
※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2年度（2020）

連番
管理
ｺｰﾄﾞ

1 (02-051) 令和2年3月25日 委託
津川小学校・阿賀津川中学校スクールバス（西
方面）運行業務委託

阿賀町役場 日本総合サービス（株）新潟支店 3,723,600 4,800,000 77.58%

2 (02-052) 令和2年3月25日 委託 三川地域福祉バス運行業務委託 阿賀町役場 阿賀町タクシー組合 2,592,000 3,130,000 82.81%

3 (02-074) 令和2年3月27日 委託 津川地区水道施設維持管理業務委託 阿賀町文化福祉会館 （株）水建設備工業 5,610,000 5,730,000 97.91%

4 (02-075) 令和2年3月27日 委託 鹿瀬地区水道施設維持管理業務委託 阿賀町文化福祉会館 安田設備工業（株）東蒲営業所 7,800,000 7,940,000 98.24%

5 (02-077) 令和2年3月27日 委託 上川地区水道施設維持管理業務委託 阿賀町文化福祉会館 安田設備工業（株）東蒲営業所 4,596,000 4,679,000 98.23%

6 (02-076) 令和2年3月27日 委託 三川地区水道施設維持管理業務委託 阿賀町文化福祉会館 （株）松田設備工業東蒲営業所 6,336,000 6,360,000 99.62%

7 (02-073) 令和2年3月27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

22,300,000 25,170,000 88.60%

8 (02-066) 令和2年3月27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 5,950,000 90.92%

9 (02-006) 令和2年3月27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

2,250,000 2,350,000 95.74%

10 (02-008) 令和2年3月27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

4,280,000 4,490,000 95.32%

11 (02-021) 令和2年3月27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 580,000 620,000 93.55%

12 (02-054) 令和2年3月27日 委託 阿賀町斎場ダイオキシン類測定業務委託 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

650,000 680,000 95.59%

13 (02-007) 令和2年3月27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%

14 (02-010) 令和2年3月27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 81 85 95.29%

15 (02-011) 令和2年3月27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%

16 (02-012) 令和2年3月27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 750 750 100.00%

17 (02-013) 令和2年3月27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 102 113 90.27%
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18 (02-014) 令和2年3月27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 67 94.03%

19 (02-015) 令和2年3月27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 597 650 91.85%

20 (02-016) 令和2年3月27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 67 95.52%

21 (02-017) 令和2年3月27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 68 95.59%

22 (02-018) 令和2年3月27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 860 900 95.56%

23 (02-095) 令和2年4月23日 工事 阿賀野川河川公園整備工事 阿賀町役場 西興産（株） 35,700,000 37,500,000 95.20%

24 (02-090) 令和2年4月23日 工事 旧鳥井小学校教員住宅解体工事 阿賀町役場 (有)神田重機工事 2,400,000 2,500,000 96.00%

25 (02-089) 令和2年4月23日 委託 アセットマネジメント作成業務委託 阿賀町役場 （株）日本海設計事務所 2,800,000 3,150,000 88.89%

26 (02-081) 令和2年4月23日 委託 町有林戸沢川団地整備委託 阿賀町役場 （株）マルワイ 7,500,000 7,880,000 95.18%

27 (02-088) 令和2年4月23日 物品購入 総務課公用車購入 阿賀町役場 (有)津川自動車整備工場 1,092,000 1,118,000 97.67%

28 (02-009) 令和2年4月23日 物品購入 令和２年度　阿賀町指定ごみ袋購入 阿賀町役場 （株）ハマキン 2,561,000 4,543,000 56.37%

29 (02-124) 令和2年5月13日 工事 九島栗園管理棟施設修繕工事 阿賀町役場上川支所 磐越産業（株） 2,500,000 2,590,000 96.53%

30 (02-119) 令和2年5月13日 委託 町道津川中学校線測量設計業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）大成測量設計事務所 2,397,000 2,820,000 85.00%

31 (02-106) 令和2年5月13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

3,560,000 3,720,000 95.70%

32 (02-110) 令和2年5月13日 委託 阿賀町学校施設長寿命化計画策定業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）パスコ新潟支店 3,200,000 3,360,000 95.24%

