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大樹町役場４階委員会室平成26年4月21日入札日時場所

番号

10:00

入札結果一覧

３回目

２回目

佐藤建設

2,550,000１回目 2,530,000 2,500,000 2,540,000 2,540,000 2,550,000

指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設

1,120,000

2,786,400予定価格 契約金額 2,700,000

契約金額 1,209,600

有限会社木戸建設

4

入札名 大樹中学校テニスコート整備工事 入札書比較価格 1,150,000 落札価格

工事場所 広尾郡大樹町鏡町１番地１ 予定価格 1,242,000

工事概要 テニスコート舗装工1,720㎡、テニスコートライン工2面、スポーツサンド補充14ｍ3 期間 平成26年4月23日 平成26年6月30日 落札業者名

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設

１回目 1,132,000 1,140,000 1,129,000 1,120,000

２回目

３回目

5

入札名 大樹中学校普通教室黒板取替工事 入札書比較価格 2,580,000 落札価格

期間 平成26年4月23日 平成26年6月30日 落札業者名

2,500,000

工事場所

有限会社間組

広尾郡大樹町鏡町1番地１

工事概要 ＵＤスライダー曲面黒板6枚

6

入札名 大樹中学校消火ポンプ交換工事 入札書比較価格 1,620,000 落札価格

工事概要 消火ポンプ一式 期間 平成26年4月23日

1,350,000

工事場所 広尾郡大樹町鏡町１番地１ 予定価格 1,749,600 契約金額 1,458,000

平成26年7月15日 落札業者名 田中工業有限会社

指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

１回目 1,380,000 1,520,000 1,350,000 1,570,000 1,540,000

２回目

３回目

7

入札名 旧大樹２８号線表示登記測量業務 入札書比較価格 1,160,000 落札価格

工事概要 測量一式・申請書作成 期間 平成26年4月23日

1,100,000

工事場所 大樹町字大樹 予定価格 1,252,800 契約金額 1,188,000

平成26年7月31日 落札業者名 有限会社福岡測量設計事務所

指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所

１回目 1,220,000 1,300,000 1,310,000
２回目 1,100,000 1,200,000 1,210,000
３回目

8

入札名 麻友２丁目線　調査設計業務 入札書比較価格 1,280,000 落札価格

工事概要 調査測量・実施設計Ｌ＝80ｍ 期間 平成26年4月23日

1,200,000
工事場所 大樹町麻友 予定価格 1,382,400 契約金額 1,296,000

平成26年7月31日 落札業者名 有限会社吉田設計事務所
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 1,240,000 1,220,000 1,200,000
２回目
３回目

入札結果情報
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9

入札名 幸町団地１０号線外１路線　調査設計業務 入札書比較価格 2,740,000 落札価格 2,580,000
工事場所 大樹町幸町 予定価格 2,959,200 契約金額 2,786,400
工事概要 調査測量・実施設計Ｌ＝290ｍ 期間 平成26年4月23日 平成26年7月31日 落札業者名 有限会社福岡測量設計事務所
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 2,580,000 2,630,000 2,650,000
２回目
３回目

10

入札名 新大樹川沿線外１路線　調査設計業務 入札書比較価格 2,490,000 落札価格 2,300,000
工事場所 大樹町新大樹 予定価格 2,689,200 契約金額 2,484,000
工事概要 調査測量・実施設計Ｌ＝240ｍ 期間 平成26年4月23日 平成26年7月31日 落札業者名 丸菱測量設計株式会社
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 2,320,000 2,300,000 2,350,000
２回目
３回目

11

入札名 大樹町都市計画マスタープラン改正委託業務 入札書比較価格 3,000,000 落札価格 2,820,000
工事場所 広尾郡大樹町内 予定価格 3,240,000 契約金額 3,045,600
工事概要 現況調査分析、計画書の検証・課題整理等 期間 平成26年4月23日 平成27年3月20日 落札業者名 株式会社シン技術コンサル帯広支店
指名業者 北王コンサルタント㈱ ㈱シン技術コンサル帯広支店 ㈱ズコーシャ
１回目 2,950,000 2,820,000 2,880,000
２回目

380,000
３回目

21

入札名 芽武地区第１区新植請負工事 入札書比較価格 397,000 落札価格
工事場所 広尾郡大樹町字芽武６６６－１ 予定価格 428,760 契約金額 410,400
工事概要 カラマツ2.42ｈａ、ミズナラ0.44ｈａ 期間 平成26年4月23日 平成26年6月2日 落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 380,000 400,000
２回目
３回目

