
工種等 工事名 請負業者名 請負金額(税込) 評定点

管（水道）A 競走場メインスタンド改築（切り回し・機械設備）工事 （株）山野住設 62,426,100 88.0

建築S・Ⅰ 庄内交流センター大規模改造（その１）工事 神崎建設（株） 130,781,200 85.0

建築Ⅱ 庄内交流センター大規模改造（その２）工事 （株）南里住建 48,716,800 76.0

電気Ａ
庄内交流センター大規模改造（電気設備・その１）工
事

（株）飯塚電設 93,837,700 82.0

管（水道）Ａ
庄内交流センター大規模改造（給排水衛生設備・その
１）工事

（株）有光工務店 96,483,200 80.0

管（空調）Ａ
庄内交流センター大規模改造（空調設備・その１）工
事

（株）豊熱 82,984,000 82.0

土木Ⅱ・Ⅲ 相田公園整備（土木）工事 （資）藤井建設 29,580,100 79.9

電気Ａ 庄内交流センター大規模改造（受変電設備）工事 米村電気工事（株） 22,399,300 81.0

電気Ａ
庄内交流センター大規模改造（電気設備・その２）工
事

（有）岩下電気商会 21,290,500 83.0

管（水道）Ｂ
庄内交流センター大規模改造（給排水衛生設備・その
２）工事

（株）大貴 5,068,800 82.0

管（空調）Ａ
庄内交流センター大規模改造（空調設備・その２）工
事

ユゲデンキ（株） 10,705,200 80.0

土木Ⅱ・Ⅲ 筑穂保育所園舎建設外構工事 （株）新興産業 34,400,300 80.1

防水 清水谷住宅防水及び外壁改修（その２）工事 功凌工業（株） 35,918,300 82.0
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防水 清水谷住宅防水及び外壁改修（その１）工事 畑迫シーリング 35,351,800 83.0

防水 預坂公営住宅防水及び外壁改修（その２）工事 （株）ミヤビック 34,509,200 82.0

防水 幸袋池田改良住宅防水及び外壁改修工事 梶原産業（株） 31,975,900 84.0

防水 清水谷第二公営住宅防水及び外壁改修（その１）工事 Ｋ－Ｓ．リペイント 25,664,100 83.0

防水 白旗公営住宅防水及び外壁改修工事 （株）大谷防水塗装 25,162,500 82.0

とび
（交通安全）

筑穂保育所園舎建設外柵工事 東洋興産（株） 40,527,300 80.1

舗装 目尾・久保白線道路舗装（その３）工事 （有）ＭＥＣ 37,178,900 80.4

鋼構造物 相田井堰改良工事 （有）堀田工業 14,361,600 77.9

鋼構造物 秋松京田地区転倒井堰設置工事 日建産業（株） 5,170,000 80.0

土木Ⅲ 旧卸売市場敷地内雨水管布設替工事 ふみな工業（株） 25,779,600 85.7

造園 大将陣公園外2件遊具更新工事 （有）飯塚緑化建設 14,630,000 83.8

土木Ⅱ 馬出橋補修工事 （有）豊進建設 53,472,100 77.0

土木Ⅱ・Ⅲ 安恒橋補修工事 東亜興業（有） 31,597,500 80.6
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機械器具設置 横田排水ポンプ設置(機械)工事 （株）オカベ工事 14,740,000 82.3

機械器具設置 大師溜池かんがいポンプ改良工事 （株）東生 7,766,000 77.5

造園 筑穂保育所園舎建設遊具設置工事 新鯰田緑化 26,675,000 80.0

土木Ⅳ 大日寺川管理道路改良工事 （株）エー・アール・シー 3,997,400 76.5

舗装 大日寺・吉原町線道路舗装（その４）工事 北部道路（株） 33,884,400 82.5

舗装 目尾・久保白線道路舗装（その４）工事 興和道路（株） 17,672,600 82.4

解体 穂波武道館解体工事 （株）イオス 21,484,100 78.0

造園 相田公園整備（遊具設置）工事 庭工房杜 2,751,100 81.7

土木Ⅲ 横田排水ポンプ設置(土木)工事 （有）日洸産業 13,974,400 80.3

土木Ⅲ 西徳前地区汚水管切替工事 須藤産業（株） 14,787,300 77.0

土木Ⅳ 桜ヶ丘団地下水道改良工事 （株）豊真建設 5,151,300 74.0

建築Ⅱ・Ⅲ 相田公園整備（建築）工事 （有）サカエ住宅 9,460,000 77.3

とび
（交通安全）

二瀬交流センター外柵工事 （株）フクモト 11,039,600 77.9
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とび
（交通安全）

相田公園整備（安全施設）工事 （株）Ｋ．Ｈ．Ｋ 2,131,800 82.3

土木Ⅲ 白門水路改良工事 （有）大谷産業 28,524,100 71.0

土木Ⅳ 尾多羅川河川災害復旧工事 西田工業（株） 2,488,200 75.5

電気A 競走場第5電気室非常用発電設備等改修工事 （有）入江電気工事店 18,296,300 84.0

土木Ⅲ・Ⅳ 新花瀬地区下水マンホール改修工事 （有）大紋 7,343,600 79.5

土木 スケートボード広場修繕工事 奥アンツーカ（株） 6,545,000 80.5

土木Ⅳ 笠城ダム公園災害復旧工事 （株）安藤組 6,660,500 83.0

土木Ⅳ 大日寺地区水路改良工事 Ｋ・クラフト 2,222,000 78.8

建築Ⅲ 競走場走路内線審判塔改修工事 （有）徳永建設 2,888,600 84.0

防水 競走場選手寮受水槽防水改修工事 （株）富士 2,235,200 82.0

舗装 目尾・久保白線道路舗装(その5)工事 （有）三国道路工業 38,570,400 80.2

舗装 庄内工業団地１号線道路舗装工事 （株）千道 29,207,200 79.0

造園 勝盛公園法面対策工事 庭園工芸庭祥 2,420,000 83.8
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土木Ⅲ 畑川河川災害復旧工事 （有）柳組 10,992,300 71.0

土木Ⅳ 割石線道路災害復旧工事 （有）協和創建 6,325,000 81.2

土木Ⅳ 伊岐須・相田線道路災害復旧工事 天界建設（有） 4,785,000 78.6

土木Ⅳ 八木山地区浸水対策（護岸改良）工事 （株）富士産業 4,734,400 70.2

建築Ⅲ 庄内体育館バスケット台取替工事 （株）ワールド美創 2,164,800 80.0

とび
（交通安全）

鯰田交流センター駐車場整備（外柵）工事 福組（株） 13,440,900 79.7

舗装 二瀬交流センター舗装工事 （株）ＩＣＭエンジニアリング 16,858,600 79.9

舗装 筑穂保育所園舎建設舗装工事 三秀舗道（株） 12,958,000 81.1

舗装 鯰田交流センター駐車場整備（舗装）工事 （有）明豊舗道 9,715,200 80.9

舗装 滝ヶ鼻線道路修繕舗装工事 優和技建（株） 6,144,600 83.6

土木Ⅳ 井ノ尻ため池単独災害復旧工事 上村建設 3,330,800 80.6

舗装 長尾水道口地区農道維持工事 （有）シティ道路 1,710,500 79.3

－ 蓮台寺川修繕（その4）工事 （株）伸和建設 2,860,000 79.4
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－ 堀池灌漑用ポンプ取替工事 （株）東生 1,812,800 78.6
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