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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

R1.5.28 土木課 1 市道大日堂万里橋線外通学路点検等に伴う区画線設置工事 米沢市東一丁目地内外 塗装 指名競争 ㈱ロードライナー ¥5,691,600 ¥5,464,800

R1.5.30 都市整備課 2 米沢市すこやかセンタープレイルーム木質化外工事 米沢市西大通一丁目5番60号 建築一式 指名競争 ㈲齋藤工務店 ¥20,876,400 ¥18,252,000

R1.6.6 土木課 7 市道李山市布線流雪溝整備工事 米沢市大字李山地内 土木一式 指名競争 山建工業㈱ ¥16,308,000 ¥15,840,000

R1.6.11 観光課 12 置賜広域観光案内センター1階空調設備更新工事 米沢市駅前一丁目地内 管 随意契約 東亜熱研工業㈱ ¥2,454,840 ¥2,376,000

R1.6.13 土木課 8 市道国道13号中田町2号線外道路舗装工事 米沢市中田町地内外 舗装 指名競争 置賜建設㈱ ¥10,895,040 ¥10,800,000

R1.6.13 土木課 9 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 保留 ¥9,964,080

R1.6.14 土木課 9 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 アカマ建設㈱ ¥9,964,080 ¥7,884,000

R1.6.18 都市整備課 3 米沢市立東部小学校外2校普通教室空調設備設置機械設備工事 米沢市東一丁目6-102外 管 指名競争 情野冷熱機工㈱ ¥112,750,000 ¥110,000,000

R1.6.18 都市整備課 4 米沢市立南部小学校外2校普通教室空調設備設置機械設備工事 米沢市門東町一丁目2-31外 管 指名競争 城南産業㈱ ¥122,430,000 ¥121,000,000

R1.6.18 都市整備課 5 米沢市立東部小学校外2校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市東一丁目6-102外 電気 指名競争 東北電機鉄工㈱米沢営業所 ¥104,181,000 ¥71,500,000

R1.6.18 都市整備課 6 米沢市立南部小学校外2校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市門東町一丁目2-31外 電気 指名競争 ㈱振興電気 ¥78,738,000 ¥63,250,000

R1.6.18 土木課 11 市道窪田小東廻り線道路改良舗装工事 米沢市窪田町窪田地内 土木一式 指名競争 ㈱中村建設 ¥33,456,500 ¥25,135,000

R1.6.25 土木課 10 （仮称）米沢市上郷防災センター外構整備工事 米沢市大字梓川地内 土木一式 指名競争 ㈱網代建設 ¥50,249,100 ¥49,500,000

R1.6.25 都市整備課 13 旧山上コミュニティセンター解体工事 米沢市大字関根480 解体 指名競争 吉田建設㈱ ¥32,901,000 ¥28,380,000

R1.6.25 土木課 18 市道京塚線流雪溝整備工事 米沢市広幡町上小菅地内 土木一式 指名競争 ㈱広工務店 ¥4,073,300 ¥3,630,000

R1.6.27 都市整備課 14 米沢市立北部小学校木造校舎解体及び渡り廊下増築工事 米沢市中央七丁目4番33号 建築一式 指名競争 金子建設工業㈱ ¥44,605,000 ¥42,900,000

R1.6.27 土木課 15 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 入札中止

R1.6.27 文化課 16 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㈱ ¥20,007,900 ¥19,965,000

R1.7.4 土木課 20 市道南米沢外ノ内線歩道改修工事 米沢市中央三丁目地内 土木一式 指名競争 ㈲タイチ工業 ¥7,173,100 ¥7,040,000

R1.7.4 土木課 21 遠山谷地堰流雪溝整備工事 米沢市城西一丁目地内 土木一式 指名競争 ㈱カナル ¥4,598,000 ¥4,125,000

R1.7.9 土木課 17 市道下原南北支線側溝整備工事 米沢市大字三沢地内 土木一式 指名競争 アカマ建設㈱ ¥8,782,400 ¥7,865,000

R1.7.11 土木課 19 （仮称）米沢市窪田防災センター敷地造成工事 米沢市窪田町窪田地内 土木一式 指名競争 ㈱竹田組 ¥62,740,700 ¥55,550,000