22

入札名 芽武地区第２区新植請負工事 入札書比較価格 288,000 落札価格

工事概要 シラカバ1.98ｈａ 期間 平成26年4月23日

280,000
工事場所 広尾郡大樹町字芽武６５６外 予定価格 311,040 契約金額 302,400

平成26年6月2日 落札業者名 有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 310,000 280,000
２回目
３回目

23

入札名 川南第２団地１号棟新築工事（建築主体） 入札書比較価格 80,390,000 落札価格 68,800,000
工事場所 広尾郡大樹町字振別37番地10,11の内 予定価格 86,821,200 契約金額 74,304,000
工事概要 共同住宅木造平屋建554㎡ 期間 平成26年5月20日 平成26年10月20日 落札業者名 株式会社南十勝建設
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱南十勝建設
１回目 77,400,000 77,000,000 68,800,000
２回目
３回目

24

入札名 川南第２団地１号棟新築工事（電気設備） 入札書比較価格 9,980,000 落札価格 9,850,000
工事場所 広尾郡大樹町字振別37番地10,11の内 予定価格 10,778,400 契約金額 10,638,000
工事概要 電気設備工事一式 期間 平成26年5月20日 平成26年10月20日 落札業者名 有限会社神山電気商会
指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱
１回目 9,850,000 9,900,000
２回目
３回目

入札日時場所 平成26年5月16日 10:00 大樹町役場４階委員会室
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25

入札名 川南第２団地１号棟新築工事（機械設備） 入札書比較価格 13,800,000 落札価格 13,380,000
工事場所 広尾郡大樹町字振別37番地10,11の内 予定価格 14,904,000 契約金額 14,450,400
工事概要 機械設備工事一式 期間 平成26年5月20日 平成26年10月20日 落札業者名 株式会社北海道アルファ
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈱北海道アルファ
１回目 13,450,000 13,400,000 13,460,000 13,380,000
２回目

1,640,000
３回目

29

入札名 大樹町老朽消火栓更新工事　第１工区 入札書比較価格 1,690,000 落札価格
工事場所 大樹町給水区域 予定価格 1,825,200 契約金額 1,771,200
工事概要 消火栓回転打倒型　52ｋⅡ、単口ねじ式、強制排水付 期間 平成26年5月20日 平成26年7月31日 落札業者名 有限会社上野興設
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ
１回目 1,640,000 1,670,000 1,650,000 1,675,000 1,650,000
２回目
３回目

30

入札名 大樹町老朽消火栓更新工事　第２工区 入札書比較価格 1,680,000 落札価格

工事概要 消火栓回転打倒型　52ｋⅡ、単口ねじ式、強制排水付 期間 平成26年5月20日

1,570,000
工事場所 大樹町給水区域 予定価格 1,814,400 契約金額 1,695,600

平成26年7月31日 落札業者名 有限会社北海道藤棚工業
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ
１回目 1,670,000 1,630,000 1,590,000 1,570,000 1,650,000
２回目
３回目

31

入札名 検定満期メータ器更新工事　第１工区 入札書比較価格 1,460,000 落札価格 1,375,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,576,800 契約金額 1,485,000
工事概要 水道メータ器　95個 期間 平成26年5月20日 平成26年9月30日 落札業者名 有限会社北海道藤棚工業
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ
１回目 1,430,000 1,450,000 1,400,000 1,375,000 1,410,000
２回目
３回目

32

入札名 検定満期メータ器更新工事　第２工区 入札書比較価格 1,520,000 落札価格 1,470,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,641,600 契約金額 1,587,600
工事概要 水道メータ器　99個 期間 平成26年5月20日 平成26年9月30日 落札業者名 田中工業有限会社
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ
１回目 1,475,000 1,485,000 1,470,000 1,500,000 1,480,000
２回目
３回目

33

入札名 検定満期メータ器更新工事　第３工区 入札書比較価格 1,620,000 落札価格 1,575,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,749,600 契約金額 1,701,000

