
令和元（平成31）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）

新庁舎前道路新設工事に伴う用地測量
及び道路詳細設計業務委託

路線測量L=40m、用地測量A=1.00ha、
郎ロ詳細設計L=140m

（地域生活課） （H31.4.24～H31.12.20） 法人番号： 4390001007150

平成30年度　除雪機械格納庫新築工事
鉄骨造平屋建　977.55㎡、建築工事一
式、電気設備工事一式、土木工事一式

（地域生活課） （効力発生の日～H31.12.27） 法人番号： 2390001006716

平成31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（その1）

ＨＩＶＰ　φ75㎜～　Ｌ＝1,000ｍ　仮設
Ｌ＝1,000ｍ

（地域生活課） （H31.4.26～H32.1.31） 法人番号： 7110001002085

平成31年度　旧平津配水池撤去工事実
施設計業務委託

RC造　V=1,344㎥

（地域生活課） （H31.4.26～H32.1.31） 法人番号： 7110001002085

公用自動車購入（普通乗用車） 公用自動車（普通乗用車）1台購入

（産業課） （H31.4.25～H31.9.30） 法人番号： 4390001006697

遊佐町学校施設長寿命化計画策定業務
委託

遊佐町内の学校施設長寿命化計画を
策定

（教育課） （R1.5.10～R2.3.31） 法人番号： 2011001006553

遊佐小学校体育館西面外壁改修工事 雨の吹込みを無くするための防水工事

（教育課） （R1.5.13～R1.8.13） 法人番号： 3390001006707

令和元年度　西浜海浜駐車場除砂工事
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

（企画課） （R1.5.30～R1.7.10） 法人番号： 7390001006868

平成31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

松くい虫防除散布（無人ヘリ24.50ha、ノ
ズル32.10ha、スパウタ12.38a）

（産業課） （R1.5.31～R1.7.31） 法人番号： 1390005003859

令和元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

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

（産業課） （R1.5.31～R1.7.31） 法人番号： 8390001007725

令和元年度　遊佐特定環境保全公共下
水道舗装復旧工事（第1工区）

アスファルト舗装工事
舗装復旧工　A=4,141㎡

（地域生活課） （効力発生の日～R1.8.30） 法人番号： 7390001006703

令和元年度　遊佐特定環境保全公共下
水道舗装復旧工事（第2工区）

アスファルト舗装工事
舗装復旧工　A=2,083㎡

（地域生活課） （効力発生の日～R1.8.30） 法人番号： 8390001006693

除雪ドーザ（11ｔ級）購入 除雪ドーザ（11ｔ級）1台

（地域生活課） （効力発生の日～R1.12.20） 法人番号： 6390001000616

公用自動車購入（道路維持作業車） 公用自動車（軽トラック）1台