33 (02-112) 令和2年5月13日 物品借上
阿賀町地域おこし協力隊員　軽自動車（貨物）
リース　（※長期継続契約36ヶ月）

阿賀町役場上川支所 (有)津川自動車整備工場 (月額) 57,000 (月額) 60,000 95.00%

34 (02-144) 令和2年5月28日 工事 町道田沢上村屋敷添１・２号線改良工事 阿賀町役場上川支所 (有)神田重機工事 18,500,000 19,190,000 96.40%

35 (02-149) 令和2年5月28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 8,300,000 8,710,000 95.29%

36 (02-125) 令和2年5月28日 工事 ２号炉後燃焼水冷ジャケット更新工事 阿賀町役場上川支所 施設工業（株） 8,700,000 9,180,000 94.77%
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37 (02-140) 令和2年5月28日 工事
上川高齢者生活福祉センター　高圧受変電機器
更新工事

阿賀町役場上川支所 （株）八重電業社津川営業所 1,595,000 1,712,000 93.17%

38 (02-139) 令和2年5月28日 工事
阿賀町老人福祉センター　高圧受変電機器更新
工事

阿賀町役場上川支所 （株）八重電業社津川営業所 2,150,000 2,220,000 96.85%

39 (02-131) 令和2年5月28日 工事 三川支所　高圧受電機器更新工事 阿賀町役場上川支所 （株）八重電業社津川営業所 2,870,000 2,960,000 96.96%

40 (02-151) 令和2年5月28日 委託 林道御神楽線測量設計業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）北辰計画 2,134,000 2,510,000 85.02%

41 (02-143) 令和2年5月28日 委託
阿賀町障害者計画・第６期障害福祉計画・第２
期障害児福祉計画策定業務委託

阿賀町役場上川支所 日経マシナリー（株） 2,087,000 2,450,000 85.18%

42 (02-133) 令和2年5月28日 委託
阿賀町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事
業策定支援業務委託

阿賀町役場上川支所 日経マシナリー（株） 1,635,000 1,920,000 85.16%

43 (02-127) 令和2年5月28日 物品購入 こども・健康推進課　公用車購入 阿賀町役場上川支所 (有)神保自動車サービス 926,000 976,000 94.88%

44 (02-142) 令和2年5月28日 物品購入 生活交通車両購入 阿賀町役場上川支所 (有)西興業自動車整備工場 3,659,000 3,992,000 91.66%

45 (02-126) 令和2年5月28日 物品購入
ロータリ除雪車（２．６ｍ、２２０ｋW級（津川地区
配備））購入

阿賀町役場上川支所 （株）日の出自動車 40,400,000 44,080,000 91.65%

46 (02-165) 令和2年6月11日 工事 上下水道管移設補償（その３）工事 阿賀町役場上川支所 （株）新越工業東蒲営業所 6,750,000 6,770,000 99.70%

47 (02-181) 令和2年6月11日 委託 当麻用水路測量設計業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）新栄技術 1,547,000 1,820,000 85.00%

48 (02-177) 令和2年6月11日 物品購入 阿賀町スクールバス車両（中型バス）購入 阿賀町役場上川支所 (有)西興業自動車整備工場 20,980,000 21,948,000 95.59%

49 (02-178) 令和2年6月11日 物品購入 阿賀町スクールバス車両（ワゴン車）購入 阿賀町役場上川支所 (有)津川自動車整備工場 3,655,000 3,948,000 92.58%

50 (02-189) 令和2年6月11日 委託 令和２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 11,200,000 11,600,000 96.55%

51 (02-205) 令和2年6月25日 工事 林道谷地滝首線舗装工事 阿賀町役場上川支所 （株）巴山組 8,480,000 8,930,000 94.96%

52 (02-170) 令和2年6月25日 工事 夏渡戸水道施設　水源取水設備工事 阿賀町役場上川支所 新津さく泉（株） 3,450,000 3,650,000 94.52%

53 (02-199) 令和2年6月25日 工事 わかば保育園屋根修繕工事 阿賀町役場上川支所 （株）新栄建設 3,750,000 3,940,000 95.18%

54 (02-167) 令和2年6月25日 委託 町道水窪中通線測量業務委託 阿賀町役場上川支所 (有)あが測量設計事務所 2,644,000 3,110,000 85.02%