㈱北海道アルファ
工事概要 水道メータ器　108個 期間 平成26年5月20日 平成26年9月30日 落札業者名

1,575,000 1,610,000 1,580,000 1,580,000

有限会社恩田設備工業所
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業

２回目
３回目

１回目 1,600,000



～

～

～

～

～

～

～

34

入札名 町営住宅屋根塗替工事 入札書比較価格 3,040,000 落札価格 2,950,000
工事場所 広尾郡大樹町字石坂３７２番地１ 予定価格 3,283,200 契約金額 3,186,000
工事概要 屋根塗装工事７棟１７戸分 期間 平成26年5月29日 平成26年7月31日 落札業者名 有限会社野村建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設
１回目 2,975,000 2,960,000 2,950,000 2,990,000 2,960,000 2,955,000
２回目
３回目

35

入札名 松並東通線調査設計業務 入札書比較価格 1,790,000 落札価格 1,680,000
工事場所 大樹町西本通 予定価格 1,933,200 契約金額 1,814,400
工事概要 調査測量・実施設計L=140ｍ 期間 平成26年5月29日 平成26年9月30日 落札業者名 有限会社吉田設計事務所
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 1,700,000 1,720,000 1,680,000
２回目
３回目

36

入札名 振別２３号線調査設計業務 入札書比較価格 8,230,000 落札価格 7,700,000
工事場所 大樹町字振別 予定価格 8,888,400 契約金額 8,316,000
工事概要 調査測量・実施設計L=700ｍ 期間 平成26年5月29日 平成26年9月30日 落札業者名 丸菱測量設計株式会社
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 7,780,000 7,700,000 7,800,000
２回目
３回目

37

入札名 旭浜地区道路調査設計及び用地確定測量業務 入札書比較価格 5,830,000 落札価格 5,540,000
工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 6,296,400 契約金額 5,983,200
工事概要 調査・設計L=400ｍ、用地確定測量L=400ｍ、保安林内行為申請書作成一式 期間 平成26年5月29日 平成26年9月30日 落札業者名 有限会社福岡測量設計事務所
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 5,540,000 5,620,000 5,600,000
２回目
３回目

38

入札名 浜大樹地区道路調査設計及び用地確定測量業務 入札書比較価格 9,580,000 落札価格 9,200,000
工事場所 大樹町字浜大樹 予定価格 10,346,400 契約金額 9,936,000
工事概要 調査・設計L=900ｍ、用地確定測量L=600ｍ、保安林内行為申請書作成一式 期間 平成26年5月29日 平成26年9月30日 落札業者名 有限会社福岡測量設計事務所
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 9,200,000 9,280,000 9,320,000
２回目
３回目

39

入札名 旧尾田中学校用途変更改修実施設計委託業務 入札書比較価格 6,470,000 落札価格 6,140,000
工事場所 広尾郡大樹町字尾田798-1の内 予定価格 6,987,600 契約金額 6,631,200
工事概要 尾田中学校校舎改築工事（建築主体・電気設備・機械設備）、尾田中学校体育館改築工事設計図一式 期間 平成26年5月29日 平成26年11月20日 落札業者名 株式会社谷津設計
指名業者 ㈱谷津設計 ㈱岡田設計 ㈱創造設計舎 まちの建築家あくてぃぶネット協同組合

１回目 6,140,000 6,210,000 6,200,000 6,250,000
２回目
３回目

40

入札名 町立国保病院電話設備等一式 入札書比較価格 4,104,000 落札価格 3,888,000
工事場所 大樹町立国民健康保険病院 予定価格 4,104,000 契約金額 3,888,000
工事概要 電話交換機本体、増設キャビネット他 期間 明治33年1月0日 平成26年9月30日 落札業者名 東洋通工株式会社
指名業者 ㈱キロコ電気 東洋通工㈱ ㈱ヤマト商会
１回目 3,974,400 3,888,000 4,039,200
２回目
３回目

入札日時場所 平成26年5月27日 10:00 大樹町役場４階委員会室
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3,440,000
工事場所

入札日時場所 平成26年6月10日 9:00 大樹町役場２階中会議室

52

入札名 双葉通線歩道修繕工事 入札書比較価格 3,540,000 落札価格
大樹町双葉町 予定価格 3,823,200 契約金額 3,715,200

工事概要 歩道修繕Ｌ＝156ｍ 期間 平成26年6月12日 平成26年9月30日 落札業者名 有限会社木戸建設
指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設
１回目 3,460,000 3,480,000 3,510,000 3,440,000
２回目
３回目