（地域生活課） （R1.6.10～R1.7.31） 法人番号： 3390002008207

町道京田野沢藤井線側溝整備工事
側溝工　L=80m
　300*300＝74m　300*600＝ 6m

（地域生活課） （R1.6.10～R1.8.9） 法人番号： 4390001006689

遊佐中学校厨房配管改修工事 遊佐中学校厨房の給水管等改修工事

（教育課） （R1.6.12～R1.8.19） 法人番号： 7390001006703

遊佐町立図書館屋根改修工事（Ⅱ期） 町立図書館屋根改修

（教育課） （R1.6.24～R1.9.20） 法人番号： 2390001006716

R1.6.19 指名競争 27,432,000
㈱髙橋工業所

R1.6.10 指名競争 7,560,000
協栄建設㈱

R1.6.10 指名競争 2,808,000
赤塚建設工業㈱

R1.6.10 指名競争 864,644
（有）齋藤モータース

R1.6.10 指名競争 14,630,000

コマツ山形㈱
庄内支店

R1.6.4 指名競争 18,036,000
協栄建設㈱

R1.6.4 指名競争 9,504,000
伊藤建設㈱

R1.5.31 指名競争 1,242,000

東北環境開発㈱
酒田支店

R1.5.29 指名競争 4,482,000
金子建業㈱

R1.5.31 指名競争 8,100,000
北庄内森林組合

R1.5.10 指名競争 5,184,000
㈱斎藤工業

R1.5.10 指名競争 3,630,000

㈱協和コンサルタンツ
山形営業所

H31.4.25 指名競争 2,834,440
㈱オートショップ今野

H31.4.25 指名競争 3,300,000

㈱新光コンサルタント
庄内事務所

指名競争 5,940,000

㈱新光コンサルタント
庄内事務所

H31.4.24
条件付き
一般競争

154,000,000
㈱髙橋工業所

契約業者／法人番号

H31.4.24 指名競争 9,790,000
㈱大和エンジニア

H31.4.25
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令和元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）

開削工φ150㎜　L=377.6m　φ75㎜
L=486.9m　マンホール工13基

（地域生活課） （効力発生の日～R1.12.10） 法人番号： 2390001006716

令和元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）

開削工φ150㎜　L=468.4m
マンホール工18基

（地域生活課） （効力発生の日～R1.12.10） 法人番号： 5390001006713

令和元年度　上寺配水池水道管布設工
事に伴う舗装復旧工事

アスファルト舗装工事
舗装工　A＝900㎡

（地域生活課） （R1.6.27～R1.7.31） 法人番号： 4390001006722

令和元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）

開削工φ150㎜　L=388.6m
マンホール工26基

（地域生活課） （効力発生の日～R1.12.10） 法人番号： 7390001006703

町道畑西線道路改良工事

道路改良　L=280.0m  5.5(8.0)m
　舗装工　A=2,465㎡
　側溝工　L=518m (300*300)
　函渠工　L=8.0m (BOX1200*800)

