
平成30年2月7日 現在

着手 完成 商号又は名称

1 土-1 4/25 指名競争入札 市街地排水整備工事（１工区） 新栄通７丁目 土木一式 A・B
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置
 □1,500×600、L=58m

4/27 9/29 29,808,000 株式会社 瀬越組
天塩郡天塩町字更岸
１１２６番地の２１

2 土-2 4/25 指名競争入札 市街地排水整備工事（２工区） 新栄通７丁目 土木一式 A・B
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置
 □1,500×600、L=58m

4/27 9/29 28,728,000 株式会社 瀬越組
天塩郡天塩町字更岸
１１２６番地の２１

3 土-3 4/25 指名競争入札 振老８線道路改修工事 字下サロベツ 土木一式 A・B
ｺﾙｹﾞｰﾄ管 Ø1,650㎜、L=9.7m
道路補修工 L=24m

4/28 7/28 13,986,000 鹿児島建設株式会社
天塩郡天塩町新開通
１０丁目２４０４番地の１

4 土-4 4/25 指名競争入札 産士北１号線横断管改修工事 字ウブシ 土木一式 C
ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管、
Ø1,200㎜　L=17.5m

4/27 7/7 5,653,800 有限会社 横溝重機産業
天塩郡天塩町字オヌプナイ
３７６番地の１

5 道管-1 5/29 指名競争入札 道路区画線引工事 町内一円 塗装
中央線　L=3,911.0m
側線　L=7,775.0m

5/30 7/28 2,451,600 有限会社 高橋塗装工業
天塩郡天塩町山手裏通
１０丁目１４６６番地の３４２

6 土-5 5/29 指名競争入札 雄信内１条通線栄橋補修工事 字オヌプナイ 土木一式 A・B
塗装塗替工、ひび割れ補修工一
式、舗装工、仮設工一式

6/1 11/30 37,368,000 鹿児島建設株式会社
天塩郡天塩町新開通
１０丁目２４０４番地の１

7 建-1 5/29 指名競争入札
南開団地受水槽加圧給水
ポンプユニット更新工事

字天塩
3671-1

管 ユニット更新工事 5/30 7/31 1,350,000 株式会社 園田工業所
天塩郡天塩町海岸通
４丁目４５番地の１

8 水-1 5/29 指名競争入札 量水器取替工事その１ 町内一円 管
量水器取替 108箇所
（Ø13㎜×90、Ø20㎜×18）

5/30 11/13 6,015,600 有限会社 元木設備工業
天塩郡天塩町字テシヲ
２番地の２３

9 水-2 5/29 指名競争入札 量水器取替工事その２ 町内一円 管
量水器取替 110箇所
（Ø13㎜×70、Ø20㎜×40）

6/2 11/13 6,156,000 株式会社 園田工業所
天塩郡天塩町海岸通
４丁目４５番地の１

10 水-３ 5/29 指名競争入札 加藤沢川水道配水管伏越工事 字オヌプナイ 水道施設
配水管移設工（推進工）
Ø200㎜、L=91.8m、

6/2 9/25 16,124,400 株式会社 メイク
天塩郡天塩町字川口
５６９２番地の６

11 教-2 6/15 指名競争入札
天塩町ファミリー
スポーツセンター暖房改修工事

字川口 管
暖房機（遠赤外線放射8台、FF式温
風2台）ほか

6/20 10/31 19,332,000 株式会社 渡辺設備工業
稚内市朝日６丁目
２番１３号

12 水-4 6/15 指名競争入札 泉源浄水場築造工事 字オヌプナイ 建築一式
ＲＣ造、地上１階・地下1階、
延べ床面積 437.68㎡

6/26
(H30)
10/31

282,960,000 株式会社 石山組 天塩本店
天塩郡天塩町新栄通
４丁目１１４３番地２

13 水-5 6/15 指名競争入札 泉源浄水場機械設備工事 字オヌプナイ
機械

水道施設
機械・計装設備 一式 6/26

(H30)
11/30

385,992,000 
オルガノ株式会社
北海道支店

札幌市東区北７条東５丁目
８番３７号

14 水-6 6/15 指名競争入札 泉源浄水場電気設備工事 字オヌプナイ 電気
建築電気・受変電・
自家発電設備

6/26
(H30)
11/30

66,938,400 三村電機工業株式会社
天塩郡天塩町字川口
５７８８番地４

15 下-1 6/15 指名競争入札
天塩クリーンセンター
電気設備更新工事

字川口
電気
機械

汚水ポンプVVVF盤、
流入渠水位計等

6/20
(H30)
2/20

33,912,000 北海道富士電機株式会社
札幌市中央区大通東
７丁目１番１１８

16 水-7 6/29 指名競争入札 栄橋水道添架管布設替工事 字オヌプナイ 水道施設
HPPE Ø100㎜ L=157.5m
GNGWDA  Ø100㎜ L=95.0m

7/3 11/30 25,272,000 鹿児島建設株式会社
天塩郡天塩町新開通
１０丁目２４０４番地の１

17 福-1 8/2 指名競争入札
老人福祉センター
屋上防水層張替工事

山手裏通
８丁目

防水
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、平場 93.5㎡、立
上り部 21.5㎡

8/3 10/31 2,322,000 株式会社 石山組 天塩本店
天塩郡天塩町新栄通
４丁目１１４３番地２

18 教-1 8/2 指名競争入札
振老地区社会教育会館
屋根改修工事

字下サロベツ 屋根
屋根葺替、ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ
鋼板 0.35㎜、226㎡

