
※個別案件の入札結果は、別途ＰＤＦファイルをご覧ください。（下の表「ＰＤＦ番号」を参照）。
※下の表における「管理ｺｰﾄﾞ」とは事務処理上の管理番号であり工事（委託・物品）番号ではありません。
令和元年度（2019）

連番
管理
ｺｰﾄﾞ

1 (01-032) 平成31年3月28日 委託
養護老人ホームきりん荘清掃業務委託（※長期
継続契約（３箇年））

阿賀町文化福祉会館 環境をサポートする（株）きらめき (年額) 2,493,000 (年額) 2,500,000 99.72%

2 (01-033) 平成31年3月28日 委託 阿賀町クリーンセンター検査測定業務委託 阿賀町文化福祉会館
一般財団法人　新潟県環境分析セ
ンター

4,170,000 4,380,000 95.21%

3 (01-034) 平成31年3月28日 委託 阿賀町エコパーク検査測定業務委託 阿賀町文化福祉会館
一般財団法人　新潟県環境分析セ
ンター

2,210,000 2,320,000 95.26%

4 (01-038) 平成31年3月28日 委託 混合し尿等検査・測定業務委託 阿賀町文化福祉会館 （株）ＮＳＳ 580,000 612,000 94.77%

5 (01-040) 平成31年3月28日 委託 阿賀町汚泥再生センター運転管理業務委託 阿賀町文化福祉会館 （株）阿賀町環境事業公社 22,586,000 24,160,000 93.49%

6 (01-042) 平成31年3月28日 委託 水道事業水質検査業務委託 阿賀町文化福祉会館
一般財団法人　新潟県環境衛生研
究所

1,050,000 1,150,000 91.30%

7 (01-043) 平成31年3月28日 委託 阿賀町簡易水道水質検査業務委託 阿賀町文化福祉会館
一般財団法人　新潟県環境衛生研
究所

21,984,000 24,270,000 90.58%

8 (01-074) 平成31年3月28日 委託 阿賀町下水道施設法定外水質検査業務委託 阿賀町文化福祉会館
一般財団法人　新潟県環境分析セ
ンター

5,410,000 5,860,000 92.32%

9 (01-021) 平成31年3月28日 物品購入 活性炭（水処理用）購入（1kgあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 近藤産業（株）新潟営業所 730 750 97.33%

10 (01-022) 平成31年3月28日 物品購入 メタノール５０％購入（1kgあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 近藤産業（株）新潟営業所 103 113 91.15%

11 (01-023) 平成31年3月28日 物品購入 ポリ硫酸第二鉄液購入（1kgあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 （株）五十嵐薬品 63 64 98.44%

12 (01-024) 平成31年3月28日 物品購入 高分子凝集剤購入（1ｋｇあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 （株）五十嵐薬品 620 620 100.00%

13 (01-025) 平成31年3月28日 物品購入 次亜塩素酸ソーダ購入（1kgあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 （株）トーシン 64 66 96.97%

14 (01-026) 平成31年3月28日 物品購入 液体苛性ソーダ（1kgあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 （株）トーシン 65 67 97.01%

15 (01-027) 平成31年3月28日 物品購入 ＳＡＮＡ　ＢＡＳＥ－５購入（1kgあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 （株）五十嵐薬品 860 860 100.00%

16 (01-029) 平成31年3月28日 物品購入
活性炭１０％入消石灰購入（1kgあたり単価契
約）

阿賀町文化福祉会館 （株）三京 80 83 96.39%

17 (01-030) 平成31年3月28日 物品購入 飛灰安定化処理剤購入（1kgあたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 近藤産業（株）新潟営業所 430 450 95.56%
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18 (01-031) 平成31年3月28日 物品購入 スケール分散剤購入（1箱あたり単価契約） 阿賀町文化福祉会館 近藤産業（株）新潟営業所 22,900 23,400 97.86%

19 (01-089) 平成31年4月25日 工事 町道新谷古岐線古岐橋護岸工事 阿賀町役場上川支所 (株)三川土建 8,930,000 9,210,000 96.96%

20 (01-083) 平成31年4月25日 工事 五十島集落集会施設整備工事 阿賀町役場上川支所 (株)新栄建設 29,000,000 29,950,000 96.83%

21 (01-076) 平成31年4月25日 委託 水道施設固定資産台帳作成業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)日本海設計事務所 17,500,000 18,170,000 96.31%

22 (01-077) 平成31年4月25日 委託 阿賀町水道事業統合認可申請書作成業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)日本海設計事務所 12,546,000 14,760,000 85.00%