（地域生活課） （R1.6.27～R1.11.29） 法人番号： 7390001006703

町道杉沢本線落石防護柵整備工事
防護柵整備工　L=108m
（ｈ1.5m=96m、ｈ2.5m=12m）

（地域生活課） （R1.6.27～R1.11.29） 法人番号： 8390001006693

月光川河川公園（ハチの巣公園）再整備
工事

既存遊具撤去、滑り台設置１基、ジャン
グルジム設置１基

（地域生活課） （R1.7.4～R1.11.29） 法人番号： 4390001006730

藤崎保育園エアコン機器更新工事
エアコンの取付工事（1歳児保育室、2
歳児保育室、職員室、休憩室へのルー
ムエアコンの取付）

（健康福祉課） （R1.7.10～R1.8.30） 法人番号： 7390001006868

遊佐町防災行政無線宮田・八日町・広野
局デジタル化工事

遊佐町防災行政無線子局3局（宮田・
八日町・広野）のデジタル化工事

（総務課） （R1.7.9～R2.2.28） 法人番号： 3390001006500

第2期子ども・子育て支援事業計画策定
業務委託

第2期子ども・子育て支援事業計画策
定

（健康福祉課） （R1.7.17～R2.3.31） 法人番号： 3130001008274

五所馬場地内町有地造成工事
舗装工117㎡、側溝工46m、下水道管
布設工56m、上水道管布設工56m

（企画課） （R1.7.19～R1.10.18） 法人番号： 5390002008171

町営住宅遊佐団地浴室改修工事
ユニットバス設置及び浴室設備改修
16世帯

（地域生活課） （R1.8.2～R1.11.22） 法人番号： 5390001006713

令和元年度　遊佐町上水道緊急時給水
拠点確保等事業　旧平津配水池撤去工
事

既設配水池撤去（創設　RC造）、既設
配水池撤去（二次増設　RC造）、電気
設備復旧工　1式、構内舗装復旧工
A=638.3㎡

（地域生活課） （R1.8.9～R2.1.24） 法人番号： 8390001006693

遊佐小学校教職員用ノート型パソコン物
品購入

遊佐小学校教職員用パソコン更新

（教育課） （R1.8.8～R1.9.20） 法人番号： 7390001007404

まちづくり協議会用パソコン
まちづくり協議会事務局用のノートパソ
コン購入

（企画課） （R1.8.8～R1.9.20） 法人番号： 7390001007404

事務用パソコン
事務用PCの購入
ノートPC　30台

（総務課） （R1.8.8～R1.9.20） 法人番号： 7390001007404

R1.8.8 指名競争 829,880
山形サンダー㈱　酒田支店

R1.8.8 指名競争 1,222,992
山形サンダー㈱　酒田支店

R1.8.8
条件付き
一般競争

44,550,000
伊藤建設㈱

R1.8.2 指名競争 26,620,000
庄司建設工業㈱

R1.7.18
条件付き
一般競争

8,030,000
(有)石山工業

R1.7.16 指名競争 1,584,000

㈱ジャパンインターナショナル
総合研究所　東北支社

R1.7.9 指名競争 15,180,000
㈱ハムシステム庄内

R1.7.9 指名競争 2,052,000
金子建業㈱

R1.7.4
条件付き
一般競争

5,280,000
ヤマ五建設㈱

R1.6.27
条件付き
一般競争

40,700,000
伊藤建設㈱

R1.6.27
条件付き
一般競争

45,980,000
協栄建設㈱

R1.6.27
条件付き
一般競争

38,280,000
協栄建設㈱

R1.6.27 指名競争 3,618,000
土門建設㈱

R1.6.26
条件付き
一般競争

58,850,000
庄司建設工業㈱

R1.6.26
条件付き
一般競争

56,650,000
㈱髙橋工業所

R1.8.8 指名競争 1,931,040
山形サンダー㈱　酒田支店
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令和元（平成31）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

