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相馬農業高校 16-79800-0002
相馬農業高校宿泊実習棟大
規模改造（建築）外工事

建築工事 条件付一般競争入札 H29.4.28 89,652,960 81,216,000 90.58 庄司建設工業（株） 2
詳細
情報

相馬農業高校 16-79800-0003
相馬農業高校宿泊実習棟大
規模改造（電気）外工事

電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.4.28 11,109,960 10,054,800 90.50 東新電気工業（株） 5
詳細
情報

相馬農業高校 16-79800-0004
相馬農業高校宿泊実習棟大
規模改造（機械）外工事

冷暖房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.4.28 14,063,760 13,824,000 98.29
恒栄総合設備工業

（株）
2

詳細
情報

ふたば未来学園
中学校・高等学校

16-70011-0038
ふたば未来学園中学校・高

等学校擁壁築造工事
一般土木工事 総合評価方式 H29.5.31 420,589,800 389,880,000 92.26 西本建設株式会社 2

詳細
情報

ふたば未来学園
中学校・高等学校

17-70011-0001
ふたば未来学園中学校・高
等学校外構等実施設計委託

土木設計 指名競争入札 H29.5.31 39,499,920 38,340,000 97.06 （株）大和田測量設計 11
詳細
情報

若松商業高校
17-79430-
0001

若松商業高校
暖房設備改修工事設計委託

業務委託 指名競争入札 H29.6.6 2,506,680 2,462,400 98.23 株式会社アーク 6
詳細
情報

川口高校
17-79530-
0001

川口高校体育館
照明改修工事

電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.6.13 7,355,880 6,755,400 91.83 黒沢電設工業（株） 3
詳細
情報

岩瀬農業高校 17-79280-0001
岩瀬農業高校防火シャッ
ター修繕工事設計委託

建築設計 指名競争入札 H29.6.20 1,142,640 1,015,200 88.84 （株）清水公夫研究所 9
詳細
情報

福島東高校 17-79080-0001
福島東高校第二体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.6.26 9,763,200 8,845,200 90.59 広山電設工業（株） 13

詳細
情報

保原高校 17-79120-0001
保原高校体育館（小）

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.6.27 10,163,880 9,342,000 91.91 （株）中央電業社 8

詳細
情報

福島北高校 17-79070-0001
福島北高校美術室
蒸気管改修工事

暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.6.28 3,472,200 3,348,000 96.42 （株）光和設備工業所 1
詳細
情報

会津工業高校 17-79440-0001
会津工業高校南体育館・
南２棟外壁他改修工事

建築工事 条件付一般競争入札 H29.6.28 49,291,200 44,420,400 90.11 （有）マルイ塗装 8
詳細
情報

磐城農業高校 17-79670-0001
磐城農業高校体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.6.29 10,842,120 10,065,600 92.83 佐川電設工業（株） 5

詳細
情報

修明高校 17-79345-0001
修明高校本校第一体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.6.30 8,481,240 7,992,000 94.23 藤田建設工業（株） 8

詳細
情報

石川高校 17-79360-0001
石川高校体育館
照明改修工事

電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.6.30 14,814,360 13,392,000 90.39 佐藤電気工事（株） 12
詳細
情報

安達東高校 17-79150-0001
安達東高等学校

除去土壌等搬出業務委託
一般土木 一般競争入札 H29.6.30 121,393,080 60,480,000 49.82 (株）福田建設 5

詳細
情報

西会津高校 17-79510-0001
西会津高校体育館
照明改修工事

電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.3 10,431,720 9,493,200 91.00 （株）髙電 9
詳細
情報

福島県教育委員会公共工事等契約結果情報（平成２９年度契約分）
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光南高校 17-79290-0001
光南高校

煙突石綿除去・改修工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.7.3 40,498,920 36,903,600 91.12 笠原工業（株） 3