53

入札名 萠和上当線横断管修繕工事 入札書比較価格 1,660,000 落札価格

工事概要 横断管渠工φ600　Ｌ＝19.0ｍ 期間 平成26年6月12日

1,600,000
工事場所 大樹町字萠和 予定価格 1,792,800 契約金額 1,728,000

平成26年8月29日 落札業者名 株式会社マルマツ建設
指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設
１回目 1,635,000 1,600,000 1,635,000 1,640,000
２回目
３回目

54

入札名 中島川沿線流末排水路修繕工事 入札書比較価格 2,990,000 落札価格 2,920,000
工事場所 大樹町字中島 予定価格 3,229,200 契約金額 3,153,600
工事概要 排水路Ｌ＝194.28ｍ 期間 平成26年6月12日 平成26年8月29日 落札業者名 株式会社松本工業
指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設
１回目 2,920,000 2,930,000 2,955,000 2,940,000
２回目
３回目

55

入札名 町営住宅屋根張替工事 入札書比較価格 4,580,000 落札価格 4,555,000
工事場所 広尾郡大樹町字石坂380番地 予定価格 4,946,400 契約金額 4,919,400
工事概要 石坂公住5号棟、6号棟、9号棟、10号棟改修 期間 平成26年6月12日 平成26年8月29日 落札業者名 及川建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設
１回目 4,560,000 4,565,000 4,565,000 4,576,000 4,555,000 4,560,000
２回目
３回目

56

入札名 大樹中学校木工・金工室床改修工事 入札書比較価格 2,600,000 落札価格 2,540,000
工事場所 広尾郡大樹町鏡町１番地１ 予定価格 2,808,000 契約金額 2,743,200
工事概要 床改修工事一式 期間 平成26年6月12日 平成26年8月29日 落札業者名 佐藤建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設
１回目 2,570,000 2,570,000 2,560,000 2,575,000 2,575,000 2,540,000
２回目
３回目

57

入札名 鏡町幹線配水管路布設工事 入札書比較価格 6,020,000 落札価格 5,850,000
工事場所 大樹町鏡町 予定価格 6,501,600 契約金額 6,318,000
工事概要 配水管ＶＷＰ75　160.66ｍ、ＤＫＰ75　12.81ｍ、給水工2箇所 期間 平成26年6月12日 平成26年8月29日 落札業者名 田中工業有限会社
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈱北海道アルファ
１回目 5,855,000 5,900,000 5,850,000 5,950,000
２回目
３回目

58

入札名 日方地区外３箇所植林保育下刈請負工事 入札書比較価格 2,635,000 落札価格 2,500,000
工事場所 広尾郡大樹町字日方7-1ほか 予定価格 2,845,800 契約金額 2,700,000
工事概要 植林保育下刈49.02ｈａ 期間 平成26年6月12日 平成26年8月8日 落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 2,500,000 2,550,000
２回目
３回目
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59

入札名 拓進地区外３箇所植林保育下刈請負工事 入札書比較価格 2,137,000 落札価格 2,100,000
工事場所 広尾郡大樹町字拓進196-1ほか 予定価格 2,307,960 契約金額 2,268,000
工事概要 植林保育下刈39.35ｈａ 期間 平成26年6月12日 平成26年8月8日 落札業者名 有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 2,200,000 2,100,000
２回目
３回目

60

入札名 湧洞地区外２箇所除間伐請負工事 入札書比較価格 4,706,000 落札価格 4,550,000
工事場所 中川郡豊頃町字湧洞1148ほか 予定価格 5,082,480 契約金額 4,914,000
工事概要 伐倒他23.45ｈａ、林外搬出堆積22.96ｈａ 期間 平成26年6月12日 平成26年10月31日 落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 4,550,000 4,640,000
２回目
３回目

61

入札名 振別地区外３箇所除間伐請負工事 入札書比較価格 4,758,000 落札価格 4,500,000
工事場所 広尾郡大樹町字振別299-22 予定価格 5,138,640 契約金額 4,860,000
工事概要 伐倒他24.49ｈａ、林外搬出堆積24.49ｈａ 期間 平成26年6月12日 平成26年10月31日 落札業者名 有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 4,600,000 4,500,000
２回目
３回目

62

入札名 橋梁補修実施設計業務 入札書比較価格 10,100,000 落札価格 6,800,000
工事場所 大樹町 予定価格 10,908,000 契約金額 7,344,000
工事概要 大進橋、生花１６号橋の伸縮装置取り替え設計、支承取り替え設計、下部工補修設計 期間 平成26年6月12日 平成26年9月30日 落札業者名
指名業者 平田技術コンサルタント㈱ ㈱土木技術コンサルタント 北王コンサルタント㈱ ㈱ズコーシャ

