
【全工種】 （単位：円、消費税を含む）

入札日 所管課 工事等の名称 工種 入札方法 予定価格 契約金額 完成期日 落札業者

R5.2.10 建 設 課 令和4年度 大沢川河川改修工事 土木一式 指名競争入札 2,233,000 2,145,000 R5.3.31 ㈱日健

R5.2.10 建 設 課
【債務負担行為】令和4～5年度 一級河川丹生川
消流雪用水利権取得資料作成業務委託

測量設計 指名競争入札 1,980,000 1,925,000 R5.9.29 ㈱成和技術

R5.2.10 建 設 課
令和4年度 流雪溝計画に伴う藤沢川横断測
量業務委託

測量設計 指名競争入札 620,400 605,000 R5.3.31 ㈱成和技術

R5.1.10 こども教育課
令和4年度 尾花沢中学校校舎トイレ改修工
事

管工事 指名競争入札 11,804,100 11,660,000 R5.3.31 ㈱マルニシ

R5.1.10 福 祉 課
令和4年度 尾花沢市公立保育所Wi-Fi環境
構築工事

その他工事 指名競争入札 4,180,000 4,147,000 R5.3.24 東日本電信電話㈱山形支店

R4.12.9 農 林 課
令和4年度 団体営西野々揚水機場長寿命
化事業 送水管等製作工事

その他工事 一般競争入札 31,471,000 31,020,000 R5.3.31 ㈱マルニシ

R4.12.9 商工 観 光 課
令和4年度 花笠高原周辺施設等トイレ洋式
化工事

管工事 指名競争入札 5,317,400 5,280,000 R5.3.31 ㈲西塚配管工業所

R4.12.9 建 設 課
令和4年度 一級河川朧気川外3河川冬期流
量観測業務委託

測量設計 指名競争入札 1,939,300 1,870,000 R5.3.24 ㈱成和技術

R4.11.25 商工 観 光 課
令和4年度 徳良湖オートキャンプ場トイレ洋
式化等工事

管工事 指名競争入札 9,496,300 9,350,000 R5.3.25 ㈲エヌエス・商会

R4.11.25 商工 観 光 課 令和4年度 花笠高原荘トイレ洋式化等工事 管工事 指名競争入札 7,436,000 7,359,000 R5.3.25 ㈲旭屋設備

R4.11.25 商工 観 光 課
令和4年度 花笠高原荘業務用エアコン交換
工事

管工事 指名競争入札 5,117,200 5,099,600 R5.2.25 ㈱矢作組　　

R4.11.25 環境エネルギー課
令和4年度 宮沢西部地区農業集落排水施
設ばっ気槽コントローラ修繕

電気工事 指名競争入札 4,873,000 4,730,000 R5.3.31 ㈱テイデイイー

R4.11.10 こども教育課
【債務負担行為】令和4～5年度 学校建設用
地測量等業務委託

測量設計 指名競争入札 32,879,000 32,230,000 R5.6.30 ㈱成和技術

R4.11.10 商工 観 光 課
令和4年度 グランドゴルフ・パークゴルフ場
拡張工事測量実施設計業務委託

測量設計 指名競争入札 3,699,300 3,630,000 R4.12.28 ㈱北都測量設計

R4.11.10 こども教育課 令和4年度 尾花沢小学校エアコン設置工事 管工事 指名競争入札 2,864,400 2,662,000 R4.12.23 ㈲尾花沢電気工事

R4.11.10 こども教育課 令和4年度 玉野小学校エアコン設置工事 管工事 指名競争入札 2,484,900 2,310,000 R4.12.23 丹生工業協同㈱

R4.11.10 こども教育課
令和4年度 宮沢・常盤小学校エアコン設置
工事

管工事 指名競争入札 1,892,000 1,760,000 R4.12.23 ㈱押切電業

R4.11.10 こども教育課 令和4年度 福原小学校エアコン設置工事 管工事 指名競争入札 1,840,300 1,738,000 R4.12.23 ㈱矢作組

R4.10.25 商工 観 光 課
令和4年度 尾花沢市基幹集落センター指定
避難所機能強化工事

建築一式 一般競争入札 36,928,100 36,300,000 R5.2.28 ㈱奥山建設工業所

R4.10.25 環境エネルギー課 令和4年度 北郷地内舗装本復旧工事 舗装工事 指名競争入札  12,122,000  12,100,000 R4.12.20 ㈲柴崎建設