事務用パソコン用マイクロソフトオフィス
Pro

事務用パソコン用マイクロソフトオフィ
ス　Pro　30本

（総務課） （R1.8.8～R1.9.20） 法人番号： 7390001007412

令和元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）

マンホールポンプ設置工
（MPφ65*3.7kw　1基場）

（地域生活課） （R1.8.19～R1.12.10） 法人番号： 1390001006147

令和元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）

マンホールポンプ設置工
（MPφ65*1.5kw　1基場）

（地域生活課） （R1.8.19～R1.12.10） 法人番号： 8110001003339

令和元年度遊佐中学校トイレ改修工事 遊佐中学校職員室トイレ等の改修工事

（教育課） （Ｒ1.8.26～Ｒ1.11.29） 法人番号： 4390001006722

令和元年度菅里地区防火水槽整備工事
既存の防火水槽内に蓋掛けの防火水
槽を新規設置

（総務課） （Ｒ1.8.22～Ｒ1.12.25） 法人番号： 6390002008170

町道大楯北線舗装補修工事
切削オーバーレイ工
L=1,200m W=7.0m t=3㎝　A=8,290㎡

（地域生活課） （R1.8.28～R1.11.15） 法人番号： 5390001006713

令和元年度　橋梁長寿命化修繕計画事
業（大規模更新）　広畑橋下部工工事

橋台工（A1)1基　護岸工　261㎡

（地域生活課） （効力発生の日～R2.3.31） 法人番号： 4390001006722

小型動力ポンプ整備事業
消防用小型動力ポンプ購入（B-3級　2
台）整備箇所：232大蕨岡 ・ 323中山 ・
樽川

(総務課） （R1.8.28～R2.3.23） 法人番号： 6390002007916

小型動力ポンプ付軽積載車整備事業
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

（総務課） （Ｒ1.8.28～Ｒ2.3.23） 法人番号： 6390002007916

町立保育園幼児用トランポリン
既存幼児用トランポリンの更新に係る
幼児用トランポリンの新規購入

（健康福祉課） （Ｒ1.10.2～Ｒ１.11.29） 法人番号： 8390001002008

町道蚕桑杉沢綱取線（綱取隧道）舗装補
修工事

舗装打替工　Ａ=200㎡、トンネル補修
工一式　線導水樋、面導水樋

（地域生活課） （Ｒ1.10.11～Ｒ2.1.31） 法人番号： 8390001006693

橋梁長寿命化修繕計画事業　丸子橋補
修工事

上部工　木製床版補修工　一式
下部工　橋梁再塗装工　一式、断面修
復工　一式、ひび割れ補修工　一式

（地域生活課） （Ｒ1.10.11～Ｒ2.3.31） 法人番号： 2390001006716

令和元年度町有林間伐 ・ 作業道整備
業務委託

町有林間伐4.0ｈａ ・ 作業道200ｍ

（産業課） （Ｒ1.10.11～Ｒ1.11.29） 法人番号： 6390002008294

令和元年度秋季松くい虫被害木調査業
務委託

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）

（産業課） （Ｒ1.10.11～Ｒ1.11.22） 法人番号： 1390005003859

遊佐町地域活性化拠点施設加工場改修
工事

地域活性化拠点施設の一部を加工場
に改修（床面積）　259．2㎡

（産業課） （Ｒ１.10.11～Ｒ2.2.28） 法人番号： 7390001006703

し尿中継槽調査 ・ 診断業務委託 し尿中継槽調査 ・ 診断　一式

（地域生活課） （Ｒ.1.10.31～Ｒ1.12.27） 法人番号： 9390001006429

R1.10.31 指名競争 2,222,000
㈱出羽測量設計

R1.10.11 指名競争 3,168,000
北庄内森林組合

R1.10.11
条件付き
一般競争

39,270,000
協栄建設㈱

R1.10.11
条件付き
一般競争

9,460,000
㈱髙橋工業所

R1.10.11 指名競争 1,760,000
荒生木材㈲

R1.10.2 指名競争 947,100
山形教育用品㈱　庄内支店

R1.10.11 指名競争 3,740,000
伊藤建設㈱

R1.8.28 指名競争 3,454,000
㈲本間商会

R1.8.28 指名競争 10,648,000
㈲本間商会

R1.8.28 指名競争 29,315,000
庄司建設工業㈱

R1.8.28
条件付き
一般競争

59,950,000
土門建設㈱

R1.8.22 指名競争 33,000,000
土門建設㈱

R1.8.22
条件付き
一般競争

7,150,000
(有)石川工業

R1.8.8 指名競争 14,800,500
環清工業㈱

R1.8.8 指名競争 16,720,000
敦井産業㈱　酒田営業所

R1.8.8 指名競争 1,582,740
㈱管理システム
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令和元（平成31）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