北王コンサルタント株式会社

6,800,000１回目 8,600,000 8,100,000

３回目
２回目

12,480,000
契約金額 13,478,400

65

入札名 老人アパート解体工事 入札書比較価格 12,820,000 落札価格
工事場所 広尾郡大樹町鏡町33-13 予定価格 13,845,600
工事概要 老人アパートCB造６棟解体 期間 平成26年6月26日 平成26年9月30日 落札業者名 菊池建設株式会社
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱南十勝建設
１回目 12,480,000 12,600,000 12,800,000
２回目
３回目

66

入札名 旧歴舟小学校改修工事及び外構工事 入札書比較価格 109,950,000 落札価格 107,500,000
工事場所 広尾郡大樹町字芽武183-1、184-5、185-2 予定価格 118,746,000 契約金額 116,100,000
工事概要 旧歴舟小学校校舎棟1,177.27㎡、屋内運動場棟699.50㎡ 期間 平成26年6月26日 平成26年12月10日 落札業者名 株式会社髙橋工務店
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱南十勝建設
１回目 107,580,000 107,500,000 109,940,000
２回目
３回目

67

入札名 旧中島小学校改修工事及び外構工事 入札書比較価格 110,140,000 落札価格 107,650,000
工事場所 広尾郡大樹町字中島172-1、171-4 予定価格 118,951,200 契約金額 116,262,000
工事概要 旧校舎1,340.10㎡、体育館699.50㎡ 期間 平成26年6月26日 平成26年12月10日 落札業者名 菊池建設株式会社
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱南十勝建設
１回目 107,650,000 107,700,000 110,130,000
２回目
３回目

入札日時場所 平成26年6月24日 10:00 大樹町役場４階委員会室
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入札名 個別排水処理施設整備工事第１工区 入札書比較価格 1,480,000 落札価格 1,420,000
工事場所 大樹町字晩成 予定価格 1,598,400 契約金額 1,533,600
工事概要 浄化槽５人槽１式、放流管１式 期間 平成26年6月26日 平成26年8月29日 落札業者名 有限会社間組
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱南十勝建設 ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
１回目 1,450,000 1,470,000 1,445,000 1,470,000 1,470,000 1,420,000 1,465,000 1,450,000
２回目
３回目

69

入札名 水道施設電気計装設備更新工事 入札書比較価格 37,820,000 落札価格 35,600,000
工事場所 坂下浄水場、住吉浄水場、芽武配水池 予定価格 40,845,600 契約金額 38,448,000
工事概要 坂下浄水場、住吉浄水場、芽武配水池の電気計装設備更新 期間 平成26年6月26日 平成26年10月31日 落札業者名 荏原商事株式会社北海道支店
指名業者 荏原商事㈱北海道支店 ㈱日星電機 北海道富士電機㈱
１回目 35,600,000 36,400,000 37,000,000
２回目
３回目

70

入札名 舗装道路区画線整備業務 入札書比較価格 1,890,000 落札価格 1,820,000
工事場所 大樹町 予定価格 2,041,200 契約金額 1,965,600
工事概要 破線L=16,025ｍ、実線L=1,690ｍ、ドット線L=80ｍ 期間 平成26年6月26日 平成26年8月29日 落札業者名 株式会社コニシ
指名業者 ㈱ニシダ 北海道道路整備㈱ ㈱北海道ロードサービス道東支店 ㈱コニシ
１回目 1,920,000 1,980,000 1,950,000 1,900,000
２回目 1,890,000 1,890,000 1,880,000 1,820,000
３回目

71

入札名 大樹町晩成温泉施設木質バイオマス導入実施設計委託業務 入札書比較価格 5,020,000 落札価格 4,800,000
工事場所 広尾郡大樹町字晩成２番地２ 予定価格 5,421,600 契約金額 5,184,000
工事概要 木質バイオマス導入実施設計一式 期間 平成26年6月26日 平成26年9月30日 落札業者名 まちの建築家あくてぃぶネット協同組合