55 (02-172) 令和2年6月25日 委託 鹿瀬地区　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 3,600,000 3,960,000 90.91%
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56 (02-173) 令和2年6月25日 委託 鹿瀬地区　水道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） 2,580,000 2,720,000 94.85%

57 (02-180) 令和2年6月25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） 2,370,000 2,490,000 95.18%

58 (02-193) 令和2年6月25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 1,450,000 1,520,000 95.39%

59 (02-194) 令和2年6月25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 2,530,000 2,680,000 94.40%

60 (02-247) 令和2年7月2日 工事 町道小花地線消雪パイプ散水管布設工事 阿賀町役場上川支所 （株）新栄建設 28,650,000 29,630,000 96.69%

61 (02-246) 令和2年7月2日 工事 町道滝ノ沢線消雪パイプ散水管布設工事 阿賀町役場上川支所 （株）三川土建 18,100,000 18,680,000 96.90%

62 (02-248) 令和2年7月2日 工事 町道新谷古岐線消雪パイプ布設工事 阿賀町役場上川支所 （株）三川土建 6,500,000 6,590,000 98.63%

63 (02-236) 令和2年7月2日 工事 津川Ｂ＆Ｇ海洋センター受変電設備更新工事 阿賀町役場上川支所 （株）八重電業社津川営業所 4,275,000 4,520,000 94.58%

64 (02-251) 令和2年7月9日 工事 旧五十島集会所解体工事 阿賀町役場上川支所 （株）新栄建設 2,200,000 2,290,000 96.07%

65 (02-263) 令和2年7月9日 委託 広域農道橋耐震二次診断業務委託 阿賀町役場上川支所
（株）ナルサワコンサルタント新潟支
店

20,340,000 23,900,000 85.10%

66 (02-254) 令和2年7月9日 委託
ほ場整備事業（鹿瀬地区）構想計画策定業務委
託

阿賀町役場上川支所 （株）新栄技術 1,970,000 2,310,000 85.28%

67 (02-255) 令和2年7月9日 委託
ほ場整備事業（両郷地区）構想計画策定業務委
託

阿賀町役場上川支所 （株）新栄技術 1,710,000 2,000,000 85.50%

68 (02-283) 令和2年7月9日 物品購入 消防吏員用活動服等購入 阿賀町役場上川支所 船山（株）新潟支店 1,250,000 1,263,200 98.96%

69 (02-257) 令和2年7月9日 物品借上
阿賀町立小中学校　校務用パソコン機器等リー
ス（長期継続契約60ヶ月）

阿賀町役場上川支所 富士通リース（株）新潟営業所 (月額) 283,200 (月額) 296,400 95.55%

70 (02-289) 令和2年7月16日 委託 阿賀町国土強靭化地域計画策定業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）オリス 3,844,000 4,520,000 85.04%

71 (02-324) 令和2年7月30日 工事 町道新谷古岐線古岐橋上部工事 阿賀町役場上川支所 （株）水倉組阿賀営業所 79,800,000 83,860,000 95.16%

72 (02-315) 令和2年7月30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 （有）渡部土木 8,400,000 8,740,000 96.11%

73 (02-321) 令和2年7月30日 工事 町道あが野団地４号線カラー路側帯設置工事 阿賀町役場上川支所 新交ロード（株） 3,650,000 3,940,000 92.64%

74 (02-311) 令和2年7月30日 工事
阿賀町汚泥再生センター基幹改良（機械設備）
工事

阿賀町役場上川支所 （不調） ― ― ―
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75 (02-323) 令和2年7月30日 物品購入 阿賀町立小・中学校コンピュータ端末等購入 阿賀町役場上川支所 （株）ＮＳ・コンピュータサービス 26,000,000 26,093,000 99.64%

76 (02-337) 令和2年8月7日 工事 町道下町平堀線　消雪パイプ打換工事 阿賀町役場上川支所 （有）神田重機工事 11,450,000 11,860,000 96.54%

77 (02-336) 令和2年8月7日 工事 町道天満線　消雪パイプ打換工事 阿賀町役場上川支所 西興産（株） 19,100,000 20,060,000 95.21%

78 (02-331) 令和2年8月7日 工事 綱木水道施設　配水管第４次工事 阿賀町役場上川支所 （株）水建設備工業 21,990,000 22,640,000 97.13%