R1.7.11 土木課 24 市道桜木町六部線松川橋主桁修繕工事 米沢市花沢町地内 土木一式 随意契約 置賜建設㈱ ¥3,622,320 ¥3,510,000

R1.7.18 土木課 31 市道大平萱平高原線道路舗装工事 米沢市大字李山地内 舗装 指名競争 不調

R1.7.23 土木課 33 市道太田町五丁目1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 ㈱置賜総合開発 ¥4,990,700 ¥4,400,000

R1.7.25 土木課 23 市道上郷小上竹井線側溝整備工事 米沢市大字梓川地内 土木一式 指名競争 ㈱網代建設 ¥17,702,300 ¥17,600,000

R1.7.25 土木課 31 市道大平萱平高原線道路舗装工事 米沢市大字李山地内 舗装 指名競争 ㈲宮村産業開発 ¥3,430,080 ¥3,348,000

R1.7.29 土木課 22 防火貯水槽解体工事 米沢市大字口田沢地内 解体 指名競争 ㈱情野建設工業 ¥2,541,000 ¥1,540,000

R1.7.29 都市整備課 25 米沢市立第四中学校外1校普通教室空調設備設置機械設備工事 米沢市春日四丁目2-69外 管 指名競争 東亜熱研工業㈱ ¥45,463,000 ¥44,880,000

R1.7.29 都市整備課 28 米沢市立第四中学校外1校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市春日四丁目2-69外 電気 指名競争 入札中止

R1.8.1 都市整備課 32 米沢市立関根小学校板谷分校解体工事 米沢市大字板谷293番地 解体 指名競争 金子建設工業㈱ ¥57,002,000 ¥56,540,000

R1.8.6 都市整備課 26 米沢市立興譲小学校外5校普通教室空調設備設置機械設備工事 米沢市丸の内二丁目1-58外 管 指名競争 六興整熱工業㈱ ¥104,093,000 ¥98,153,000

R1.8.6 都市整備課 29 米沢市立興譲小学校外5校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市丸の内二丁目1-58外 電気 指名競争 東北電化工業㈱米沢営業所 ¥58,652,000 ¥52,800,000

R1.8.6 都市整備課 34 市営住宅外壁改修工事（太田町団地2号棟） 米沢市太田町五丁目地内 建築一式 指名競争 ハマダ建設㈱ ¥8,360,000 ¥7,321,600

R1.8.6 教育総務課 37 米沢市立小学校遊具設置工事 米沢市東一丁目地内外 指名競争 入札中止

R1.8.6 教育総務課 37 米沢市立小学校遊具設置工事 米沢市東一丁目地内外 随意契約 ㈱環境産業 ¥21,150,800 ¥18,590,000

R1.8.8 都市整備課 38 市営西部野球場万年塀撤去工事 米沢市直江町地内 解体 指名競争 ㈱菊地組 ¥11,533,320 ¥11,124,000

R1.8.8 都市整備課 39 米沢市立ひまわり学園フェンス外設置工事 米沢市中央六丁目1番45号 随意契約 ㈱網代建設 ¥6,380,000 ¥6,380,000

R1.8.20 都市整備課 40 米沢市立第四中学校外1校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市春日四丁目2-69外 電気 指名競争 ㈱タカハシ電工米沢営業所 ¥26,213,000 ¥25,080,000

R1.8.22 都市整備課 35 米沢市立万世小学校外3校普通教室空調設備設置機械設備工事 米沢市八幡原五丁目3948-4外 管 指名競争 ㈱日建設備 ¥88,495,000 ¥80,960,000

R1.8.22 都市整備課 36 米沢市立万世小学校外3校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市八幡原五丁目3948-4外 電気 指名競争 ㈱ユアテック米沢営業所 ¥44,792,000 ¥41,800,000

R1.8.27 教育総務課 41 米沢市立北部小学校汚染土壌入替工事 米沢市中央七丁目4番33号 随意契約 日本地下水開発㈱ ¥24,038,300 ¥23,100,000