23 (01-082) 平成31年4月25日 物品購入 阿賀町指定ごみ袋購入 阿賀町役場上川支所 (株)ハマキン 1,299,000 1,672,500 77.67%

24 (01-107) 令和元年5月23日 工事 新谷古岐簡易水道施設整備工事 阿賀町役場上川支所 (株)松田設備工業東蒲営業所 20,400,000 21,150,000 96.45%

25 (01-097) 令和元年5月23日 委託 令和元年度　地籍調査業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)上智新潟支店 15,500,000 16,300,000 95.09%

26 (01-105) 令和元年5月23日 物品購入 除雪ホイールローダ３トン級　購入 阿賀町役場上川支所 日本キャタピラー(同)新潟営業所 3,260,000 4,950,000 65.86%

27 (01-115) 令和元年5月30日 物品購入
建設機械（小型除雪車　１．５ｍ級）購入（津川地
区配備）

阿賀町役場本庁 (株)日の出自動車 24,700,000 26,858,000 91.97%

28 (01-144) 令和元年6月6日 工事 阿賀野川河川公園整備工事 阿賀町役場本庁 西興産(株) 48,700,000 50,230,000 96.95%

29 (01-129) 令和元年6月6日 工事 町道田沢上村屋敷添２号線改良２期工事 阿賀町役場本庁 (有)神田重機工事 12,750,000 13,240,000 96.30%

30 (01-154) 令和元年6月20日 工事 町道鹿瀬堤防線改良工事 阿賀町役場上川支所 (有)斉明エンジニアリング 15,240,000 15,700,000 97.07%

31 (01-140) 令和元年6月20日 工事 汚泥再生センター下水道接続工事 阿賀町役場上川支所 西興産(株) 17,000,000 19,610,000 86.69%

32 (01-121) 令和元年6月20日 委託
阿賀町汚泥再生センター基幹改良工事施工監
理業務委託

阿賀町役場上川支所
(株)環境デザイン設計事務所新潟
支店

850,000 863,000 98.49%

33 (01-119) 令和元年6月20日 委託 災害廃棄物処理基本計画策定業務委託 阿賀町役場上川支所
(株)環境デザイン設計事務所新潟
支店

880,000 905,000 97.24%

34 (01-126) 令和元年6月20日 物品借上
地域包括支援センター印刷機リース
（長期継続契約60ヶ月）

阿賀町役場上川支所 (有)小林商会 (月額) 29,500 (月額) 29,800 98.99%

35 (01-135) 令和元年6月20日 委託 鹿瀬地区水源井戸清掃業務委託 阿賀町役場上川支所 新津さく泉(株) 2,300,000 2,540,000 90.55%

36 (01-146) 令和元年6月20日 委託 三川地区水源井戸洗浄業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)松田設備工業東蒲営業所 2,400,000 2,510,000 95.62%
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37 (01-134) 令和元年6月20日 委託 鹿瀬地区簡易水道配水池等清掃業務委託 阿賀町役場上川支所 (有)エコテック 2,880,000 3,180,000 90.57%

38 (01-050) 令和元年6月20日 委託 上川地区配水池等清掃業務委託 阿賀町役場上川支所 チトセ産業(株) 1,300,000 1,365,000 95.24%

39 (01-145) 令和元年6月20日 委託 三川地区水道配水池等清掃業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)松田設備工業東蒲営業所 1,400,000 1,460,000 95.89%

40 (01-161) 令和元年6月27日 工事 林道深戸花立線開設工事 阿賀町役場上川支所 (有)斉明エンジニアリング 17,800,000 18,670,000 95.34%

41 (01-175) 令和元年6月27日 工事 林道行地五十沢線開設工事 阿賀町役場上川支所 (有)阿賀グリーン 31,000,000 32,270,000 96.06%

42 (01-164) 令和元年6月27日 工事 林道前ノ沢線改良工事 阿賀町役場上川支所 東新建設(株) 5,500,000 5,790,000 94.99%

43 (01-165) 令和元年6月27日 工事 林道長走線改良工事 阿賀町役場上川支所 (有)大清建設 5,600,000 5,890,000 95.08%

44 (01-162) 令和元年6月27日 工事 林道谷地滝首線（１工区）舗装工事 阿賀町役場上川支所 (株)巴山組 10,600,000 11,170,000 94.90%

45 (01-163) 令和元年6月27日 工事 林道谷地滝首線（２工区）舗装工事 阿賀町役場上川支所 磐越産業(株) 19,900,000 20,790,000 95.72%