指名業者 ㈱谷津設計 ㈱岡田設計 ㈱創造設計舎 まちの建築家あくてぃぶネット協同組合

１回目 4,880,000 4,870,000 4,820,000 4,800,000

5,800,000

３回目

85

入札名 川南団地暖房・給湯設備改修工事 入札書比較価格 5,880,000 落札価格
工事場所 広尾郡大樹町字振別３７番地７ 予定価格 6,350,400 契約金額 6,264,000
工事概要 蓄熱暖房機取替11戸、電気温水器取替10戸、電気コンロ取替9戸 期間 平成26年7月11日 平成26年9月19日 落札業者名 有限会社神山電気商会
指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱
１回目 5,800,000 5,830,000
２回目
３回目

入札日時場所 平成26年7月9日 10:00 大樹町役場４階委員会室

２回目

㈲北海道藤棚工業
1,460,000



～

～

～

～

～

5,400,000
工事場所

入札日時場所 平成26年7月22日 10:00 大樹町役場４階委員会室

88

入札名 石坂研修センター解体工事 入札書比較価格 5,590,000 落札価格
広尾郡大樹町字石坂３７３番地 予定価格 6,037,200 契約金額 5,832,000

工事概要 石坂研修センター　木造平屋建　345.47㎡解体 期間 平成26年7月24日 平成26年10月31日 落札業者名 北東建設工業株式会社
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹
１回目 5,400,000 5,480,000 5,430,000 5,450,000 5,550,000 5,450,000 5,550,000
２回目
３回目

89

入札名 寿町車庫解体工事 入札書比較価格 2,790,000 落札価格

工事概要 寿町車庫　木造平屋建199.13㎡、詰所　木造平屋建28.43㎡の解体 期間 平成26年7月24日

2,720,000
工事場所 広尾郡大樹町寿通３丁目４４番地１ 予定価格 3,013,200 契約金額 2,937,600

平成26年10月17日 落札業者名 佐藤建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹
１回目 2,760,000 2,760,000 2,745,000 2,760,000 2,750,000 2,720,000 2,740,000
２回目
３回目

90

入札名 新大樹川沿線配水管布設工事 入札書比較価格 6,210,000 落札価格 6,090,000
工事場所 大樹町三条通 予定価格 6,706,800 契約金額 6,577,200
工事概要 ＤＫＰ75　137.78ｍ、ＶＷＰ75　44.65ｍ、給水管7箇所 期間 平成26年7月24日 平成26年10月31日 落札業者名 有限会社上野興設
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈱北海道アルファ
１回目 6,090,000 9,150,000 6,120,000 6,100,000
２回目
３回目

91

入札名 幸町団地１０号線改良舗装工事に伴う配水管移設工事 入札書比較価格 8,005,000 落札価格 7,890,000
工事場所 大樹町幸町 予定価格 8,645,400 契約金額 8,521,200
工事概要 ＶＷＰ75　151.24ｍ、ＤＫＰ75　35.16ｍ、給水工8箇所 期間 平成26年7月24日 平成26年10月31日 落札業者名 有限会社恩田設備工業所
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈱北海道アルファ
１回目 7,940,000 7,890,000 7,930,000 7,910,000
２回目

工事場所
工事概要 調査設計１カ所

３回目
640,000

92

入札名 町道維持補修調査設計業務 入札書比較価格 690,000 落札価格
大樹町字相川 予定価格 745,200 契約金額 691,200

期間 平成26年7月24日 平成26年9月30日 落札業者名 有限会社福岡測量設計事務所
指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所
１回目 640,000 648,000 650,000
２回目
３回目
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1,620,000
工事場所

94

入札名 個別排水処理施設整備工事第２工区 入札書比較価格 1,660,000 落札価格
大樹町字大樹 予定価格 1,792,800 契約金額 1,749,600

工事概要 浄化槽５人槽１式、浸透桝一式 期間 平成26年8月15日 平成26年9月30日 落札業者名 有限会社上野興設
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱南十勝建設 ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
１回目 1,640,000 1,620,000 1,625,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,645,000 1,650,000
２回目
３回目

95

入札名 麻友２丁目線改良舗装工事 入札書比較価格 11,900,000 落札価格

工事概要 改良舗装　Ｌ＝89.9ｍ 期間 平成26年8月15日

11,570,000
工事場所 大樹町麻友 予定価格 12,852,000 契約金額 12,495,600

平成26年11月28日 落札業者名 播間建設工業株式会社
指名業者 北東建設工業㈱ 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード

11,700,000 11,570,000 11,700,000 11,700,000 11,800,00011,680,000

1,590,000

３回目

97

入札名 個別排水処理施設整備工事第３工区 入札書比較価格 1,640,000 落札価格
工事場所 大樹町字石坂 予定価格 1,771,200 契約金額 1,717,200
工事概要 浄化槽５人槽１式、浸透桝１式 期間 平成26年8月28日 平成26年10月31日 落札業者名 田中工業有限会社
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱南十勝建設 ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
１回目 1,600,000 1,605,000 1,595,000 1,590,000 1,607,000 1,600,000 1,623,000 1,607,000
２回目
３回目

98

入札名 個別排水処理施設整備工事第４工区 入札書比較価格 1,600,000 落札価格

工事概要 浄化槽５人槽１式、浸透桝１式式 期間 平成26年8月28日

1,560,000
工事場所 大樹町字晩成 予定価格 1,728,000 契約金額 1,684,800

平成26年10月31日 落札業者名 有限会社恩田設備工業所
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱南十勝建設 ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
１回目 1,560,000 1,570,000 1,575,000 1,580,000 1,565,000 1,570,000 1,578,000 1,580,000
２回目
３回目

99

入札名 幸町団地１０号線改良舗装工事 入札書比較価格 20,580,000 落札価格 20,000,000
工事場所 大樹町幸町 予定価格 22,226,400 契約金額 21,600,000
工事概要 改良舗装　Ｌ＝97.25ｍ 期間 平成26年8月28日 平成26年12月22日 落札業者名 北東建設工業株式会社
指名業者 北東建設工業㈱ 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱南十勝建設
１回目 20,000,000 20,120,000 20,200,000 20,500,000 20,200,000 20,200,000
２回目
３回目

100

入札名 新大樹川沿線改良舗装工事 入札書比較価格 18,400,000 落札価格 18,150,000
工事場所 大樹町新大樹 予定価格 19,872,000 契約金額 19,602,000
工事概要 改良舗装　Ｌ＝164.81ｍ 期間 平成26年8月28日 平成26年12月19日 落札業者名 有限会社間組
指名業者 北東建設工業㈱ 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱南十勝建設
１回目 18,230,000 18,220,000 18,250,000 18,150,000 18,230,000 18,220,000
２回目
３回目

入札日時場所 平成26年8月13日 10:00 大樹町役場４階委員会室

入札日時場所 平成26年8月26日 10:00 大樹町役場４階委員会室

２回目
１回目

㈲北海道藤棚工業
1,650,000

㈲北海道藤棚工業
1,605,000

㈲北海道藤棚工業
1,570,000
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101

入札名 旭公営住宅２号棟解体工事 入札書比較価格 3,510,000 落札価格 3,380,000
工事場所 広尾郡大樹町字旭浜１０２番地２６ 予定価格 3,790,800 契約金額 3,650,400
工事概要 旭公営住宅２号棟　ＣＢ造平屋建196.56㎡解体 期間 平成26年8月28日 平成26年11月10日 落札業者名 株式会社阿部建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹
１回目 3,420,000 3,450,000 3,470,000 3,380,000 3,430,000 3,400,000 3,450,000
２回目
３回目

102

入札名 双葉町車庫解体工事 入札書比較価格 2,540,000 落札価格 2,460,000
工事場所 広尾郡大樹町双葉町４番地１ 予定価格 2,743,200 契約金額 2,656,800
工事概要 双葉町車庫　鉄骨造平屋建132.23㎡、附帯車庫119㎡解体 期間 平成26年9月11日 平成26年11月14日 落札業者名 有限会社　野村建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹
１回目 2,485,000 2,485,000 2,460,000 2,470,000 2,475,000 2,465,000 2,480,000
２回目
３回目

103

入札名 萠和地区被害木整理請負工事（第１工区） 入札書比較価格 5,293,000 落札価格 5,170,000
工事場所 大樹町萠和 予定価格 5,716,440 契約金額 5,583,600
工事概要 被害木整理32.88ha 期間 平成26年9月10日 平成26年10月31日 落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 5,170,000 5,200,000
２回目
３回目

104

入札名 萠和地区被害木整理請負工事（第２工区） 入札書比較価格 4,982,000 落札価格
工事場所
工事概要 被害木整理30.92ha 期間 平成26年9月10日 平成26年10月31日

4,900,000
大樹町萠和 予定価格 5,380,560 契約金額 5,292,000

落札業者名 有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 4,950,000 4,900,000
２回目