R1.8.27 土木課 42 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 ㈲田沢砂利工業 ¥5,981,800 ¥5,940,000

R1.8.29 土木課 43 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㈱ ¥13,917,200 ¥13,860,000

R1.9.3 土木課 44 市道桑山柳原線道路照明灯設置工事 米沢市万世町桑山地内 電気 指名競争 東南電気工事㈱ ¥1,388,200 ¥1,386,000

R1.9.5 都市整備課 45 市営住宅解体工事（花沢町団地2号棟） 米沢市下花沢三丁目地内 解体 指名競争 ディスポ㈱ ¥6,072,000 ¥5,940,000

R1.9.12 土木課 46 片子大堰水路整備工事 米沢市万世町片子地内 土木一式 指名競争 ㈱広工務店 ¥13,842,400 ¥13,200,000

R1.9.17 都市整備課 47 アクティー米沢2階屋根防水改修工事 米沢市西大通二丁目5番5号 防水 指名競争 入札中止
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額

R1.9.17 都市整備課 48 米沢市立興望館擁壁外設置工事 米沢市太田町四丁目1番153号 建築一式 指名競争 入札中止

R1.9.17 都市整備課 48 米沢市立興望館擁壁外設置工事 米沢市太田町四丁目1番153号 建築一式 随意契約 ハマダ建設㈱ ¥5,896,000 ¥5,830,000

R1.9.19 土木課 51 市道城南一丁目北線外道路反射鏡設置工事 米沢市丸の内一丁目地内外 土木一式 指名競争 ㈲鈴忠建設 ¥1,343,100 ¥1,298,000

R1.9.24 土木課 49 木場川分水（下堰）流雪溝整備工事 米沢市吹屋敷町地内 土木一式 指名競争 ㈱置環 ¥8,835,200 ¥8,800,000

R1.9.24 土木課 50 市道春日三丁目美女塚線榎橋補修工事 米沢市塩井町塩野地内 土木一式 指名競争 ㈱置賜総合開発 ¥13,779,700 ¥13,750,000

R1.9.24 都市整備課 52 市営住宅屋根塗装工事（林泉寺団地4号棟） 米沢市林泉寺一・二丁目地内 塗装 指名競争 ㈲滝口塗装店 ¥4,389,000 ¥4,158,000

R1.9.27 都市整備課 55 アクティー米沢2階屋根防水改修工事 米沢市西大通二丁目5番5号 防水 指名競争 ㈱仁科工務店 ¥14,399,000 ¥10,670,000

R1.10.1 土木課 56 市道太田町線道路改良工事 米沢市太田町二丁目地内 土木一式 指名競争 ㈱情野建設工業 ¥11,665,500 ¥9,070,600

R1.10.8 都市整備課 53 米沢市立第二中学校外1校普通教室空調設備設置機械設備工事 米沢市林泉寺二丁目2-5外 管 指名競争 弘栄設備工業㈱米沢営業所 ¥74,910,000 ¥73,920,000

R1.10.8 都市整備課 54 米沢市立第二中学校外1校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市林泉寺二丁目2-5外 電気 指名競争 ㈱スズデン米沢支社 ¥46,475,000 ¥45,650,000

R1.10.15 土木課 61 市道関根駅南線側溝整備工事 米沢市大字関根地内 土木一式 指名競争 アカマ建設㈱ ¥6,133,600 ¥6,050,000

R1.10.18 都市整備課 57 米沢市立上郷小学校屋内運動場吊り天井等落下防止対策工事 米沢市大字竹井1383番地 建築一式 指名競争 米木建設㈱ ¥27,335,000 ¥23,562,000

R1.10.18 都市整備課 58 米沢市立第六中学校屋内運動場吊り天井等落下防止対策工事 米沢市六郷町西藤泉160番地 建築一式 指名競争 入札中止

R1.10.18 土木課 62 市道万世上郷線道路改良舗装工事 米沢市八幡原一丁目地内 舗装 指名競争 ㈲宮村産業開発 ¥18,452,500 ¥18,370,000