詳細
情報

須賀川桐陽高校 17-79250-0002
須賀川桐陽高校第一体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.5 9,373,320 8,640,000 92.17 岡部電設（株） 13

詳細
情報

福島西高校 17-79060-0001
福島西高校外壁劣化調査

業務委託
調査 指名競争入札 H29.7.5 1,441,800 1,350,000 93.63

（株）ＡＣＥエンジニ
アリング

9
詳細
情報

南会津高校 17-79570-0001
南会津高校

煙突改修工事（建築）
建築工事 条件付一般競争入札 H29.7.5 31,429,080 28,695,600 91.30 笠原工業（株） 3

詳細
情報

小名浜高校 17-79650-0001
小名浜高校外壁劣化部
補修実施設計業務委託

建築設計 指名競争入札 H29.7.7 1,458,000 1,447,200 99.25 （有）嵐設計事務所 9
詳細
情報

猪苗代高校 17-79490-0001
猪苗代高校屋上防水及び
外壁補修工事（２期）

建築工事 条件付一般競争入札 H29.7.7 24,238,440 21,859,200 90.18 （株）福田建設 11
詳細
情報

光南高校 17-79290-0002
光南高校第二体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.10 6,285,600 5,724,000 91.06 （株）浅川電設 7

詳細
情報

相馬農業高校 17-79800-0001
相馬農業高校本校

西体育館照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.11 7,780,320 7,009,200 90.08

東新電気工業
株式会社

6
詳細
情報

白河実業高校 17-79320-0001
白河実業高校第一体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.12 11,753,640 10,767,600 91.61 中野電工（株） 9

詳細
情報

須賀川高校 17-79240-0001
須賀川高校第二体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.13 6,654,960 6,048,000 90.87 中野電工（株） 10

詳細
情報

福島県立図書館 17-70820-0001
福島県立図書館

陸屋根改修工事設計委託
建築設計 指名競争入札 H29.7.14 1,040,040 907,200 87.22 （株）設計室ＮＯＡＨ 9

詳細
情報

勿来高校 17-79680-0001
勿来高校第一体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.18 5,533,920 5,464,800 98.75 植田電機（株） 4

詳細
情報

郡山商業高校 17-79200-0001
郡山商業高校

地下オイルタンク
更新等工事

冷暖房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.20 10,818,360 10,119,600 93.54 （株）大越工業所 6
詳細
情報

郡山高校 17-79220-0001
郡山高校第一体育館

照明改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.21 11,518,200 10,400,400 90.29 郡山電工株式会社 16

詳細
情報

勿来高校 17-79680-0002
勿来高校

フェンス改修工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.7.24 2,909,520 2,808,000 96.51 クレハ錦建設（株） 1

詳細
情報

福島工業高校 17-79050-0001
福島工業高校

外壁劣化調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.7.26 7,016,760 6,264,000 89.27 （株）三本杉ジオテック 12

詳細
情報

ふたば未来学園
中学校・高等学校

17-70011-0006
ふたば未来学園

体育施設棟（建築）工事
建築工事業 条件付一般競争入札 H29.10.4 1,942,316,280 1,938,600,000 99.81

横山・隂山・清水特定建設
工事共同事業体 1

詳細
情報
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ふたば未来学園
中学校・高等学校

17-70011-0007
ふたば未来学園

体育施設棟（電気）工事
電気工事業 条件付一般競争入札 H29.7.26 101,597,760 90,720,000 89.29 高柳電設工業（株） 13

詳細
情報

ふたば未来学園
中学校・高等学校

17-70011-0008
ふたば未来学園

体育施設棟（機械）工事
管工事業 条件付一般競争入札 H29.7.26 106,313,040 95,904,000 90.20 （株）山元工業所 3

詳細
情報

湯本高校 17-79640-0002
湯本高校

特別教室棟屋上防水改修工
事

建築工事 条件付一般競争入札 H29.7.28 10,980,360 9,957,600 90.68
株式会社郡山塗装

いわき支店 3
詳細
情報

郡山高校 17-79220-0002
郡山高校

受水槽・高置水槽修繕工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.7.31 2,646,000 2,538,000 95.91 株式会社石田工業所 1