8/4 9/29 2,646,000 高橋板金加工所
天塩郡天塩町新開通
５丁目７６３４－９

19 水-８ 8/2 指名競争入札 導水管布設工事（１工区） 字オヌプナイ 水道施設
導水管 HPP Ø150㎜、L=900m
空気弁、排泥弁、排水管一式

8/8 12/15 29,268,000 株式会社 メイク
天塩郡天塩町字川口
５６９２番地の６

20 水-９ 8/2 指名競争入札 導水管布設工事（２工区） 字オヌプナイ 水道施設
導水管 Ø150㎜ L=510m
送配水管 Ø200㎜ L=490m

8/9 12/15 67,284,000 菊地建設（株）
天塩郡天塩町字川口
５６９０番地の５

21 地-1 8/2 指名競争入札 恵愛荘食堂洗面台設置工事 字川口 建築・管
車いす対応洗面台設置、W900・
D580・H1900、2台

8/3 9/29 1,728,000 株式会社 石山組 天塩本店
天塩郡天塩町新栄通
４丁目１１４３番地２

22 保育-1 8/2 指名競争入札 認定こども園外構整備工事 字川口 土木一式 C
盛土工 L=63.6m、玄関滑り止めマッ
ト貼貼付 A=61.1㎡

8/7 10/31 4,071,600 有限会社 横溝重機産業
天塩郡天塩町字オヌプナイ
３７６番地の１

23 建-2 8/23 指名競争入札
南開団地雁木屋上防水層
張替工事

字天塩
3671-1

防水
改質ｱｽﾌｧﾙｼｰﾄﾄ防水（ﾄｰﾁ工法）
AS-T3、137.6㎡

8/25 10/31 3,229,200 株式会社 石山組 天塩本店
天塩郡天塩町新栄通
４丁目１１４３番地２

24 施管-1 9/1 指名競争入札
平成28年度繰越明許費　ｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉ
ﾐｰ拠点等整備建築主体工事

字ｻﾗｷｼ5807-2、
同5807-4

建築一式
研修棟：913.76㎡
ｺﾐｭﾆﾃｨ棟：656.70㎡

9/7
(H30)
3/16

208,440,000 株式会社 石山組 天塩本店
天塩郡天塩町新栄通
４丁目１１４３番地２

工事
番号

場所
金額
区分

工期（当初契約）種別
（工種）

契約の相手方契約金額
（当初）

入札及び
契約の方法

入札
執行日

通番

【天塩町】　平成２９年度　建設等工事の入札予定・結果

工事の名称 工事概要
住所

1/2



平成30年2月7日 現在

着手 完成 商号又は名称

工事
番号

場所
金額
区分

工期（当初契約）種別
（工種）

契約の相手方契約金額
（当初）

入札及び
契約の方法

入札
執行日

通番

【天塩町】　平成２９年度　建設等工事の入札予定・結果

工事の名称 工事概要
住所

25 施管-2 9/1 指名競争入札
平成28年度繰越明許費　ｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉ
ﾐｰ拠点等整備機械設備工事

字ｻﾗｷｼ5807-2、
同5807-4

管
研修棟・ｺﾐｭﾆﾃｨ棟
冷暖房設備ほか

9/9
(H30)
3/16

97,200,000 株式会社 渡辺設備工業
稚内市朝日６丁目
２番１３号

26 施管-3 9/1 指名競争入札
平成28年度繰越明許費　ｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉ
ﾐｰ拠点等整備電気設備工事

字ｻﾗｷｼ5807-2、
同5807-4

電気
研修棟・ｺﾐｭﾆﾃｨ棟
幹線動力設備ほか

9/7
(H30)
3/16

53,244,000 三村電機工業株式会社
天塩郡天塩町字川口
５７８８番地４

27 総-1 10/2 指名競争入札 天塩町職員住宅浴室改修工事
字川口
1464-19

建築一式 ユニットバス設置　4戸 10/10 11/30 4,708,800 有限会社 小川建設工業
天塩郡天塩町山手通
９丁目１２５番地

28 教-2 10/2 指名競争入札
教職員住宅（雄信内地区）
外壁・屋根改修工事

字オヌプナイ
3470-1

建築一式
屋根葺替：99.1㎡
外壁張替：86.2㎡

10/3 11/30 3,389,040 株式会社 石山組 天塩本店
天塩郡天塩町新栄通
４丁目１１４３番地２

29 農整工-1 10/13 指名競争入札
平成29年度農業基盤整備促進事業天
塩東地区暗渠排水整備工事

町内一円 土木一式 A・B
暗渠排水工事
37.03ﾍｸﾀｰﾙ

10/24
(H30)
2/14

62,100,000 菊地建設（株）
天塩郡天塩町字川口
５６９０番地の５

30 道管-2 11/24 指名競争入札
町道防雪柵取付取外し工事
（１工区）

字更岸 土木一式 C
設置箇所：4箇所
設置延長：468ｍ

11/25
(H30)
3/23

4,447,440 株式会社 新星
天塩郡天塩町字川口
８４１０番地

31 道管-3 11/24 指名競争入札
町道防雪柵取付取外し工事
（２工区）

字更岸 土木一式 C
設置箇所：5箇所
設置延長：548ｍ

11/25
(H30)
3/23

5,158,080 有限会社 相互開発
天塩郡天塩町字オヌプナイ
３８３番地の２

32 農整工-2 1/23 指名競争入札
平成29年度
更岸地区明渠排水整備工事

字更岸 土木一式 C
潮見幹線沈砂地：980㎡
潮見幹線土流部：300m床浚

1/30
(H30)
2/28

3,672,000 株式会社 新星
天塩郡天塩町字川口
８４１０番地

33 天財-3 1/23 指名競争入札 町有地立木処分工事
字オヌプナイ

2430-5
土木一式 C 伐木除根：1,986㎡ 1/24

(H30)
3/30

1,576,800 有限会社 相互開発
天塩郡天塩町字オヌプナイ
３８３番地の２

2/2


