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入札場所：米沢市役所３０３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

R3.4.15 防災危機管理課 94 市道相生橋万里橋線外　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 ㈱菊地組 ¥65,923,000 ¥64,130,000

R3.5.12 土木課 1 市道桑山住宅１号線外エアー遮断機設置工事 米沢市　万世町桑山　地内 土木一式 指名競争 ㈱網代建設 ¥23,856,800 ¥23,650,000

R3.5.12 土木課 3 市道門東町三丁目中央一丁目線　道路改良舗装工事 米沢市　中央一丁目　地内外 土木一式 指名競争 ㈱島貫土建 ¥28,661,600 ¥28,050,000

R3.5.14 防災危機管理課 4 米沢市防災行政無線システム（デジタル移動系）移設工事 米沢市金池五丁目2番25号　外 電気通信 随意契約 山形パナソニック㈱ ¥6,823,300 ¥6,575,800

R3.5.18 建築住宅課 2 市営野球場観客席防水改修工事 米沢市塩井町塩野1369番地 建築一式 指名競争入札 低入札

R3.5.20 建築住宅課 2 市営野球場観客席防水改修工事 米沢市塩井町塩野1369番地 建築一式 指名競争入札 ㈱網代建設 ¥125,400,000 ¥92,400,000

R3.6.11 土木課 6 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 土木一式 指名競争 東南電気工事㈱ ¥1,565,300 ¥1,515,800

R3.6.17 森林農村整備課 5 林道普洞沢線　大北沢橋補修工事 米沢市大字入田沢　地内 土木一式 指名競争 ㈲丸光建設工業 ¥15,880,700 ¥15,620,000

R3.6.22 建築住宅課 7 旧田沢コミュニティセンター解体工事 米沢市大字口田沢2375-1 解体 指名競争 ディスポ㈱ ¥13,585,000 ¥10,450,000

R3.6.22 文化課 10 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㈱ ¥33,141,900 ¥33,110,000

R3.6.24 土木課 8 米沢市南原コミュニティセンター外構整備工事 米沢市　大字李山　地内 土木一式 指名競争 ㈱網代建設 ¥42,112,400 ¥42,020,000

R3.6.24 土木課 9 米沢市田沢コミュニティセンター外構整備工事 米沢市　大字口田沢　地内 土木一式 指名競争 ㈱菊地組 ¥37,369,200 ¥36,850,000

R3.7.1 土木課 12 市道北部団地１３号線外　通学路点検等に伴う区画線設置工事 米沢市　中央七丁目　地内外 塗装 指名競争 ㈱ロードライナー ¥6,230,400 ¥6,050,000

R3.7.8 土木課 11 米沢市立興望館駐車場整備工事 米沢市　太田町四丁目　地内 舗装 指名競争 ㈱仁科工務店 ¥9,906,600 ¥9,900,000

R3.7.8 建築住宅課 13 米沢市南原コミュニティセンター車庫棟建設工事 米沢市大字李山地内 建築一式 随意契約 置賜建設㈱ ¥6,842,000 ¥6,820,000

R3.7.13 土木課 15 市道万世南原線　松原跨線橋補修工事 米沢市　大字三沢　地内 土木一式 指名競争 入札中止

R3.7.15 建築住宅課 14 旧窪田コミュニティセンター解体工事 米沢市窪田町窪田598-2 解体 指名競争 ㈱横山興業 ¥18,183,000 ¥15,840,000

R3.7.21 土木課 16 令和２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 ¥65,520,400 ¥65,450,000

R3.7.28 教育総務課 19 米沢市立万世小学校　屋内運動場床改修工事 米沢市八幡原五丁目3948番地の4 塗装 指名競争 山建工業㈱ ¥4,510,000 ¥4,455,000

R3.8.5 土木課 17 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 ¥9,906,600 ¥9,900,000

R3.8.5 土木課 18 市道米沢駅羽黒川左岸線　側溝整備工事 米沢市　下花沢三丁目　地内 土木一式 指名競争 山建工業㈱ ¥13,327,600 ¥13,200,000

R3.8.19 教育総務課 21 米沢市立広幡小学校情報通信ネットワーク環境整備工事 米沢市広幡町上小菅1396 電気通信 随意契約 NECネッツエスアイ㈱山形営業所 ¥6,125,350 ¥6,105,000

R3.8.19 土木課 23 米沢市立窪田小学校東口通路整備工事 米沢市窪田町窪田　地内 土木一式 指名競争 ㈲米圧興業 ¥8,434,800 ¥8,228,000

R3.8.24 建築住宅課 20 米沢市児童会館受電設備改修工事 米沢市丸の内一丁目3-47 電気 指名競争 東南電気工事㈱ ¥5,223,350 ¥5,170,000

R3.8.24 建築住宅課 25 田沢コミュニティセンター車庫及び倉庫棟建設工事 米沢市大字口田沢2375-1 建築一式 指名競争 ハマダ建設㈱ ¥4,961,000 ¥4,620,000

R3.8.31 土木課 24 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 不調

R3.9.2 土木課 22 市道万世南原線　松原跨線橋補修工事 米沢市　大字三沢　地内 土木一式 指名競争 不調

R3.9.2 土木課 26 市道西蓮寺南通り線外　道路整備工事 米沢市　金池一丁目　地内外 舗装 指名競争 ㈲桐生建設 ¥18,289,700 ¥18,040,000

R3.9.2 建築住宅課 27 市営住宅解体工事（玉の木町団地１号棟） 米沢市東一丁目地内 解体 指名競争 ㈲丸光建設工業 ¥5,379,000 ¥5,280,000

R3.9.2 建築住宅課 28 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

R3.9.2 建築住宅課 28 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 随意契約 不調

R3.9.7 土木課 29 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㈱ ¥17,725,400 ¥17,710,000

R3.9.7 建築住宅課 30 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 不調

R3.9.9 建築住宅課 31 米沢市バス停待合所B棟建設工事 米沢市金池三丁目5番4の一部 建築一式 随意契約 太田建設㈱ ¥6,776,000 ¥6,710,000

R3.9.16 建築住宅課 32 市営住宅給湯設備改善工事（林泉寺団地５号棟） 米沢市林泉寺一・二丁目地内 管 指名競争 ㈱和美屋 ¥9,438,000 ¥8,360,000

R3.9.16 森林農村整備課 33 大中沢堤第３廃止工事 米沢市　万世町梓山　地内 土木一式 指名競争 ㈱網代建設 ¥12,081,300 ¥11,990,000
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R3.9.16 建築住宅課 42 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 随意契約 ハマダ建設㈱ ¥10,208,000 ¥10,120,000

R3.9.17 教育総務課 34 米沢市立興譲小学校外5校トイレ洋式化工事 米沢市丸の内二丁目地内外 管 指名競争 不調

R3.9.17 教育総務課 35 米沢市立東部小学校外2校トイレ洋式化工事 米沢市東一丁目地内外 管 指名競争 不調

R3.9.17 教育総務課 36 米沢市立西部小学校外1校トイレ洋式化工事 米沢市直江町地内外 管 指名競争 不調

R3.9.17 教育総務課 37 米沢市立南部小学校外2校トイレ洋式化工事 米沢市門東町一丁目地内外 管 指名競争 不調

R3.9.17 土木課 41 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 ㈲桐生建設 ¥12,296,900 ¥11,880,000

R3.9.17 土木課 43 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 土木一式 指名競争 ㈲タイチ工業 ¥4,050,200 ¥3,850,000

R3.9.21 土木課 44 市道万世高畠線　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㈱ ¥9,487,500 ¥8,525,000