R1.10.24 都市整備課 59 米沢市立第一中学校外2校普通教室空調設備設置機械設備工事 米沢市駅前四丁目3-51外 管 指名競争 情野冷熱機工㈱ ¥88,869,000 ¥81,400,000

R1.10.24 都市整備課 60 米沢市立第一中学校外2校普通教室空調設備設置電気設備工事 米沢市駅前四丁目3-51外 電気 指名競争 千代田電工㈱ ¥31,966,000 ¥29,568,000

R1.10.31 都市整備課 63 市営住宅給湯設備改善工事（林泉寺団地1号棟） 米沢市林泉寺一・二丁目地内 管 指名競争 光設備工業㈱ ¥9,064,000 ¥8,635,000

R1.11.7 都市整備課 64 米沢市立第六中学校屋内運動場吊り天井等落下防止対策工事 米沢市六郷町西藤泉160番地 建築一式 指名競争 山建工業㈱ ¥30,426,000 ¥25,300,000

R1.11.14 土木課 65 市道中田町線組立歩道補修工事 米沢市中田町地内 土木一式 指名競争 入札中止

R1.11.14 土木課 65 市道中田町線組立歩道補修工事 米沢市中田町地内 土木一式 随意契約 ㈱中村建設 ¥16,405,400 ¥16,390,000

R1.11.19 土木課 66 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 ㈱仁科工務店 ¥6,352,500 ¥6,270,000

R1.12.5 土木課 67 平成30年度（繰越）市道米沢駅東線細原橋上部工耐震補強工事 米沢市八幡原一丁目地内外 土木一式 指名競争 ㈱竹田組 ¥74,112,500 ¥69,300,000

R1.12.5 土木課 68 平成30年度（繰越）市道米沢駅東線細原橋下部工耐震補強工事 米沢市八幡原一丁目地内外 土木一式 指名競争 ㈱竹田組 ¥121,288,200 ¥113,300,000

R1.12.10 土木課 69 平成30年度（繰越）市道米沢駅東線八幡原大橋上部工耐震補強工事 米沢市万世町片子地内外 土木一式 指名競争 ㈱後藤組 ¥79,791,800 ¥79,750,000

R1.12.10 土木課 70 平成30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 米沢市万世町片子地内外 土木一式 指名競争 ㈱後藤組 ¥61,348,100 ¥59,400,000

R1.12.10 社会教育課 71 米沢市山上コミュニティセンター倉庫・駐輪場新設工事 米沢市大字関根字羽黒堂531番地の1 建築一式 指名競争 廣居建設㈱ ¥8,492,000 ¥6,578,000

R1.12.10 教育総務課 72 米沢市立東部小学校外1校西屋内運動場床改修工事 米沢市東一丁目6番102号外 塗装 指名競争 ㈱小泉創芸 ¥6,369,000 ¥5,352,270

R1.12.11 土木課 74 市道笹野太田町五丁目線転落防止柵改修工事 米沢市大字芳泉町地内 土木一式 指名競争 アカマ建設㈱ ¥4,786,100 ¥4,730,000

R1.12.17 土木課 75 下窪田堰流雪溝整備工事 米沢市塩井町宮井地内 土木一式 指名競争 ㈱広工務店 ¥7,320,500 ¥7,205,000

R1.12.26 観光課 76 米沢駅西口公衆便所改修工事 米沢市駅前一丁目地内 管 指名競争 ㈲中央冷熱工業 ¥8,503,000 ¥8,250,000

R2.1.28 都市整備課 77 米沢市窪田コミュニティセンター新設建築工事 米沢市窪田町窪田地内 建築一式 指名競争 保留

R2.1.28 都市整備課 77 米沢市窪田コミュニティセンター新設建築工事 米沢市窪田町窪田地内 建築一式 指名競争 ㈱中村建設 ¥248,380,000 ¥180,180,000