46 (01-155) 令和元年6月27日 委託
都市再生整備計画事業（津川・鹿瀬地区）事後
評価調査業務委託

阿賀町役場上川支所 (株)オリス 2,670,000 3,060,000 87.25%

47 (01-177) 令和元年6月27日 委託
第２期阿賀町子ども・子育て支援事業計画策定
業務委託

阿賀町役場上川支所 日経マシナリー(株) 2,365,000 2,778,300 85.12%

48 (01-178) 令和元年7月4日 工事 町道井ノ上線　道路改良第４次工事 阿賀町役場上川支所 (株)新栄建設 13,000,000 13,500,000 96.30%

49 (01-179) 令和元年7月4日 工事 町道峠中３号線　道路改良工事 阿賀町役場上川支所 (株)新栄建設 1,330,000 1,400,000 95.00%

50 (01-169) 令和元年7月4日 工事 吉津簡易水道第３次工事 阿賀町役場上川支所 安田設備工業(株)東蒲営業所 27,100,000 28,230,000 96.00%

51 (01-168) 令和元年7月4日 工事 綱木簡易水道施設　配水管第２次工事 阿賀町役場上川支所 (有)エコテック 12,400,000 13,010,000 95.31%

52 (01-176) 令和元年7月4日 工事 夏渡戸小規模水道施設　水源井戸掘削工事 阿賀町役場上川支所 新津さく泉(株) 8,900,000 9,440,000 94.28%

53 (01-166) 令和元年7月4日 委託 綱木簡易水道施設　水管橋設計業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)日本海設計事務所 8,500,000 9,000,000 94.44%

54 (01-217) 令和元年7月18日 工事 町道平堀下広沢線道路改良工事 阿賀町役場上川支所 西興産(株) 19,800,000 20,600,000 96.12%

55 (01-240) 令和元年7月18日 工事 鹿瀬処理区マンホールポンプ更新工事 阿賀町役場上川支所 安田設備工業(株)東蒲営業所 7,450,000 7,750,000 96.13%
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56 (01-239) 令和元年7月18日 工事
中央浄化センター汚泥脱水機シーケンサー更新
工事

阿賀町役場上川支所 (株)松田設備工業東蒲営業所 2,350,000 2,450,000 95.92%

57 (01-254) 令和元年8月1日 工事 綱木簡易水道施設　送・配水管第３次工事 阿賀町役場 (株)水建設備工業 17,898,000 18,770,000 95.35%

58 (01-270) 令和元年8月1日 工事 吉津簡易水道第５次工事 阿賀町役場 (株)松田設備工業東蒲営業所 10,600,000 11,000,000 96.36%

59 (01-264) 令和元年8月1日 委託 九島用水路測量設計業務委託 阿賀町役場 (株)北辰計画 1,343,000 1,560,000 86.09%

60 (01-265) 令和元年8月1日 委託 水沢用水路測量設計業務委託 阿賀町役場 (株)北辰計画 1,836,000 2,160,000 85.00%

61 (01-266) 令和元年8月1日 委託 三階原用水路測量設計業務委託 阿賀町役場 (株)北辰計画 1,267,000 1,490,000 85.03%

62 (01-271) 令和元年8月1日 委託 総合行政ネットワーク機器整備業務委託 阿賀町役場 (株)ＮＳ・コンピュータサービス 2,568,300 3,436,640 74.73%

63 (01-267) 令和元年8月1日 物品購入 阿賀町文化福祉会館管理備品購入 阿賀町役場 (株)八重電業社津川営業所 785,000 1,340,000 58.58%

64 (01-284) 令和元年8月8日 工事 町道天満線消雪パイプ井戸掘削工事 阿賀町役場 新津さく泉(株) 9,400,000 9,890,000 95.05%

65 (01-285) 令和元年8月8日 工事 鹿瀬学校給食センター給湯ボイラー入替工事 阿賀町役場 安田設備工業(株)東蒲営業所 2,100,000 2,195,000 95.67%

66 (01-298) 令和元年8月30日 工事 １号炉後燃焼水冷ジャケット更新工事 阿賀町役場 施設工業(株) 8,700,000 8,800,000 98.86%

67 (01-301) 令和元年8月30日 委託 林道橋梁点検診断調査業務委託 阿賀町役場
(株)ナルサワコンサルタント新潟支
店

12,062,000 14,180,000 85.06%

68 (01-291) 令和元年8月30日 委託
町有林戸沢川団地整備委託（合板・製材・集成
材国際競争力強化対策事業）

― 中止（8/29） ― ― ―

69 (01-294) 令和元年8月30日 物品購入 オゾン水生成器購入 阿賀町役場 (有)小林商会 832,000 832,000 100.00%

70 (01-303) 令和元年9月5日 工事 町道清川高原１号線消雪パイプ打換工事 阿賀町役場上川支所 津川建設(株) 11,800,000 12,410,000 95.08%

