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入札場所：米沢市役所７０１会議室他
入札（見積）
年月日

担当課
契検工
番号 工 事 名 工 事 場 所 業種 契約方法 落札（契約）者

予定価格
（消費税込）

落札（契約）
額

R2.5.12 土木課 2 天元台つがもりロマンスリフト乗降場擁壁改修工事 米沢市大字関地内 土木一式 指名競争 ㈱情野建設工業 ¥27,701,300 ¥25,300,000

R2.5.19 土木課 1 市道米沢駅東線防護柵改修工事 米沢市八幡原二丁目地内 土木一式 指名競争 ㈱カナル ¥9,868,100 ¥9,845,000

R2.5.19 環境生活課 3 米沢市防災行政無線システム（デジタル移動系）整備工事 米沢市金池五丁目2番1外 電気通信 随意契約 山形パナソニック㈱ ¥229,982,500 ¥229,900,000

R2.5.21 土木課 4 令和元年災第3551号市道峠峯越線道路災害復旧工事 米沢市大字大沢地内 土木一式 指名競争 ㈱カナル ¥16,839,900 ¥16,280,000

R2.5.26 農林課 6 令和元年10月12～13日発生台風第19号災害　農地・農業用施設災害復旧工事（下屋敷4） 米沢市大字口田沢地内 土木一式 随意契約 ㈱菊地組 ¥4,563,900 ¥4,510,000

R2.5.28 都市整備課 5 米沢市立西部小学校受水槽改修工事 米沢市直江町5-34 管 指名競争 情野冷熱機工㈱ ¥36,344,000 ¥36,300,000

R2.6.9 土木課 8 市道南部小南通り線外通学路点検等に伴う区画線設置工事 米沢市本町二丁目地内外 塗装 指名競争 ㈱ニューライン ¥5,890,500 ¥5,775,000

R2.6.18 社会教育課 7 米沢市田沢コミュニティセンター新設建築工事 米沢市大字口田沢地内 建築一式 指名競争 低入札

R2.6.18 社会教育課 7 米沢市田沢コミュニティセンター新設建築工事 米沢市大字口田沢地内 建築一式 指名競争 吉田建設㈱ ¥148,500,000 ¥119,900,000

R2.6.30 社会教育課 9 米沢市田沢コミュニティセンター新設機械設備工事 米沢市大字口田沢地内 管 指名競争 六興整熱工業㈱ ¥37,774,000 ¥37,400,000

R2.6.30 社会教育課 10 米沢市田沢コミュニティセンター新設電気設備工事 米沢市大字口田沢地内 電気 指名競争 ㈱スズデン米沢支社 ¥29,348,000 ¥27,830,000

R2.7.7 農林課 11 令和元年10月12～13日発生台風第19号災害　農地・農業用施設災害復旧工事（大日向2、103、104） 米沢市広幡町成島地内 土木一式 指名競争 ㈲丸光建設工業 ¥14,659,700 ¥14,300,000

R2.7.9 土木課 16 市道中山街道線路盤再生舗装打換工事 米沢市大字口田沢地内 舗装 指名競争 森谷工業㈲ ¥5,991,700 ¥5,907,000

R2.7.14 都市整備課 13 旧上郷コミュニティセンター解体工事 米沢市大字川井3869 解体 指名競争 ㈱網代建設 ¥26,928,000 ¥25,740,000

R2.7.14 土木課 14 米沢市窪田コミュニティセンター外構整備工事 米沢市窪田町窪田地内 土木一式 指名競争 ㈱中村建設 ¥32,610,600 ¥31,867,000

R2.7.14 土木課 17 徳町塩井排水路水路整備工事 米沢市徳町地内外 土木一式 指名競争 ㈲鈴木土建 ¥7,087,300 ¥7,040,000

R2.7.14 文化課 19 史跡上杉治憲敬師郊迎跡（普門院本堂）保存修理工事 米沢市大字関根13,928番地 建築一式 随意契約 吉田建設㈱ ¥12,783,100 ¥12,760,000

R2.7.21 都市整備課 12 米沢市すこやかセンター空調設備改修工事 米沢市西大通一丁目5番60号 管 指名競争 弘栄設備工業㈱米沢営業所 ¥249,810,000 ¥185,680,000

R2.7.21 都市整備課 18 米沢市西部コミュニティセンター受変電設備改修工事 米沢市直江町5-9 電気 指名競争 ㈲吾妻電設 ¥1,694,000 ¥1,650,000

R2.7.21 土木課 21 市道中ノ目東屋敷線道路照明灯設置工事 米沢市大字竹井地内 電気 指名競争 東南電気工事㈱ ¥1,403,600 ¥1,375,000

R2.7.28 都市整備課 15 米沢市すこやかセンター防水改修工事 米沢市西大通一丁目5番60号 建築一式 指名競争 米木建設㈱ ¥53,790,000 ¥48,180,000