R2.2.6 観光課 78 道の駅米沢総合観光案内所事務室設置工事 米沢市大字川井1039番1 建築一式 指名競争 中止

R2.2.6 観光課 78 道の駅米沢総合観光案内所事務室設置工事 米沢市大字川井1039番1 建築一式 随意契約 不調

R2.2.20 観光課 88 道の駅米沢総合観光案内所事務室設置工事 米沢市大字川井1039番1 建築一式 随意契約 ハマダ建設㈱ ¥4,961,000 ¥4,928,000

R2.2.25 農林課 79 令和元年度　林道大峠線道路災害復旧工事 米沢市大字入田沢地内 土木一式 指名競争 ㈲丸石建設 ¥5,035,800 ¥4,950,000

R2.3.3 土木課 80 令和元年度（0市債）市道本町一丁目北通り線外道路改良舗装工事 米沢市本町三丁目地内外 土木一式 指名競争 森谷工業㈲ ¥17,435,000 ¥16,830,000

R2.3.3 土木課 81 令和元年度（0市債）市道下原南北支線道路舗装工事 米沢市大字三沢地内 土木一式 指名競争 ㈱情野建設工業 ¥5,551,700 ¥5,390,000

R2.3.3 土木課 82 令和元年度（0市債）市道太田町線外側溝整備工事 米沢市太田町四丁目地内外 土木一式 指名競争 アカマ建設㈱ ¥5,855,300 ¥5,830,000

R2.3.3 土木課 83 令和元年度（0市債）市道八幡原東屋敷線側溝整備工事 米沢市大字竹井地内 土木一式 指名競争 ㈲タイチ工業 ¥6,502,100 ¥6,270,000

R2.3.3 土木課 84 令和元年度（0市債）市道関根駅南線側溝整備工事 米沢市大字関根地内 土木一式 指名競争 アカマ建設㈱ ¥6,768,300 ¥6,710,000

R2.3.3 土木課 85 令和元年度（0市債）遠山谷地堰流雪溝整備工事 米沢市城西一丁目地内 土木一式 指名競争 ㈱カナル ¥4,907,100 ¥4,774,000

R2.3.3 土木課 86 令和元年度（0市債）市道オフィス・アルカディア団地外回り線外区画線設置工事 米沢市アルカディア一丁目地内外 塗装 指名競争 ㈱ロードライナー ¥6,488,900 ¥6,402,000

R2.3.3 土木課 87 令和元年度（0市債）片子大堰水路整備工事 米沢市万世町片子地内 土木一式 指名競争 ㈱広工務店 ¥5,993,900 ¥5,775,000

R2.3.13 農林課 92 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（矢子1、101、102） 米沢市大字口田沢地内外 土木一式 指名競争 ㈲田沢砂利工業 ¥3,537,600 ¥3,465,000

R2.3.13 農林課 93 令和元年10月12～13日発生台風第19号災害　農業用施設災害復旧工事（戸倉107） 米沢市大字簗沢地内 土木一式 指名競争 ㈲丸光建設工業 ¥1,958,000 ¥1,870,000

R2.3.17 都市整備課 89 米沢市窪田コミュニティセンター新設電気設備工事 米沢市窪田町窪田地内 電気 指名競争 ㈱タカハシ電工米沢営業所 ¥35,673,000 ¥35,420,000

R2.3.17 都市整備課 90 米沢市窪田コミュニティセンター新設機械設備工事 米沢市窪田町窪田地内 管 指名競争 城南産業㈱ ¥44,154,000 ¥44,000,000

R2.3.17 社会教育課 91 令和元年度（0市債）　米沢市田沢コミュニティセンター敷地造成工事 米沢市大字口田沢地内 土木一式 指名競争 ㈲田沢砂利工業 ¥8,162,000 ¥8,085,000

R2.3.27 都市整備課 94 米沢市新庁舎議会音響映像システム整備工事 米沢市金池五丁目2番1 電気通信 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 ¥54,153,000 ¥52,372,100

R2.3.27 総合政策課 95 米沢市新庁舎情報ネットワーク配線工事 米沢市金池五丁目2番1 電気通信 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 ¥40,777,000 ¥39,589,000


