平成28年度白鷹町入札予定・結果
入札予定(入札)日

事業名(工事名)

施工場所

完了予定日(工期) 予定価格(円)

落札業者

落札価格(円)

平成28年4月21日 町道動免喜線舗装整備工事

十王・荒砥乙地内

平成28年7月15日

18,931,000 （株）鈴木工務店

18,000,000

平成28年4月21日 町道粡町線側溝整備工事

鮎貝地内

平成28年7月15日

4,503,000 （株）布施工務店

4,400,000

平成28年6月3日

（株）西塚管工事
4,635,000
店

4,550,000
7,750,000

蚕桑小学校プール浄化装置更新
平成28年4月25日
横田尻地内
工事
平成28年5月10日 町道中山針生線舗装整備工事

中山地内

平成28年7月29日

7,926,000

平成28年5月18日

平成２８年度 県道長井白鷹線
配水管布設工事

鮎貝地内

平成28年9月30日

8,250,000

平成28年5月18日

平成２８年度 町道中山針生線
配水管布設工事

中山地内

平成28年6月30日

3,160,000 （株）佐藤燃料店

平成28年5月18日

鮎貝処理区汚水枝線（公共２８－
鮎貝地内
１）工事

平成28年9月30日

平成28年6月3日

荒砥小学校大規模改修工事（校
荒砥乙地内
舎）

平成30年2月16日

平成28年5月25日

H26年災（単）中の山用水路災害
横田尻地内
復旧工事

平成28年8月31日

平成28年6月9日

白鷹町ソフトボール場・野球場改
鮎貝地内
修工事

丸羽建設（株）
須貝設備工業
（株）

17,604,000 共栄建運（株）
241,787,000 丸ト建設（株）
4,853,000 （株）佐藤燃料店

7,980,000
3,080,000
17,000,000
232,000,000
4,650,000

平成28年12月20日

159,390,000 丸羽建設（株）

157,600,000
4,170,000

平成28年6月8日 ンプ設備更新工事

高岡地内

平成28年9月23日

産電工業（株）
4,487,000
山形営業所

平成２８年度 町道細田線配水管布
平成28年6月8日 設替工事

荒砥乙地内

平成28年7月29日

3,334,000 長谷川建設（株）

3,250,000

平成28年7月29日

2,678,000 （有）アソート産業

2,580,000

平成２８年度 津島台浄水場取水ポ

町道仲町線ほか区画線整備工
荒砥乙ほか地内
平成28年6月8日
事
荒砥小学校大規模改修工事（屋
平成28年6月22日
荒砥乙地内
内運動場・プール）
平成28年6月22日 町道長表深山線舗装整備工事
平成28年6月23日
平成28年6月23日
平成28年6月30日
平成28年6月30日
平成28年7月6日

農地耕作条件改善事業平成２８
年度 羽黒用水路整備工事
平成２６年災（単）林道黒鴨線・羽
黒線災害復旧工事
平成２６年災（単）林道暖日山線
災害復旧工事
平成２６年災（単）林道白鷹線災
害復旧工事
白鷹町スクールバス車庫敷地造
成工事

荒砥甲地内

平成30年2月16日

112,973,000 丸ト建設（株）

108,800,000

平成28年8月5日

3,750,000 （株）鈴木工務店

3,600,000

山口地内

平成28年9月30日

11,061,000 （株）鈴木工務店

10,600,000

黒鴨地内

平成28年10月31日

14,052,000 （株）鈴木工務店

13,500,000

栃窪地内

平成28年8月31日

3,726,000 華宝建設（株）

3,600,000

中山地内

平成28年8月31日

2,748,000 （有）齋藤総建

2,690,000

荒砥甲地内

平成28年9月9日

8,290,000 （株）鈴木工務店

7,900,000

平成28年7月13日 舗装整備工事

荒砥甲地内

平成28年9月15日

5,510,000 （株）鈴木工務店

5,250,000

平成28年7月20日 高玉耐震性貯水槽新設工事

高玉地内

7,600,000 （有）高橋工業

7,450,000

産電工業（株）
山形営業所

4,670,000

6,612,000 丸羽建設（株）

6,470,000

都市計画道路荒砥駅舘の内線歩道

平成２８年度浅立配水池ほか避雷器

平成28年7月26日 設置工事

浅立ほか地内 平成28年11月30日

平成28年7月21日 就業構造改善センター改修工事 鮎貝地内
平成28年8月3日

平成28年度白鷹浄化管理セン
ター改築更新（土木）工事
平成２８年度 町道中山入嶽線配水

平成28年8月2日 管布設工事

平成28年8月10日 白鷹町スクールバス車庫建築工事

平成28年11月30日

平成28年9月30日

4,890,000

荒砥甲地内

平成29年1月27日

中山地内

平成28年10月7日

3,983,000 （株）佐藤燃料店

3,880,000

16,600,000

平成28年11月25日

46,269,000 （株）鈴木工務店

44,800,000

平成28年度 舘山配水流量計設
平成28年8月17日
高岡地内
備更新工事

平成28年12月9日

産電工業（株）
5,920,000
山形営業所

5,680,000

平成28年度 町道谷町八ヶ森線
山口地内
道路改良工事

平成28年12月26日

36,380,000 大伸建設（株）

35,500,000

平成28年9月23日 町道荒砥浅立線消雪施設入替工事 畔藤地内

平成28年11月18日

平成28年8月22日

町道深山栃窪黒鴨線ほか側溝整備

荒砥甲地内

17,260,000 （株）髙橋組

日本地下水開発
（株）
須貝設備工業
2,706,000
（株）
4,885,000

4,650,000

平成28年9月23日 工事

黒鴨地内

平成28年11月18日

平成28年11月2日 普通河川唐松沢災害復旧工事

深山地内

平成29年3月24日

6,108,000 丸羽建設（株）

5,980,000

平成28年11月2日 町道木之下線道路整備工事

高玉地内

平成29年1月20日

3,178,000 華宝建設（株）

3,100,000

横田尻地内

平成29年3月20日

7,910,000 （有）齋藤総建

7,600,000

深山地内

平成29年3月17日

荒砥乙地内

平成29年3月24日

2,649,000 （株）ジオ

2,550,000

高玉地内

平成29年3月15日

2,641,000 （株）青木商事

2,580,000

平成28年11月14日 横田尻耐震性貯水槽新設工事
平成28年12月1日

いきいき深山郷交流広場整備
工事

平成28年11月30日 荒砥大堰改修工事
平成28年12月1日 町道鮎貝沢木枕線転回所工事

15,956,000 共栄建運（株）

2,650,000

15,600,000

平成28年度白鷹町入札予定・結果
入札予定(入札)日

事業名(工事名)

平成28年12月7日 嫁取橋橋梁補修工事

施工場所
十王地内

完了予定日(工期) 予定価格(円)
平成29年3月24日

21,357,000

落札業者

落札価格(円)