詳細
情報

須賀川桐陽高校 17-79250-0003
須賀川桐陽高校

外壁劣化調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.8.1 3,249,720 2,827,440 87.00 山北調査設計（株） 9

詳細
情報

梁川高校
17-79110-
0001

梁川高校外壁劣化調査
業務委託

調査 指名競争入札 H29.8.1 4,404,240 3,830,760 86.97 （株）三本杉ジオテック 9
詳細
情報

たむら支援学校 17-79965-0001
たむら支援学校

体育館改修工事（建築）
建築工事 条件付一般競争入札 H29.8.4 72,428,040 64,287,000 88.75 石橋建設工業（株） 6

詳細
情報

安積高校 17-79170-0002
安積高校

プールろ過装置交換工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.8.9 17,270,280 15,660,000 90.67 福島ファイブ工業（株） 9

詳細
情報

郡山商業高校 17-79200-0002
郡山商業高校

外壁診断調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.8.10 3,616,920 3,434,400 94.95

（株）ユーアール補償技術
研究所 9

詳細
情報

いわき海星高校 17-79660-0001
いわき海星高校
災害復旧工事

一般土木工事 条件付一般競争入札 H29.8.22 178,100,640 177,120,000 99.44 （株）三崎組 1
詳細
情報

西郷支援学校 17-79950-0001
西郷支援学校プレールーム

暖房設備設置工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.8.23 3,281,040 3,240,000 98.74 芳賀設備工業（株） 1

詳細
情報

郡山高校 17-79220-0003
郡山高校第二体育館
外壁診断調査業務

調査 指名競争入札 H29.8.24 1,541,160 1,490,400 96.70 新協地水（株） 9
詳細
情報

大笹生支援学校 17-79920-0001
大笹生支援学校北校舎
大規模改造工事設計委託

建築設計 指名競争入札 H29.8.28 14,033,520 13,608,000 96.96 （有）桂建築設計事務所 9
詳細
情報

喜多方東高校 17-79460-0001
喜多方東高校

屋外汚水管改修工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.9.5 2,771,280 2,754,000 99.37 （株）アク-ズ会津 1

詳細
情報

安達高校 17-79130-0001
安達高校

外壁劣化調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.6 1,810,080 1,749,600 96.65

（株）ユーアール
補償技術研究所
福島営業所

9
詳細
情報

清陵情報高校 17-79260-0001
清陵情報高校

外壁劣化調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.7 8,165,880 7,776,000 95.22 山北調査設計（株） 9

詳細
情報

小野高校 17-79390-0002
小野高校

外壁劣化調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.7 2,328,480 2,052,000 88.12 （株）アーバン設計 9

詳細
情報
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福島北高校 17-79070-0002
福島北高校

外壁劣化調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.12 6,733,800 6,480,000 96.23

（株）ユーアール
補償技術研究所
福島営業所

9
詳細
情報

施設財産室 17-70011-0016
ふたば未来学園

普通教室棟外（建築）工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.10.4 1,721,765,160 1,717,200,000 99.73

横山・亀谷特定建設工事
共同企業体 1

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0017
ふたば未来学園

普通教室棟外（電気）工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.9.14 176,010,840 154,548,000 87.80 高柳電設工業（株） 10

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0018
ふたば未来学園

普通教室棟外（機械）工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.9.14 324,344,520 298,080,000 91.90 伊藤冷機工業（株） 8

詳細
情報

福島高校 17-79010-0001
福島高校

プール改修工事設計委託
建築設計 指名競争入札 H29.9.19 2,139,480 1,900,000 88.80

（株）平木建築設計
事務所 9

詳細
情報

平工業高校 17-79610-0001
平工業高校テニスコート

フェンス改修工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.9.20 3,635,280 3,564,000 98.03 堀江工業（株） 1

