φ75㎜　L=234.2m（圧送管）
マンホール工8基
（H30.10.16～H31.3.20）

19,872,000
土門建設㈱

H30.10.15 指名競争

平成30年度　吹浦第1配水場紫外線処
理施設砂除去装置設置工事実施設計
業務委託
（地域生活課）

砂除去装置　480㎥／日　1基
（H30.10.16～H31.3.8）

1,944,000

㈱新光コンサルタント
庄内事務所

H30.10.15 指名競争
乗用芝刈り機購入
（地域生活課）

乗用芝刈り機　2台
（H30.10.15～H31.3.29）

1,356,480

㈱ヰセキ東北　山形支社
遊佐営業所

H30.10.18 指名競争
高瀬小学校・吹浦小学校学習用タブレッ
ト等賃貸借
（教育課）

高瀬小学校・吹浦小学校　教育用タブ
レット機器及び授業支援ソフト等導入
賃貸借
（H30.10.18～H31.1.31）

97,200
㈱メコム 酒田支店

H30.10.22 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　100脚の更新
（H30.10.22～H30.12.10）

1,551,960
(有)藤井教材社

H30.10.23 指名競争
町道杉沢本線　舗装補修工事
（地域生活課）

舗装工　L=730m　W=5.5～8.1m
　　　　　 A=5,530㎡
（H30.10.24～H30.12.21）

25,380,000
伊藤建設㈱

H30.10.23 指名競争
平成30年度女鹿漁港海岸保全施設機
能診断調査業務委託
（産業課）

女鹿漁港海岸護岸　L=170m
（H30.10.23～H30.12.25）

972,000
㈱大和エンジニア

H30.10.23 指名競争
平成30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（290ha）
（H30.10.23～H30.12.14）

3,024,000
北庄内森林組合

H30.10.23 指名競争
平成30年度町有林間伐・作業道整備業
務委託
（産業課）

間伐1.5ha、作業道200m
（H30.10.23～H30.12.21）

918,000
荒生木材(有)

H30.11.1
条件付き
一般競争

平成30年度漆曽根地区防火水槽整備
工事
（総務課）

既存の防火水槽内に蓋掛けの防火水
槽を新規設置
1基　43.98㎥
（H30.11.1～H31.3.20）

7,722,000
㈱髙橋工業所

H30.11.13 指名競争
町道上山崎線　側溝整備工事
（地域生活課）

側溝工(250*250)L=88.0m
（Ｈ30.11.14～Ｈ31.1.31）

2,268,000
(有)菅原建設

H30.11.15 指名競争
遊佐町新庁舎建設に伴う地質調査業務
委託
（総務課）

土質ボーリング　一式
地盤液状化解析　一式
（H30.11.15～H31.1.15）

2,030,400
㈱庄内測量設計舎

H30.11.15 指名競争
事務用PC購入
（総務課）

事務用PCの購入
ノートPC　30台
（H30.11.15～H30.12.28）

1,898,640
㈱管理システム

H30.11.20 指名競争
町営住宅遊佐団地浴室改修工事設計
業務委託
（地域生活課）

町営住宅遊佐団地の全戸浴室改修工
事（平成31年度実施予定）に向けた設
計業務委託
（H30.11.20～H31.3.5）

1,296,000
あべ建設設計事務所
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法人番号： 6390001006043

法人番号： 4390001007150

法人番号： 1010001100425

法人番号： 6010401021472

法人番号： 4390001006623

法人番号： 7390001007412

法人番号： －

法人番号： 2390002008018

法人番号： 2390002008018

法人番号： 4390001006722

法人番号： 7390002008302

法人番号： 1390005003859

法人番号： 5390001006713

法人番号： 4370001009693

法人番号： 3390001006707

法人番号： 4390001006722

H30.11.20 指名競争
平成30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
（MPφ65*0.75kwl基場）
（H30.12.3～H31.3.15）

10,702,800
阿部エンジニアリング㈱

H30.11.30 指名競争
平成30年度女鹿漁港海岸保全施設長
寿命化計画策定業務委託（産業課）

長寿命化計画策定一式
女鹿漁港海岸護岸　L＝170m
（H30.11.30～H31.2.27)