R4.10.11 環境エネルギー課
令和4年度 下柳渡戸地内配水管布設替工
事

水道工事 指名競争入札  18,469,000  18,370,000 R4.12.20 三共開発㈱

R4.10.11 環境エネルギー課
令和4年度 道の駅尾花沢電気自動車用急
速充電器更新工事

電気工事 指名競争入札 7,760,500 7,535,000 R5.1.6 ジャパンクリエイト㈱

R4.10.7 福 祉 課
令和4年度 おもだか保育園子育て支援セン
ター改修工事

建築一式 指名競争入札 4,991,800 4,983,000 R4.12.2 菅戸建設

R4.10.7 建 設 課 令和4年度 市道Ⅳ-704号線舗装補修工事 舗装工事 指名競争入札  2,871,000  2,860,000 R4.11.21 ㈲西塚配管工業所

R4.9.26 建 設 課
令和4年度 牛房野急傾斜地対策事業用地
測量業務委託

測量設計 指名競争入札 4,928,000 4,818,000 R5.3.31 ㈱成和技術

R4.9.26 環境エネルギー課 令和4年度 北郷地内配水管布設替工事 水道工事 指名競争入札 16,511,000 16,500,000 R4.11.10 ㈱マルニシ

R4.9.26 建 設 課 令和3年度繰越 3-639-1号橋補修工事 土木一式 指名競争入札  5,258,000  5,170,000 R4.11.30 ㈲菅藤組

R4.9.26 商工 観 光 課 令和4年度 花笠高原荘受水槽更新工事 管工事 指名競争入札 3,769,700 3,740,000 R4.12.16 ㈱水建工業

R4.9.26 社会 教 育 課
令和4年度 玉野地区公民館体育館トイレ洋
式化改修工事

管工事 指名競争入札 2,788,720 2,640,000 R4.11.30 丹生工業協同㈱

R4.9.26 建 設 課
令和4年度 道の駅尾花沢トイレットペーパー
紙巻き器改修工事

建築一式 指名競争入札 1,854,050 1,760,000 R4.11.30 ㈲エヌエス・商会

R4.9.26 こども教育課
令和4年度 福原小学校電動オペレーター改
修工事

その他工事 指名競争入札 1,771,000 1,705,000 R4.11.30 硝建㈱

R4.9.16 商工 観 光 課
令和4年度　徳良湖周辺松林内照明設備整
備工事

電気工事 指名競争入札 4,482,500 4,367,000 R4.12.20 ㈲尾花沢電気工事

R4.9.2 建 設 課
令和4年度 市営荒楯第2住宅2、3号棟浄化
槽ブロワ更新工事

管工事 指名競争入札 1,802,900 1,650,000 R4.11.30 ㈲高橋水道設備

R4.9.2 消 防 本 部 令和4年度 消防施設解体工事（野黒沢） 解体工事 指名競争入札 1,584,000 1,540,000 R4.11.2 ㈲長谷川工業

R4.8.29 商工 観 光 課
令和4年度 尾花沢市徳良湖自然研修セン
ターWi-Fi環境構築工事

その他工事 指名競争入札 1,958,000 1,958,000 R4.10.28 東日本電信電話㈱山形支店

R4.8.25 建 設 課
令和4年度 緊急自然災害防止対策事業市
道上町長根線舗装補修工事

舗装工事 指名競争入札 14,234,000 13,915,000 R4.11.11 ㈲長谷川工業

R4.8.25 消 防 本 部
令和4年度 耐震性貯水槽40㎥型新設等工
事（安久戸）

土木一式 指名競争入札 13,943,600 13,750,000 R4.11.11 ㈱マルニシ

R4.8.25 消 防 本 部
令和4年度 耐震性貯水槽40㎥型新設等工
事（名木沢地内）

土木一式 指名競争入札 13,913,900 13,640,000 R4.11.11 ㈲エヌエス・商会

R4.8.25 建 設 課
令和4年度 緊急自然災害防止対策事業市
道原田線舗装補修工事

舗装工事 指名競争入札 11,132,000 11,000,000 R4.11.11 三共開発㈱

令和4年度　入札結果及び契約一覧

※契約金額、完成期日は当初契約時の内容です。
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R4.8.25 建 設 課 令和4年度 公共施設等適正管理整備工事 土木一式 指名競争入札 8,514,000 7,678,000 R4.10.31 ㈲北部建設