詳細
情報

白河旭高校 17-79310-0002
白河旭高校

外壁診断調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.21 2,188,080 1,944,000 88.84 株式会社アーバン設計 9

詳細
情報

須賀川高校 17-79240-0002
須賀川高校

外壁診断調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.21 1,427,760 1,231,200 86.23 東北ビルハード（株） 10

詳細
情報

川俣高校 17-79100-0003
川俣高校

除去土壌等搬出業務委託
一般競争入札 H29.9.21 71,524,080 31,644,000 44.24 壁巣建設（株） 10

詳細
情報

福島北高校 17-79070-0003
福島北高校

プール改修（建築）工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.9.22 26,078,760 23,652,000 90.69 山田建築株式会社 6

詳細
情報

福島北高校 17-79070-0004
福島北高校

プール改修（機械）工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.9.22 14,532,480 13,176,000 90.66

株式会社光和設備
工業所 3

詳細
情報

白河実業高校 17-79320-0002
白河実業高校

大規模改造工事設計委託
建築設計 指名競争入札 H29.9.22 25,909,200 25,380,000 97.95

（株）鈴木伸幸建築
設計事務所 10

詳細
情報

福島県教育センター 17-70810-0001
教育センター

耐震改修工事設計委託
建築設計 指名競争入札 H29.9.22 17,201,160 17,064,000 99.20 （有）小坂建築設計工房 9

詳細
情報

安積高校 17-79170-0003
安積高校ボイラー室煙突
石綿断熱材撤去工事

建築工事 条件付一般競争入札 H29.9.25 7,419,600 7,344,000 98.98 村越建設（株） 1
詳細
情報

安達高校 17-79130-0002
安達高校

プール改修工事設計委託
建築設計 指名競争入札 H29.9.25 1,357,560 1,350,000 99.44 （株）内田建築設計事務所 9

詳細
情報
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光南高校 17-79290-0003
光南高校

外壁診断調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.25 1,587,600 1,512,000 95.23

（株）福島地下開発
白河営業所 9

詳細
情報

磐城桜が丘高校 17-79600-0001
磐城桜が丘高校

外壁劣化調査業務委託
調査 指名競争入札 H29.9.27 2,063,880 1,890,000 91.57 日栄地質測量設計（株） 9

詳細
情報

いわき翠の杜高校 17-79890-0001
いわき翠の杜高校

グラウンドネットフェンス
修繕工事

建築工事 条件付一般競争入札 H29.9.28 2,924,640 2,916,000 99.70 常磐開発（株） 1
詳細
情報

相馬高校 17-79770-0002
相馬高校

昇降機改修工事
機械設備工事

随意
契約

H29.9.28 9,509,400 9,346,320 98.28
（株）日立ビルシステム

東北支社 1
詳細
情報

修明高校 17-79345-0005
修明高校

プール濾過装置更新工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.9.29 15,561,720 14,580,000 93.69 （株）石田工業所 4

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0002
ふたば未来学園特別教室

棟外（建築）工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.10.4 2,053,022,760 2,019,600,000 98.37

田中・堀江特定建設工事
共同企業体 1

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0003
ふたば未来学園特別教室

棟外（電気）工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.8.28 423,244,440 367,200,000 86.75 高柳電設工業（株） 10

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0004
ふたば未来学園特別教室
棟外（給排水衛生）工事

暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.8.28 124,762,680 115,344,000 92.45 伊藤冷機工業（株） 10
詳細
情報

施設財産室 17-70011-0005
ふたば未来学園特別教室

棟外（空調）工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.8.28 373,217,760 353,160,000 94.62 北関東空調工業（株） 5