79 (02-330) 令和2年8月7日 工事 屋外タンク設置工事 阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 1,700,000 1,727,000 98.44%

80 (02-335) 令和2年8月7日 工事 町道清川高原１号線　消雪パイプ井戸掘削工事 阿賀町役場上川支所 （株）興和 9,500,000 10,110,000 93.97%

81 (02-334) 令和2年8月7日 委託 道路台帳整備業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）オリス 10,056,000 11,830,000 85.00%

82 (02-332) 令和2年8月7日 物品借上 軽自動車（貨物トラック）リース 阿賀町役場上川支所 （有）神保自動車サービス (月額) 52,000 (月額) 52,300 99.43%

83 (02-274) 令和2年8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 13,800,000 14,440,000 95.57%

84 (02-346) 令和2年8月27日 工事 三川温泉スキー場排水管改修工事 阿賀町役場上川支所 （株）新栄建設 6,400,000 6,700,000 95.52%

85 (02-343) 令和2年8月27日 工事 きりん荘防水改修工事 阿賀町役場上川支所 田部鉄工エンジニアリング（株） 8,140,000 9,000,000 90.44%

86 (02-353) 令和2年8月27日 工事
阿賀町斎場「高圧気中開閉器揚替工事」及び
「自家発電装置蓄電池交換工事」

阿賀町役場上川支所 松原電気（株） 1,700,000 1,716,400 99.04%

87 (02-355) 令和2年8月27日 工事 津川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 8,700,000 9,040,000 96.24%

88 (02-350) 令和2年8月27日 工事 ため池監視装置設置工事 阿賀町役場上川支所 （株）菱電社 8,200,000 8,260,000 99.27%

89 (02-339) 令和2年8月27日 委託
三川地区簡易水道施設　水道台帳作成（中ノ
沢）業務委託

阿賀町役場上川支所 （株）ティアス 570,000 670,000 85.07%

90 (02-342) 令和2年8月27日 物品借上 鹿瀬支所　広幅複合機リース 阿賀町役場上川支所 （有）小林商会 (月額) 14,800 (月額) 18,600 79.57%

91 (02-348) 令和2年9月3日 工事 林道御神楽線舗装工事 阿賀町役場上川支所 （株）巴山組 8,600,000 9,100,000 94.51%

92 (02-361) 令和2年9月3日 工事 ブロアポンプ修繕工事 阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 1,250,000 1,340,000 93.28%

93 (02-372) 令和2年9月15日 工事 吉津水道第７次工事 阿賀町役場上川支所 （株）松田設備工業東蒲営業所 13,550,000 14,010,000 96.72%
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94 (02-373) 令和2年9月15日 工事 吉津水道第８次工事 阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 12,800,000 13,230,000 96.75%

95 (02-367) 令和2年9月15日 工事 あが野団地調整池浚渫工事 阿賀町役場上川支所 （有）共栄建設 12,200,000 12,970,000 94.06%

96 (02-363) 令和2年9月15日 工事 当麻用水路改良工事 阿賀町役場上川支所 （有）大清建設 6,400,000 6,720,000 95.24%

97 (02-364) 令和2年9月15日 工事 室谷用水路改良工事 阿賀町役場上川支所 （株）斉藤工務店 1,320,000 1,370,000 96.35%

98 (02-365) 令和2年9月15日 工事 野中ザクラ周囲柵設置工事 阿賀町役場上川支所 磐越産業（株） 2,600,000 2,700,000 96.30%

99 (02-412) 令和2年9月30日 工事 町道平堀下広沢線道路改良工事（その２） 阿賀町役場上川支所 西興産（株） 19,500,000 20,500,000 95.12%

100 (02-393) 令和2年9月30日 工事 戸屋沢樋管改修工事 阿賀町役場上川支所 磐越産業（株） 8,400,000 8,750,000 96.00%

101 (02-396) 令和2年9月30日 工事 角神湖畔青少年旅行村　バンガロー修繕工事 阿賀町役場上川支所 田部鉄工エンジニアリング（株） 6,060,000 6,700,000 90.45%

102 (02-382) 令和2年9月30日 工事
阿賀町汚泥再生センター基幹改良（防食塗装）
工事

阿賀町役場上川支所 （株）富田建設 24,500,000 25,110,000 97.57%

103 (02-413) 令和2年9月30日 工事 綱木水道施設　配水管第５次工事 阿賀町役場上川支所 (有)エコテック 13,100,000 13,640,000 96.04%