R4.8.25 消 防 本 部
令和4年度 尾花沢市消防団ポンプ車庫解体
新築工事（朧気）

建築一式 指名競争入札 4,447,300 4,290,000 R4.11.18 ㈱東北アメニティハウジング

R4.8.25 消 防 本 部
令和4年度 尾花沢市消防団ポンプ車庫解体
新築工事（新町）

建築一式 指名競争入札 4,151,400 4,070,000 R4.11.18 ㈲柴崎建設

R4.8.25 建 設 課 令和4年度 交通安全施設整備工事（2工区） その他工事 指名競争入札 4,642,000 4,510,000 R4.10.14 ㈲アソート産業

R4.8.10 農 林 課
令和3年度繰越 尾花沢堆肥センター機能強
化工事

建築一式 一般競争入札 234,237,300 231,000,000 R5.1.31 本間建設㈱

R4.8.10 建 設 課 令和4年度 和合橋橋梁補修工事 土木一式 指名競争入札 52,217,000 52,008,000 R5.1.31 ㈱奥山建設工業所

R4.7.25 環境エネルギー課
令和4年度 尾花沢市農業集落排水施設無
線デジタル化更新工事

その他工事 指名競争入札 2,560,800 2,475,000 R5.1.31 ㈱テイデイイー

R4.7.25 消 防 本 部
令和4年度消防庁舎トイレ洋式化工事及び
自動水栓化工事

管工事 指名競争入札 5,302,000 5,258,000 R4.9.26 ㈲旭屋設備

R4.7.25 消 防 本 部 令和4年度　消防庁舎内仮眠室扉設置工事 建築一式 指名競争入札 1,499,300 1,496,000 R4.12.20 ㈲手塚建材

R4.7.25 商工 観 光 課
令和4年度　徳良湖オートキャンプ場管理
棟、自動火災報知設備・誘導灯設置工事

その他工事 指名競争入札 1,661,000 1,650,000 R4.9.30 ㈱東北消防設備

R4.7.7 建 設 課 令和4年度 市道Ⅲ-75号線外側溝整備工事 土木一式 指名競争入札 13,860,000 13,420,000 R4.10.31 ㈲国分建設

R4.7.7 福 祉 課
令和4年度 尾花沢市立保育園自動水栓化
工事

管工事 指名競争入札 5,280,000 5,170,000 R4.9.16 ㈲手塚建材

R4.7.7 建 設 課
令和3年度繰越　市道舗装補修工事(第2工
区）

舗装工事 指名競争入札 4,508,900 4,400,000 R4.9.30 ㈱日健

R4.7.7 建 設 課
令和4年度 矢越橋外3橋橋梁補修設計業務
委託

測量設計 指名競争入札 11,957,000 11,440,000 R4.12.20 ㈱成和技術

R4.7.7 建 設 課 令和4年度 市道中沢線用地測量業務委託 測量設計 指名競争入札 7,689,000 7,370,000 R4.11.30 ㈱成和技術

R4.7.7 建 設 課
令和4年度 市道Ⅲ-820号線道路改良測量
設計業務委託

測量設計 指名競争入札 5,775,000 5,610,000 R4.11.30 ㈱菅野測量設計

R4.7.7 商工 観 光 課
令和4年度 基幹集落センター指定避難所機
能強化工事設計業務委託

建築設計 指名競争入札 3,982,000 2,750,000 R4.8.31 西尾建築設計事務所

R4.7.7 社会 教 育 課
令和4年度 尾花沢市文化体育施設・学習情
報センターWi-Fi環境構築工事

その他工事 指名競争入札 2,970,000 2,123,000 R4.11.11 東日本電信電話㈱山形支店

R4.6.24 建 設 課 令和4年度　除雪基地建設工事 建築一式 一般競争入札 149,988,300 148,500,000 R4.12.20 本間建設㈱

R4.6.24 建 設 課
令和3年度繰越 市道二藤袋徳良湖線外舗
装補修工事

舗装工事 一般競争入札 28,741,900 28,600,000 R4.10.31 ㈱奥山建設工業所

R4.6.24 建 設 課 令和4年度　名木沢地区流雪溝整備工事 土木一式 一般競争入札 25,495,800 25,080,000 R4.11.18 大山建設㈱