71 (01-310) 令和元年9月5日 工事 町道小花地本線消雪パイプ井戸掘削工事 阿賀町役場上川支所 (株)興和 11,100,000 11,720,000 94.71%

72 (01-311) 令和元年9月5日 工事 町道吉津御宮線消雪パイプ井戸掘削工事 阿賀町役場上川支所 (株)松田設備工業東蒲営業所 10,080,000 10,550,000 95.55%

73 (01-312) 令和元年9月5日 工事 町道新谷古岐線消雪パイプ井戸掘削工事 阿賀町役場上川支所 (株)村尾技建 10,400,000 10,990,000 94.63%

74 (01-314) 令和元年9月5日 工事 八田蟹用水路改良第５次工事 阿賀町役場上川支所 (株)マルワイ 21,400,000 22,490,000 95.15%
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75 (01-315) 令和元年9月5日 工事 五十島用水路改良第２次工事 阿賀町役場上川支所 (株)新栄建設 19,400,000 20,050,000 96.76%

76 (01-308) 令和元年9月5日 工事 当麻貯水池用・排ゲート改修工事 阿賀町役場上川支所 (有)大清建設 1,700,000 1,910,000 89.01%

77 (01-309) 令和元年9月5日 工事 中ノ沢渓谷森林公園トイレ整備工事 阿賀町役場上川支所 (株)新栄建設 5,450,000 5,500,000 99.09%

78 (01-304) 令和元年9月19日 工事 汚泥再生センター各槽防食塗装工事 阿賀町役場 (株)富田建設 11,900,000 12,120,000 98.18%

79 (01-328) 令和元年9月19日 委託 スキー場水源及び沈殿槽清掃業務委託 阿賀町役場 (株)松田設備工業東蒲営業所 570,000 600,000 95.00%

80 (01-322) 令和元年9月19日 物品購入 事務用備品（イス・机等）購入 阿賀町役場 (有)小林商会 1,630,000 2,525,767 64.53%

81 (01-317) 令和元年9月19日 物品購入 訓練用安全マット、張力計購入 阿賀町役場 (株)米峰 780,000 810,000 96.30%

82 (01-338) 令和元年10月3日 工事
津川水質浄化センター無停電電源装置等更新
工事

阿賀町役場 (株)菱電社 15,200,000 15,700,000 96.82%

83 (01-341) 令和元年10月3日 工事 内川浄化センター計測設備等更新工事 阿賀町役場 (株)菱電社 18,900,000 19,880,000 95.07%

84 (01-342) 令和元年10月3日 工事 内川浄化センター空調設備工事 阿賀町役場 (株)松田設備工業東蒲営業所 2,678,000 3,150,000 85.02%

85 (01-334) 令和元年10月3日 物品借上
三川・温泉スキー場除雪機械借上（スノーロー
ダ８ｔ級）

阿賀町役場 　不調 ― ― ―

86 (01-361) 令和元年10月16日 工事 林道綱木新谷線１号箇所災害復旧工事 阿賀町役場 (株)三川土建 1,250,000 1,250,000 100.00%

87 (01-360) 令和元年10月16日 工事 三階原用水路改良工事 阿賀町役場 磐越産業(株) 6,500,000 6,730,000 96.58%

88 (01-358) 令和元年10月16日 工事 汚泥再生センター　プラント機器整備工事 阿賀町役場 施設工業(株) 6,780,000 7,234,000 93.72%

89 (01-355) 令和元年10月16日 委託 道路台帳整備業務委託 阿賀町役場 (株)北辰計画 1,012,000 1,190,000 85.04%

90 (01-368) 令和元年10月24日 工事 倉ノ平農地災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 (株)富田建設 1,320,000 1,340,000 98.51%

91 (01-356) 令和元年10月24日 工事 新潟県情報通信ネットワーク設備移設工事 阿賀町役場上川支所 ＮＥＣネッツエスアイ(株)新潟支店 6,250,000 6,300,000 99.21%

92 (01-370) 令和元年10月24日 委託 津川地区消雪パイプ点検調整業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)日さく新潟支店 2,083,000 2,450,000 85.02%

93 (01-371) 令和元年10月24日 委託 鹿瀬地区消雪パイプ点検調整業務委託 阿賀町役場上川支所 (有)斉明エンジニアリング 620,000 640,000 96.88%
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94 (01-365) 令和元年10月24日 委託
上川地区簡易水道施設　水道台帳作成（七名そ
の４）業務委託