R2.8.4 観光課 20 天元台しらかばロマンスリフト制御装置更新工事 米沢市大字李山地内 機械器具 随意契約 日本ケーブル㈱東北支店 ¥88,979,000 ¥85,250,000

R2.8.4 都市整備課 22 米沢市斎場耐震補強その他工事 米沢市万世町片子5379-1 建築一式 指名競争 相田建設㈱ ¥68,464,000 ¥54,670,000

R2.8.4 土木課 23 すこやかセンターフェンス設置工事 米沢市西大通一丁目地内 土木一式 指名競争 山建工業㈱ ¥12,182,500 ¥11,550,000

R2.8.4 都市整備課 24 米沢市立広幡小学校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市広幡町上小菅1396 電気 随意契約 東北電化工業㈱米沢営業所 ¥6,787,000 ¥6,732,000

R2.8.6 都市整備課 25 米沢市立関根小学校松原分校解体工事 米沢市大字三沢26100番地の1 解体 指名競争 ㈲田沢砂利工業 ¥12,551,000 ¥10,780,000

R2.8.11 都市整備課 26 市営住宅外壁改修工事（窪田団地D棟） 米沢市窪田町窪田地内 建築一式 指名競争 入札中止

R2.8.11 土木課 27 市道窪田小東廻り線外道路改良舗装工事 米沢市窪田町窪田地内 土木一式 指名競争 ㈱中村建設 ¥35,644,400 ¥35,200,000

R2.8.11 土木課 28 市道南米沢外ノ内線歩道改修工事 米沢市金池二丁目地内外 土木一式 指名競争 ㈲タイチ工業 ¥5,096,300 ¥4,950,000

R2.8.20 土木課 32 市道御廟所線道路拡幅工事 米沢市御廟二丁目地内 土木一式 指名競争 入札中止

R2.8.21 都市整備課 29 米沢市すこやかセンター受電設備更新工事 米沢市西大通一丁目5番60号 電気 指名競争 千代田電工㈱ ¥10,769,000 ¥10,120,000

R2.8.21 財政課 30 米沢市新庁舎木製家具製作設置工事 米沢市金池五丁目2番1 内装仕上 随意契約 竹中工務店・後藤組・置賜建設・久米設計特定建設工事共同企業体 ¥49,236,000 ¥49,170,000

R2.8.21 農林課 36 令和2年度　林道大峠線道路改良工事 米沢市大字入田沢地内 土木一式 指名競争 ㈲丸石建設 ¥4,045,800 ¥3,960,000

R2.8.27 教育総務課 31 米沢市立塩井小学校屋内運動場床改修工事 米沢市塩井町塩野3760番地 塗装 指名競争 米木建設㈱ ¥5,049,000 ¥4,235,000

R2.8.27 土木課 32 市道御廟所線道路拡幅工事 米沢市御廟二丁目地内 土木一式 指名競争 入札中止

R2.8.27 土木課 32 市道御廟所線道路拡幅工事 米沢市御廟二丁目地内 土木一式 随意契約 ㈱置賜総合開発 ¥4,255,900 ¥3,993,000

R2.8.27 土木課 35 市道笹野観音石垣町線道路改良舗装工事 米沢市笹野本町地内 土木一式 指名競争 山建工業㈱ ¥12,767,700 ¥12,760,000

R2.9.1 土木課 37 市道諸仏大平線流雪溝整備工事 米沢市大字南原笹野町地内 土木一式 指名競争 山建工業㈱ ¥11,085,800 ¥11,000,000

R2.9.1 都市整備課 38 米沢市新庁舎外構整備工事（第1工区） 米沢市金池五丁目2番1 土木一式 随意契約 竹中工務店・後藤組・置賜建設・久米設計特定建設工事共同企業体 ¥16,128,200 ¥15,950,000

R2.9.1 都市整備課 39 市営住宅屋根塗装工事（林泉寺団地5号棟） 米沢市林泉寺一・二丁目地内 塗装 指名競争 ㈱長沢塗装 ¥3,388,000 ¥3,157,000

R2.9.3 土木課 33 令和元年度（繰越）市道米沢駅東線八幡原大橋下部工耐震補強工事（その1） 米沢市万世町片子地内外 土木一式 指名競争 ㈱後藤組 ¥126,098,500 ¥124,850,000

R2.9.3 土木課 34 令和元年度（繰越）市道米沢駅東線八幡原大橋下部工耐震補強工事（その2） 米沢市万世町片子地内外 土木一式 指名競争 入札中止

R2.9.8 土木課 40 令和元年度（繰越）市道広幡西廻り線道路改良工事 米沢市下小菅地内 土木一式 指名競争 ㈱島貫土建 ¥5,021,500 ¥4,950,000

R2.9.8 都市整備課 41 市営住宅外壁改修工事（窪田団地D棟） 米沢市窪田町窪田地内 建築一式 指名競争 ハマダ建設㈱ ¥8,624,000 ¥8,470,000