104 (02-416) 令和2年9月30日 工事 中央浄化センター　計測設備更新工事 阿賀町役場上川支所 (株)菱電社 20,990,000 22,160,000 94.72%

105 (02-385) 令和2年9月30日 工事 林道橋梁点検診断調査業務委託 阿賀町役場上川支所 (株)トップライズ 7,778,000 9,140,000 85.10%

106 (02-409) 令和2年9月30日 委託
阿賀町大規模盛土造成地　第二次スクリーニン
グ計画作成業務委託

阿賀町役場上川支所 (株)村尾技建 3,451,000 4,060,000 85.00%

107 (02-379) 令和2年9月30日 委託 自動車騒音常時監視（面的評価）業務委託 阿賀町役場上川支所
一般財団法人　新潟県環境分析セ
ンター

800,000 880,000 90.91%

108 (02-399) 令和2年9月30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）

阿賀町役場上川支所 日本キャタピラー（同）新潟営業所 1,328,500 1,328,500 100.00%

109 (02-427) 令和2年10月9日 委託 深戸－深戸井　消雪パイプ井戸洗浄業務委託 阿賀町役場上川支所 新津さく泉（株） 1,500,000 1,630,000 92.02%

110 (02-418) 令和2年10月9日 物品購入 消防団員用　雨衣購入 阿賀町役場上川支所 （有）小林商会 2,778,000 5,450,000 50.97%

111 (02-420) 令和2年10月9日 物品購入 消防団員用　装備品購入 阿賀町役場上川支所 （有）小林商会 4,440,000 4,455,000 99.66%

112 (02-419) 令和2年10月9日 物品購入 消防団員用　長靴購入 阿賀町役場上川支所 （有）小林商会 980,000 982,000 99.80%
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113 (02-439) 令和2年10月15日 工事 三川もち加工施設改修工事 阿賀町役場上川支所 （株）新栄建設 2,400,000 2,540,000 94.49%

114 (02-448) 令和2年10月15日 工事 教育文化センター　シロアリ駆除委託 阿賀町役場上川支所 （株）五十嵐薬品 1,110,000 1,300,000 85.38%

115 (02-437) 令和2年10月15日 工事
やまぶきの里　衛生設備改修工事（手洗い自動
水栓）

阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 1,950,000 2,025,000 96.30%

116 (02-402) 令和2年10月15日 工事 きりん荘　衛生設備改修工事（手洗い自動水栓） 阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 4,100,000 4,240,000 96.70%

117 (02-438) 令和2年10月15日 工事
さわやかホーム角神　衛生設備改修工事（手洗
い自動水栓）

阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 1,650,000 1,720,000 95.93%

118 (02-432) 令和2年10月15日 工事
上川診療所　衛生設備改修工事（手洗い自動水
栓）

阿賀町役場上川支所 （株）水建設備工業 1,350,000 1,410,000 95.74%

119 (02-447) 令和2年10月15日 工事 阿賀の里　衛生設備改修工事（トイレ改修外） 阿賀町役場上川支所 （株）松田設備工業東蒲営業所 2,480,000 2,580,000 96.12%

120 (02-500) 令和2年10月29日 工事 平堀道路　災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （有）渡部土木 1,160,000 1,210,000 95.87%

121 (02-501) 令和2年10月29日 工事 平堀用水路　災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （有）渡部土木 950,000 990,000 95.96%

122 (02-502) 令和2年10月29日 工事 平堀農地　災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （有）渡部土木 2,220,000 2,290,000 96.94%

123 (02-505) 令和2年10月29日 工事 麦生野農地・排水路　災害復旧工事（その１） 阿賀町役場上川支所 （有）斉明エンジニアリング 2,400,000 2,530,000 94.86%

124 (02-506) 令和2年10月29日 工事 麦生野農地・排水路　災害復旧工事（その２） 阿賀町役場上川支所 （有）斉明エンジニアリング 1,630,000 1,730,000 94.22%

125 (02-504) 令和2年10月29日 工事 町道滝ノ沢線　消雪パイプ第２次工事 阿賀町役場上川支所 （株）三川土建 1,700,000 1,760,000 96.59%