1,814,400
㈱大和エンジニア

H30.12.3 指名競争
第2期遊佐町子ども・子育て支援事業計
画に係るニーズ調査業務委託（健康福
祉課）

第2期遊佐町子ども・子育て支援事業
計画に係るニーズ調査
（H30.12.10～H31.3.29）

1,015,200
㈱ぎょうせい　東北支社

H30.12.12 指名競争
平成30年度　吹浦第1配水場紫外線処
理施設砂除去装置設置工事
（地域生活課）

砂除去装置　40㎥／日　1基
（H30.12.13～H31.3.15）

12,744,000
㈱ウォーターテック　北日本支店

H30.12.12 指名競争
平成30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
（MPφ65*2.20kwl基場）
（H30.12.13～H31.3.20）

14,774,400
㈱メカニック

H30.12.12 指名競争
教職員用パソコン管理システム構築業
務
（教育課）

PC・ソフトの管理とセキュアな環境維
持のため、機器ソフトの導入・構築
（H30.12.13～H31.3.20）

3,024,000
㈱管理システム

H30.12.25 指名競争
高瀬・吹浦・藤崎小学校エアコン設置工
事実施設計業務委託
（教育課）

高瀬・吹浦・藤崎小学校エアコン設置
工事実施設計業務
（H30.12.25～H13.2.15）

4,698,000
あべ建設設計事務所

H30.12.25 指名競争
蕨岡・遊佐小学校エアコン設置工事実施
設計業務委託
（教育課）

蕨岡・遊佐小学校エアコン設置工事実
施設計業務
（H30.12.25～H13.2.15）

3,348,000
(有)水口建築構造設計事務所

H30.12.25 指名競争
遊佐中学校普通教室エアコン設置工事
実施設計業務委託
（教育課）

遊佐中学校普通教室エアコン設置工
事実施設計業務
（H30.12.25～H13.2.15）

1,890,000
(有)水口建築構造設計事務所

H30.12.25
条件付き
一般競争

平成30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）

配水管　φ150　DIP-GX　L＝63.1m
仮設配水管撤去　L＝15.9m
既設配水管撤去　L＝23.9m

5,400,000
土門建設㈱

H31.1.23 指名競争
平成30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
（1,035.82㎥）

22,140,000
(有)遠田林産

H31.1.23 指名競争
平成30年度冬季里山林整備事業
（産業課）

枯松の除伐（335.45㎥） 6,966,000
北庄内森林組合

H31.1.23 指名競争
鳥海温泉遊楽里７階レストランエアコン
設置工事
（企画課）

鳥海温泉遊楽里７階レストランのエア
コン設置

9,180,000
庄司建設工業㈱

H31.1.25 指名競争
生涯学習センター電話設備改修工事
（教育課）

生涯学習センター内電話機及び電話
配線改修

1,350,000
日東通信㈱　山形支店

H31.3.1
条件付き
一般競争

新庁舎建設用地造成工事
（総務課）

造成面積　6,932.44㎡
（H31.3.1～H31.7.31）

42,660,000
㈱斎藤工業

H31.3.1 指名競争
高瀬・吹浦・藤崎小学校エアコン設置工
事
（教育課）

冷暖房衛生設備工事
（効力発生の日～H31.7.1）

99,635,400
土門建設㈱
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法人番号： 1390001006147

法人番号： 1390001006147

法人番号： 6390002008220

法人番号： 2390002008174

H31.3.1 指名競争
蕨岡・遊佐小学校エアコン設置工事
（教育課）

冷暖房衛生設備工事
（効力発生の日～H31.7.1）

49,680,000
環清工業㈱

H31.3.1 指名競争
遊佐中学校エアコン設置工事
（教育課）

冷暖房衛生設備工事
（H31.3.4～H31.7.1）

39,744,000
環清工業㈱

H31.3.13 指名競争
吹浦小学校特別支援教室改修工事
（教育課）

吹浦小学校の特別支援教室を仕切る
壁の増設工事
（H31.3.13～H31.3.29）

2,484,000
(有)菅原建設

H31.3.28
条件付き
一般競争

遊佐保育園駐車場整備工事
（健康福祉課）

駐車場整備
（舗装工A＝680㎡　横断防止柵L＝
106m　照明灯設置2基）
（H31.4.1～H31.6.28）

6,372,000
(有)一道建設
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