阿賀町役場上川支所 (株)ティアス 493,000 580,000 85.00%

95 (01-363) 令和元年10月31日 工事 九島用水路整備第３次工事 阿賀町役場 磐越産業(株) 8,950,000 9,300,000 96.24%

96 (01-379) 令和元年10月31日 工事 町道新谷古岐線 古岐橋下部工事その２ 阿賀町役場 (株)三川土建 26,100,000 27,030,000 96.56%

97 (01-372) 令和元年10月31日 工事 津川水質浄化センター 汚泥掻寄機等更新工事 阿賀町役場 ＪＦＥエンジニアリング(株)新潟支店 8,100,000 8,630,000 93.86%

98 (01-378) 令和元年10月31日 委託 三川地区消雪パイプ点検調整業務委託 阿賀町役場 (株)松田設備工業東蒲営業所 5,600,000 5,830,000 96.05%

99 (01-377) 令和元年10月31日 委託
三川地区簡易水道施設　水道台帳作成（下条そ
の４）業務委託

阿賀町役場 (株)オリス 1,564,000 1,840,000 85.00%

100 (01-383) 令和元年11月14日 工事 水沢用水路改良工事 阿賀町役場 (有)大清建設 10,700,000 11,280,000 94.86%

101 (01-385) 令和元年11月14日 委託 清川高原井　消雪パイプ井戸洗浄業務委託 阿賀町役場 (株)興和 1,470,000 1,540,000 95.45%

102 (01-381) 令和元年11月14日 物品購入 ＬＧＷＡＮ系端末機器購入 阿賀町役場 (株)電算 4,424,500 6,304,000 70.19%

103 (01-359) 令和元年11月14日 委託 ＬＧＷＡＮ系システム環境整備業務委託 阿賀町役場 (株)ＮＳ・コンピュータサービス 3,480,000 3,883,400 89.61%

104 (01-391) 令和元年11月21日 委託 自動車騒音常時監視（面的評価）業務委託 阿賀町役場
一般財団法人　新潟県環境分析セ
ンター

850,000 880,000 96.59%

105 (01-396) 令和元年11月28日 工事 かのせ温泉機械室　送湯配管修繕工事 阿賀町役場 田部鉄工エンジニアリング(株) 2,060,000 2,150,000 95.81%

106 (01-392) 令和元年11月28日 委託
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等業務委
託

阿賀町役場 日経マシナリー(株) 1,690,000 1,700,000 99.41%

107 (01-431) 令和2年1月14日 委託 吉津処理区　上下水道管移設設計業務委託 阿賀町役場 (株)信越測量設計 4,560,000 4,970,000 91.75%

108 (01-428) 令和2年1月14日 物品借上
地籍調査支援システムリース
（長期継続契約60ヶ月）

阿賀町役場
ＮＥＣキャピタルソリューション(株)
新潟支店

(月額) 94,000 (月額) 95,000 98.95%

109 (01-440) 令和2年1月23日 工事 町道森ノ下角神線災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 (有)斉明エンジニアリング 1,030,000 1,200,000 85.83%

110 (01-429) 令和2年1月23日 工事 ２号炉耐火物補修工事 阿賀町役場上川支所 施設工業(株) 3,900,000 3,940,000 98.98%

111 (01-464) 令和2年2月13日 工事 下日出谷農地災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 (有)大清建設 3,510,000 3,680,000 95.38%

112 (01-465) 令和2年2月13日 工事 下日出谷排水路災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 (有)大清建設 1,680,000 1,880,000 89.36%
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113 (01-466) 令和2年2月13日 工事 中貝・小岩井農地災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 (有)大清建設 3,700,000 3,880,000 95.36%

114 (01-468) 令和2年2月13日 工事 中貝排水路災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 (有)大清建設 920,000 1,040,000 88.46%

115 (01-469) 令和2年2月13日 工事 西ノ前農地災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 (有)斉明エンジニアリング 1,700,000 1,750,000 97.14%

116 (01-461) 令和2年2月13日 工事 角神不動滝遊歩道災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 東新建設(株) 5,000,000 5,100,000 98.04%

117 (01-470) 令和2年2月20日 委託 原遺跡出土石器トレース・写真撮影業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）吉田建設 850,000 900,000 94.44%

118 (01-473) 令和2年2月20日 物品購入 プリンタ機器購入 阿賀町役場上川支所 （株）電算 1,090,000 1,476,000 73.85%

119 (01-500) 令和2年3月12日 工事 町道新谷古岐線古岐橋下部工事その３ 阿賀町役場 （株）三川土建 19,500,000 20,110,000 96.97%
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