詳細
情報

保原高校 17-79120-0002
保原高校

プール改修（建築）工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.10.6 25,141,320 22,658,400 90.12 （株）郡山塗装 2

詳細
情報

保原高校 17-79120-0003
保原高校

プール改修（機械）工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.10.6 13,980,600 13,608,000 97.33 （株）光和設備工業所 3

詳細
情報

塙工業高校 17-79330-0001
塙工業高校

バスケットゴール改修工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.10.10 12,108,960 11,145,600 92.04 深谷建設（株） 2

詳細
情報

長沼高校
長沼高校

除去土壌等搬出業務委託
一般土木 一般競争入札 H29.10.11 43,965,720 18,252,000 41.51 （株）福田建設 13

詳細
情報

須賀川支援学校 17-79940-0001
須賀川支援学校

エレベーター改修工事
昇降機
改修工事

条件付一般競争入札 H29.10.20 23,310,720 21,816,000 93.58
三菱電機ビルテクノ

サービス（株）東北支社 1
詳細
情報
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本宮高校 17-79160-0001
本宮高校

除去土壌等搬出業務委託
一般土木 一般競争入札 H29.10.23 58,176,360 20,520,000 35.27 国分木材工業（株） 10

詳細
情報

清陵情報高校 17-79260-0002
清陵情報高校

大規模改造工事設計委託
建築設計 指名競争入札 H29.10.30 13,763,520 11,286,000 81.99 （株）共立建築設計事務所 11

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0023
ふたば未来学園
工事監理業務委託

建築工事 条件付一般競争入札 H29.10.31 82,347,840 82,339,200 99.98 辺見・阿部設計共同体 1
詳細
情報

塙工業高校 17-79330-0002
塙工業高校

トイレ改修工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.11.1 9,905,760 9,180,000 92.67 本多設備工業（株） 2

詳細
情報

郡山商業高校 17-79200-0004
郡山商業高校

除去土壌等搬出業務委託
一般競争入札 H29.11.6 54,851,040 19,764,000 36.03 （株）タイセークリーン 11

詳細
情報

清陵情報高校 17-79260-0003
清陵情報高校

プール用ろ過装置改修工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.11.9 16,092,000 14,850,000 92.28 大塚設備（株） 11

詳細
情報

安達高校
安達高校

除去土壌等搬出業務委託
一般土木 一般競争入札 H29.11.9 61,659,360 23,544,000 38.18 （有）丸中建設 8

詳細
情報

四倉高校 17-79720-0001
四倉高校

プール改修工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.11.13 38,107,800 37,800,000 99.19 堀江工業（株） 3

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0019
ふたば未来学園

寄宿舎（建築・外構）工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.12.19 1,095,201,000 1,090,800,000 99.60

田中・常磐特定建設工事
共同企業体 1

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0020
ふたば未来学園

寄宿舎（電気）工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.11.21 206,702,280 174,401,640 84.37 三浦電気工事（株） 11

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0021
ふたば未来学園

寄宿舎（機械）工事
暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.11.21 357,765,120 314,820,000 88.00 （株）エヌエヌ工業 6

詳細
情報

須賀川高等学校 17-79240-0003
須賀川高校プール改修

（建築）工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.11.22 48,750,120 44,172,000 90.61 (株)横山建設 9

詳細
情報

須賀川高等学校 17-79240-0004
須賀川高校プール改修
（機械設備）工事

暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.11.22 17,375,040 16,038,000 92.30 (株)石田工業所 6
詳細
情報
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福島県立図書館 17-70820-0002 図書館陸屋根改修工事 建築工事 条件付一般競争入札 H29.11.22 39,385,440 35,834,400 90.98 （株）太陽興産 4
詳細
情報

須賀川支援学校 17-79940-0002
須賀川支援学校

大規模改造工事設計委託
建築設計 指名競争入札 H29.11.29 6,519,960 5,832,000 89.45 (株)清水公夫研究所 9

詳細
情報

白河実業高校 17-79320-0004
白河実業高校

第一体育館床改修工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.11.29 6,823,440 6,285,600 92.11 （株）郡山塗装　白河支店 3