126 (02-507) 令和2年10月29日 工事 粟瀬第２揚水機場　災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 昱工業（株） 2,200,000 2,230,000 98.65%

127 (02-475) 令和2年10月29日 工事
津川小学校　衛生設備改修工事（手洗い自動水
栓等）

阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 2,250,000 2,310,000 97.40%

128 (02-480) 令和2年10月29日 工事
阿賀津川中学校　衛生設備改修工事（手洗い自
動水栓等）

阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 2,650,000 2,720,000 97.43%

129 (02-491) 令和2年10月29日 工事
三川小・中学校　衛生設備改修工事（手洗い自
動水栓等）

阿賀町役場上川支所 （株）松田設備工業東蒲営業所 1,800,000 1,890,000 95.24%

130 (02-492) 令和2年10月29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 2,074,000 2,440,000 85.00%

131 (02-508) 令和2年10月29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 750,000 790,000 94.94%
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132 (02-503) 令和2年10月29日 委託 三川地区　消雪パイプ点検調整業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）松田設備工業東蒲営業所 5,200,000 5,460,000 95.24%

133 (02-454) 令和2年10月29日 物品購入 救助用ボート購入 阿賀町役場上川支所 船山（株）新潟支店 750,000 758,000 98.94%

134 (02-490) 令和2年10月29日 物品購入 県立津川艇庫　トレーニング機器購入 阿賀町役場上川支所 （有）小林商会 4,445,000 4,520,000 98.34%

135 (02-524) 令和2年11月12日 工事
上川物産直売所　衛生設備改修工事（トイレ改
修）

阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 1,830,000 1,910,000 95.81%

136 (02-517) 令和2年11月12日 工事 津川小学校　校内ネットワーク電気設備工事 阿賀町役場上川支所 松原電気（株） 12,990,000 13,510,000 96.15%

137 (02-518) 令和2年11月12日 工事 上川小学校　校内ネットワーク電気設備工事 阿賀町役場上川支所 （株）八重電業社津川営業所 11,600,000 12,190,000 95.16%

138 (02-519) 令和2年11月12日 工事
阿賀津川中学校　校内ネットワーク電気設備工
事

阿賀町役場上川支所 （株）八重電業社津川営業所 13,200,000 13,710,000 96.28%

139 (02-520) 令和2年11月12日 工事 三川小・中学校　校内ネットワーク電気設備工事 阿賀町役場上川支所 （株）八重電業社津川営業所 18,600,000 19,240,000 96.67%

140 (02-538) 令和2年11月25日 工事 町道黒谷線道路改良工事 阿賀町役場上川支所 東新建設（株） 8,900,000 9,320,000 95.49%

141 (02-548) 令和2年11月25日 工事 細越集落内水路自然災害防止対策工事 阿賀町役場上川支所 （有）阿賀グリーン 10,480,000 10,910,000 96.06%

142 (02-549) 令和2年11月25日 工事 石戸集落内河川自然災害防止対策工事 阿賀町役場上川支所 （株）新栄建設 10,550,000 11,040,000 95.56%

143 (02-546) 令和2年11月25日 工事 津川水質浄化センター計測設備等更新工事 阿賀町役場上川支所 （株）菱電社 15,330,000 16,280,000 94.16%

144 (02-547) 令和2年11月25日 工事 津川水質浄化センター用水設備更新工事 阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 10,150,000 10,530,000 96.39%

145 (02-554) 令和2年11月25日 工事
阿賀町クリーンセンターＮＯ．１ダストコンベア更
新工事

阿賀町役場上川支所 施設工業（株） 3,430,000 3,510,000 97.72%

146 (02-555) 令和2年11月25日 工事 阿賀町クリーンセンター煙突補修工事 阿賀町役場上川支所 施設工業（株） 5,400,000 5,550,000 97.30%

147 (02-539) 令和2年11月25日 物品購入 消防用ホース購入 阿賀町役場上川支所 ドライケミカル新潟販売（株） 2,010,000 2,700,000 74.44%

148 (02-568) 令和2年12月10日 工事 町道室谷線　道路災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （株）巴山組 109,800,000 115,630,000 94.96%

149 (02-567) 令和2年12月10日 工事 町道赤崎線　道路災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （有）斉明エンジニアリング 4,590,000 4,840,000 94.83%