舞鶴地内若者住宅地造成測量設計業務
委託

路線測量Ｌ=0．5㎞，造成計画Ａ=0．
9ha，開発許可申請　1式

（企画課） （Ｒ1.11.5～Ｒ2.3.31） 法人番号： 9390001006429

電子黒板機能付きプロジェクター等物品
購入

小学校 3 校に電子黒板機能付きプロ
ジェクター等を導入する。

(教育課） （Ｒ1.11.7～Ｒ1.12.27） 法人番号： 3390001006640

遊佐中学校第一グランド改修工事実施
設計業務委託

遊佐中学校の第一グランド改修工事の
実施設計

(教育課） （Ｒ1.11.7～Ｒ2.3.25） 法人番号： 2390002008018

令和元年度　日沿道 (菅野南山地内）
建設工事に伴う水道管布設替工事

仮設送水管φ200 L=250．5m、仮設配
水管φ150 L=244．6m、仮設排泥管φ
75 L=5．8m

（地域生活課） (R1.11.14～R2.2.14） 法人番号： 3390001006707

遊佐町役場新庁舎建設工事

建築工事・電気設備工事・機械設備工
事　庁舎棟　鉄骨造　平屋建て
建築面積 ： 2,777.70㎡　延床面積 ：
2,744.43㎡

(総務課） （効力発生の日～R3.3.18） 法人番号： 4390001006722

町営住宅遊佐団地外壁改修工事設計業
務委託

町営住宅遊佐団地の外壁改修工事
(令和２年度実施予定） に向けた設計
業務

（地域生活課） （R１.11.26～R2.2.29） 法人番号： ―

藤崎小学校教職員用ノート型パソコン物
品購入

藤崎小学校教職員用パソコンの更新

(教育課） （R1.12.9～R2.1.10） 法人番号： 7390001007404

令和2年度遊佐中学校トイレ改修工事実
施設計業務

遊佐中学校1階体育館南側及び2、3階
西側生徒用トイレを改修する工事

(教育課） （R１.12.26～R2.3.23） 法人番号： ―

遊佐中学校棚昇降式消毒保管機購入 棚昇降式消毒保管機設置

(教育課） （R１.12.26～R2.3.27） 法人番号： 8390001006363

遊佐・蕨岡・藤崎小学校学習用タブレット
等賃貸借

遊佐、蕨岡、藤崎小学校学習用タブ
レット機器及び、授業支援ソフト等導入

(教育課） （R１.12.26～R2.3.31） 法人番号： 8390001001892

令和元年度冬季松くい虫防除事業業務
委託（衛生伐Ⅰ）

松くい虫被害木の伐倒駆除及び搬出
破砕（385.80㎥）

（産業課） （R2.1.8～R2.2.10） 法人番号： 1390005003859

令和元年度冬季松くい虫防除事業業務
委託（町単）

松くい虫被害木の伐倒駆除及び搬出
破砕（298.75㎥）

（産業課） （R2.1.8～R2.3.16） 法人番号： 7390002008302

令和元年度遊佐町公共下水道当山地内
管渠更正工事

管渠更正（自立管）　反転・形成工法
HP　φ400　L=75m

（地域生活課） （R2.1.16～R2.3.25） 法人番号： 1390001006147

令和元年度　遊佐特定環境保全公共下
水道舗装復旧工事（第3工区）

アスファルト舗装工事
舗装復旧工　A=3,493㎡

（地域生活課） （R2.1.16～R2.3.25） 法人番号： 2390001006716

令和元年度　遊佐特定環境保全公共下
水道舗装復旧工事（第4工区）

アスファルト舗装工事
舗装復旧工　A=3,518㎡

（地域生活課） （R2.1.16～R2.3.25） 法人番号： 5390001006713

R2.1.15 指名競争 15,730,000
㈱髙橋工業所

R2.1.15 指名競争 16,445,000
庄司建設工業㈱

R2.1.8 指名競争 6,930,000
(有)遠田林産

R2.1.15 指名競争 12,320,000
環清工業㈱

R1.12.26 指名競争 233,750
㈱メコム　酒田支店

R2.1.8 指名競争 8,250,000
北庄内森林組合

R1.12.26 指名競争 1,265,000
あべ建築設計事務所

R1.12.26 指名競争 4,180,000
せんじん商事㈱

R1.11.26 指名競争 1,485,000
あべ建築設計事務所

R1.12.9 指名競争 1,082,400
山形サンダー㈱　酒田支店

R1.11.13
条件付き
一般競争

28,930,000
㈱斎藤工業

R1.11.26
条件付き
一般競争

1,573,000,000
土門建設㈱

R1.11.7 指名競争 1,518,660
㈱日情システムソリューションズ

R1.11.7 指名競争 1,210,000
㈲水口建築構造設計事務所

R1.11.5 指名競争 19,745,000
㈱出羽測量設計
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令和元年度　北目集落防災資機材等備
蓄庫整備工事

北目集落ポンプ庫　9.9㎡

（総務課） （R2.1.24～R2.3.25） 法人番号： 6390002008170

令和元年度冬季松くい虫防除事業業務
委託（衛生伐Ⅱ）（明許）

松くい虫被害木の除伐（619.25㎥）

（産業課） （R2.2.27～R2.3.31） 法人番号： 7390002008302

R2.2.27 指名競争 14,740,000
(有)遠田林産

R2.1.24 指名競争 3,520,000
(有)石川工業
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