R4.6.24 こども教育課 令和4年度　玉野小学校屋根塗装工事 塗装工事 指名競争入札 13,721,400 13,200,000 R4.8.31 ㈲菅藤組

R4.6.24 中央 診 療 所
令和4年度　尾花沢市中央診療所給水ユ
ニット更新工事

管工事 指名競争入札 2,191,200 1,980,000 R4.10.31 ㈲高橋水道設備

R4.6.24 建 設 課
令和4年度 除雪基地建設工事監理業務委
託

建築設計 指名競争入札 1,915,100 1,793,000 R4.12.20 ㈱イイダ設計尾花沢分室

R4.6.10 建 設 課 令和4年度 市道牛房野線流雪溝整備工事 土木一式 指名競争入札 17,053,300 16,720,000 R4.10.14 ㈲北部建設

R4.6.10 建 設 課
令和4年度 市道荒町細野線流雪溝整備工
事

土木一式 指名競争入札 15,576,000 14,850,000 R4.10.31 ㈱矢作組

R4.6.10 社会 教 育 課
令和4年度 尾花沢市学習情報センター屋上
防水工事

建築一式 指名競争入札 3,366,000 3,300,000 R4.8.31 ㈱東北アメニティハウジング

R4.6.10 こども教育課
令和4年度 尾花沢中学校体育館トイレ改修
工事

管工事 指名競争入札 1,777,600 1,738,000 R4.8.10 ㈱水建工業

R4.6.10 環境エネルギー課
令和4年度 配水管布設替工事設計業務委
託

測量設計 指名競争入札 3,344,000 3,190,000 R4.7.15 ㈱中央測量設計事務所尾花沢支店

R4.6.10 消 防 本 部
令和4年度 耐震性貯水槽40㎥型新設等設
計業務委託

測量設計 指名競争入札 1,694,000 1,650,000 R4.7.22 ㈱成和技術

R4.6.10 消 防 本 部
令和4年度　消防団ポンプ車庫解体新築工
事（新町・朧気）設計及び工事監理業務委託

建築設計 指名競争入札 1,210,000 990,000 R4.7.15 2級建築士事務所さくらぐみ

R4.6.10 社会 教 育 課
令和4年度　尾花沢市文化体育施設屋根塗
装改修設計業務委託

建築設計 指名競争入札 738,100 715,000 R4.8.12 ㈱成和技術

R4.5.25 こども教育課 令和4年度 旧高橋小学校解体工事 解体工事 一般競争入札 103,193,200 101,200,000 R4.11.30 三共開発㈱

R4.5.25 こども教育課
令和4年度 旧福原中部小学校解体工事実
施設計業務委託

建築設計 指名競争入札 5,060,000 2,178,000 R4.9.30 2級建築士事務所さくらぐみ

R4.5.25 農 林 課
令和4年度　団体営西野々揚水機場長寿命
化工事設計業務委託

測量設計 指名競争入札 4,400,000 4,290,000 R4.8.12 ㈱成和技術

R4.5.9 建 設 課 令和4年度 大柳寺内上線側溝整備工事 土木一式 指名競争入札 10,989,000 10,780,000 R4.8.10 大山建設㈱

R4.4.25 建 設 課 令和3年度繰越 市道舗装補修工事 舗装工事 指名競争入札 12,321,100 12,100,000 R4.7.22 ㈲旭屋設備

R4.4.8 社会 教 育 課
令和3年度繰越 史跡延沢銀山遺跡山神神
社保存修理復元工事

建築一式 指名競争入札 15,785,000 15,730,000 R4.6.30 ことぶき建設㈱

R4.4.1 農 林 課
令和3年度繰越　尾花沢堆肥センター機
能強化工事設計監理業務委託

建築設計 指名競争入札 13,673,000 12,760,000 R5.1.31 ㈱イイダ設計尾花沢分室