150 (02-565) 令和2年12月10日 工事 きりん荘　Ｗｉ-Ｆｉ環境整備工事 阿賀町役場上川支所 プライムテック（株） 2,530,000 2,780,000 91.01%
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151 (02-572) 令和2年12月10日 工事
阿賀町汚泥再生センター基幹改良（機械設備）
工事

阿賀町役場上川支所 （中止） ― ― ―

152 (02-571) 令和2年12月10日 委託
吉津水道施設　配水管布設替詳細設計業務委
託

阿賀町役場上川支所 （無効） ― ― ―

153 (02-169) 令和2年12月10日 委託
東下条処理区　集落排水施設移設設計業務委
託

阿賀町役場上川支所 （株）信越測量設計 930,000 1,000,000 93.00%

154 (02-584) 令和2年12月14日 工事
清川高原保養センター２号館　リノベーション工
事

阿賀町役場 （株）新栄建設 29,700,000 29,940,000 99.20%

155 (02-578) 令和2年12月24日 工事 林道角神五十沢線１号箇所災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 津川建設（株） 14,350,000 14,960,000 95.92%

156 (02-579) 令和2年12月24日 工事 林道角神五十沢線２号箇所災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 津川建設（株） 2,800,000 2,950,000 94.92%

157 (02-581) 令和2年12月24日 工事 林道深戸花立線１号箇所災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （有）斉明エンジニアリング 4,870,000 5,120,000 95.12%

158 (02-582) 令和2年12月24日 工事 林道深戸花立線２号箇所災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （有）斉明エンジニアリング 2,900,000 3,070,000 94.46%

159 (02-577) 令和2年12月24日 工事 林道大倉峠線１号箇所災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 津川建設（株） 5,300,000 5,480,000 96.72%

160 (02-580) 令和2年12月24日 工事 林道五十沢線１号箇所災害復旧工事 阿賀町役場上川支所 （株）三川土建 1,700,000 1,740,000 97.70%

161 (02-445) 令和2年12月24日 物品借上 町営診療所みかわ　事務用電話機リース 阿賀町役場上川支所 （中止） ― ― ―

162 (02-595) 令和3年1月15日 工事 阿賀町汚泥再生センタープラント機器整備工事 阿賀町役場 環境技研（株） 8,680,000 8,860,000 97.97%

163 (02-596) 令和3年1月15日 工事
阿賀町汚泥再生センター基幹改良（機械設備）
工事

阿賀町役場 施設工業（株） 203,400,000 211,410,000 96.21%

164 (02-608) 令和3年1月28日 工事 １・２号炉耐火物補修工事 阿賀町役場 施設工業（株） 7,500,000 7,600,000 98.68%

165 (02-614) 令和3年2月10日 委託 原遺跡発掘調査報告書（図版）編集業務委託 阿賀町役場 （株）吉田建設 2,240,000 2,360,000 94.92%

166 (02-626) 令和3年2月19日 工事 上下水道管移設工事 阿賀町役場上川支所 （株）松田設備工業東蒲営業所 15,200,000 15,880,000 95.72%

167 (02-627) 令和3年2月19日 工事 町道釣浜本線消雪井戸ポンプ更新工事 阿賀町役場上川支所 （株）松田設備工業東蒲営業所 3,400,000 3,630,000 93.66%

168 (02-625) 令和3年2月19日 工事 七福荘　厨房設備整備工事 阿賀町役場上川支所 安田設備工業（株）東蒲営業所 3,150,000 3,225,000 97.67%

169 (02-623) 令和3年2月19日 委託
吉津水道施設　配水管布設替詳細設計業務委
託

阿賀町役場上川支所 （株）日建技術 2,916,000 3,430,000 85.01%
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170 (02-634) 令和3年2月26日 工事 小手茂川緊急災害防止工事 阿賀町役場上川支所 東新建設（株） 6,750,000 7,110,000 94.94%

171 (02-633) 令和3年2月26日 工事 町道だんの山線道路改良工事 阿賀町役場上川支所 （有）神田重機工事 1,420,000 1,470,000 96.60%

172 (02-635) 令和3年2月26日 委託 町道黒谷線改良工事修正設計業務委託 阿賀町役場上川支所 （株）開発技術コンサルタント 3,664,000 4,310,000 85.01%
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