詳細
情報

光南高校 17-79290-0005
光南高校

防球ネット張替工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.12.4 9,504,000 9,396,000 98.86 髙田工業（株） 1

詳細
情報

福島商業高校 17-79030-0004
福島商業高校南校舎
屋上防水改修工事

建築工事 条件付一般競争入札 H29.12.14 17,695,800 16,308,000 92.15 （株）太陽興産 4
詳細
情報

郡山商業高校 17-79200-0005
郡山商業高校

外壁劣化部修繕工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.12.19 12,848,760 11,988,000 93.30 （株）オオバ工務店 6

詳細
情報

相馬農業高校 17-79800-0004
相馬農業高校

電話設備改修工事
通信設備工事 条件付一般競争入札 H29.12.20 3,626,640 3,423,600 94.40 東新電気工業株式会社 4

詳細
情報

教育センター 17-70810-0002
教育センター

電話交換設備修繕工事
通信設備工事 条件付一般競争入札 H29.12.20 5,906,520 5,441,040 92.11 （株）電工社 7

詳細
情報

須賀川桐陽高校 17-79250-0005
須賀川桐陽高校Ｒ階

高架タンク鉄骨架台工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.12.22 4,651,560 4,428,000 95.19 島和建設（株） 5

詳細
情報

福島工業高校 17-79050-0002
福島工業高校

溶接実習室電源改修工事
電気設備工事 条件付一般競争入札 H29.12.25 3,864,240 3,564,000 92.23 六洋電気（株） 3

詳細
情報

岩瀬農業高校 17-79280-0002
岩瀬農業高校

防火シャッター修繕工事
建築工事 条件付一般競争入札 H29.12.25 18,001,440 16,524,000 91.79 松本建設工業（株） 3

詳細
情報

たむら支援学校 17-79965-0005
たむら支援学校
暖房機改修工事

暖冷房衛生設備工事 条件付一般競争入札 H29.12.26 5,324,400 4,949,640 92.96 （株）太陽興産 6
詳細
情報

施設財産室 17-70011-0024
県立博物館

屋根等改修工事
建築工事 条件付一般競争入札 H30.3.20 896,606,280 804,600,000 89.74

会津土建・秋山ユアビス特定
建設工事共同企業体 4

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0025
聴覚支援学校福島校

改築（建築・外構）工事
建築工事 条件付一般競争入札 H30.3.20 859,349,520 842,400,000 98.03

大丸・松崎特定建設工事共同
企業体 1

詳細
情報

施設財産室 17-70011-0026
聴覚支援学校福島校
改築（電気）工事

電気設備工事 条件付一般競争入札 H30.2.7 239,190,840 212,760,000 88.94 広栄電設（株） 9
詳細
情報
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施設財産室 17-70011-0027
聴覚支援学校福島校
改築（機械）工事

給排水衛生工事 条件付一般競争入札 H30.2.7 166,924,800 153,360,000 91.87 （株）光和設備工業所 3
詳細
情報

施設財産室 17-70011-0038
聴覚支援学校寄宿舎

改築工事基本・実施設計委
託

建築設計 条件付一般競争入札 H30.2.9 33,108,480 26,546,400 80.18 （株）山口建築設計事務所 12
詳細
情報

施設財産室 17-70011-0039 旧喜多方商業高校解体工事 建築工事 条件付一般競争入札 H30.3.13 417,193,200 367,200,000 88.02 樫内建設工業株式会社 13
詳細
情報

教育センター 17-70810-0003
教育センター理科棟
中庭駐車場造成工事

建築工事 条件付一般競争入札 H30.2.13 2,937,600 2,786,400 94.85 （株）宍戸工務店 3
詳細
情報
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