R2.9.8 都市整備課 42 市営住宅外壁改修工事（太田町団地7号棟） 米沢市太田町五丁目地内 建築一式 指名競争 入札中止

R2.9.11 土木課 34 令和元年度（繰越）市道米沢駅東線八幡原大橋下部工耐震補強工事（その2） 米沢市万世町片子地内外 土木一式 随意契約 ㈱後藤組 ¥124,682,800 ¥124,080,000

R2.9.11 土木課 45 市道太田町五丁目住宅4号線外横断側溝等入替工事 米沢市太田町五丁目地内外 土木一式 指名競争 ㈲タイチ工業 ¥3,153,700 ¥3,080,000

R2.9.17 土木課 46 市道万世高畠線外側溝整備工事 米沢市万世町梓山地内 土木一式 指名競争 アカマ建設㈱ ¥7,252,300 ¥7,139,000

R2.9.24 財政課 44 米沢市新庁舎家具等設置工事 米沢市金池五丁目2番1 内装仕上 随意契約 竹中工務店・後藤組・置賜建設・久米設計特定建設工事共同企業体 ¥116,930,000 ¥110,000,000

R2.9.24 都市整備課 47 市営住宅給湯設備改善工事（林泉寺団地2号棟） 米沢市林泉寺一・二丁目地内 管 指名競争 石山設備工業㈱ ¥9,141,000 ¥8,792,300

R2.10.1 教育総務課 43 米沢市立中学校　情報通信ネットワーク環境整備工事 米沢市駅前四丁目3-51地内外 電気通信 指名競争 入札中止

R2.10.1 都市整備課 48 米沢市立南部小学校西屋内運動場吊り天井等落下防止対策工事 米沢市門東町一丁目2番31号 建築一式 指名競争 置賜建設㈱ ¥15,433,000 ¥15,400,000

R2.10.1 土木課 49 市道百子沢線道路舗装工事 米沢市大字綱木地内 舗装 指名競争 ㈱カナル ¥2,506,900 ¥2,365,000

R2.10.1 都市整備課 50 市営住宅解体工事（玉の木町団地2号棟） 米沢市東一丁目地内 解体 指名競争 ディスポ㈱ ¥4,400,000 ¥4,345,000

R2.10.8 都市整備課 52 米沢市芸術活動拠点施設整備事業建築工事 米沢市大字李山2139番地 建築一式 指名競争 米木建設㈱ ¥33,143,000 ¥29,898,000

R2.10.8 都市整備課 53 米沢市芸術活動拠点施設整備事業機械設備工事 米沢市大字李山2139番地 管 指名競争 不調

R2.10.8 都市整備課 54 米沢市芸術活動拠点施設整備事業電気設備工事 米沢市大字李山2139番地 電気 指名競争 不調

R2.10.15 土木課 51 市道市立病院北通り線外道路改良舗装工事 米沢市相生町地内外 土木一式 指名競争 入札中止

R2.10.15 土木課 55 市道中ノ目東屋敷線路盤再生舗装打換工事 米沢市大字竹井地内 舗装 指名競争 ㈲宮村産業開発 ¥18,249,000 ¥18,095,000

R2.10.20 都市整備課 57 元米沢市立南原中学校屋内運動場吊り天井等落下防止対策その他改修工事 米沢市大字李山2139番地 建築一式 指名競争 ハマダ建設㈱ ¥20,999,000 ¥17,473,500
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落札（契約）
額

R2.10.22 教育総務課 43 米沢市立中学校　情報通信ネットワーク環境整備工事 米沢市駅前四丁目3-51地内外 電気通信 指名競争 入札中止

R2.10.22 教育総務課 43 米沢市立中学校　情報通信ネットワーク環境整備工事 米沢市駅前四丁目3-51地内外 電気通信 随意契約 不調

R2.10.22 環境生活課 56 米沢市防災行政無線システム（デジタル同報系）移設等整備工事 米沢市金池五丁目2番1外 電気通信 随意契約 山形パナソニック㈱ ¥82,651,800 ¥76,890,000

R2.10.22 都市整備課 58 米沢市芸術活動拠点施設整備事業機械設備工事 米沢市大字李山2139番地 管 指名競争 六興整熱工業㈱ ¥35,343,000 ¥33,000,000

R2.10.22 都市整備課 59 米沢市芸術活動拠点施設整備事業電気設備工事 米沢市大字李山2139番地 電気 指名競争 ㈱振興電気 ¥11,616,000 ¥9,570,000

R2.10.29 都市整備課 60 米沢市立西部小学校西屋内運動場吊り天井等落下防止対策工事 米沢市直江町5番34号 建築一式 指名競争 ㈱中村建設 ¥13,189,000 ¥13,090,000

R2.10.29 教育総務課 61 米沢市立中学校　情報通信ネットワーク環境整備工事 米沢市駅前四丁目3-51地内外 電気通信 随意契約 NECネッツエスアイ㈱山形営業所 ¥74,404,000 ¥71,500,000