1,300,000
契約金額 1,404,000

107

入札名 個別排水処理施設整備工事第５工区 入札書比較価格 1,330,000 落札価格
工事場所 大樹町字晩成 予定価格 1,436,400
工事概要 浄化槽５人槽１式、放流管１式 期間 平成26年9月26日 平成26年11月28日 落札業者名 大木建設株式会社
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
１回目 1,315,000 1,310,000 1,310,000 1,320,000 1,312,000
２回目

1,313,000 1,300,000 1,320,000

2,950,000
３回目

113

入札名 振別地区被害木整理請負工事 入札書比較価格 3,045,000 落札価格
工事場所 大樹町振別 予定価格 3,288,600 契約金額 3,186,000
工事概要 被害木整理17.92ha 期間 平成26年9月25日 平成26年10月31日 落札業者名 有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 3,000,000 2,950,000
２回目
３回目

入札日時場所 平成26年9月9日 10:00 大樹町役場４階委員会室

入札日時場所 平成26年9月24日 10:00 大樹町役場４階委員会室

３回目

㈲北海道藤棚工業
1,324,000
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114

入札名 振別地区外１箇所被害木整理請負工事 入札書比較価格 3,351,000 落札価格

工事概要 被害木整理18.16ha 期間 平成26年9月25日

3,250,000
工事場所 大樹町振別 予定価格 3,619,080 契約金額 3,510,000

平成26年10月31日 落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 3,250,000 3,300,000
２回目
３回目

115

入札名 開進地区農業用排水路修繕工事 入札書比較価格 2,700,000 落札価格 2,640,000
工事場所 大樹町字開進 予定価格 2,916,000 契約金額 2,851,200
工事概要 Ｖ型トラフ装工　L=50ｍ 期間 平成26年10月16日 平成26年12月20日 落札業者名

2,670,000 2,640,000 2,665,000

大木建設株式会社
指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設

２回目
１回目 2,660,000

1,650,000
工事場所

３回目

118

入札名 萠和第１区造林準備地拵請負工事 入札書比較価格 1,703,000 落札価格
大樹町萠和 予定価格 1,839,240 契約金額 1,782,000

工事概要 地拵6.62ha 期間 平成26年10月15日 平成27年3月20日 落札業者名 有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 1,750,000 1,650,000
２回目
３回目

119

入札名 萠和第２区造林準備地拵請負工事 入札書比較価格 1,528,000 落札価格

工事概要 地拵6.03ha 期間 平成16年10月15日

1,490,000
工事場所 大樹町萠和 予定価格 1,650,240 契約金額 1,609,200

平成27年3月20日 落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 1,490,000 1,550,000
２回目
３回目

120

入札名 大樹町老朽消火栓更新工事　第４工区 入札書比較価格 1,690,000 落札価格 1,635,000
工事場所 大樹町給水区域 予定価格 1,825,200 契約金額 1,765,800
工事概要 消火栓回転打倒型　52ｋⅡ、単口ねじ式、強制排水付 期間 平成26年10月16日 平成26年12月15日 落札業者名 田中工業有限会社
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ
１回目 1,640,000 1,650,000 1,635,000 1,675,000 1,655,000
２回目
３回目

121

入札名 川南第２団地外構工事 入札書比較価格 11,830,000 落札価格 10,880,000
工事場所 広尾郡大樹町字振別37-10、37-11の内 予定価格 12,776,400 契約金額 11,750,400
工事概要 外構工事一式 期間 平成26年10月16日 平成26年12月15日 落札業者名 菊池建設株式会社
指名業者 北東建設工業㈱ 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード
１回目 11,650,000 11,500,000 10,880,000 11,000,000 11,580,000 11,800,000
２回目

工事場所
工事概要 地下タンク解体、木造車庫82.14㎡解体

３回目
1,900,000

122

入札名 旧尾田小学校地下タンク解体工事 入札書比較価格 1,980,000 落札価格
広尾郡大樹町字尾田521 予定価格 2,138,400 契約金額 2,052,000

期間 平成26年10月16日 平成26年12月19日 落札業者名 有限会社間組
指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹
１回目 1,900,000 1,950,000 1,950,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000
２回目

入札日時場所 平成26年10月14日 10:00 大樹町役場４階委員会室

３回目
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11,000,000
契約金額 11,880,000

125

入札名 生花１６号橋補修工事 入札書比較価格 11,270,000 落札価格
工事場所 大樹町字生花 予定価格 12,171,600
工事概要 支承補修工4箇所、現場塗装工・護岸工・仮設工一式 期間 平成26年10月29日 平成27年2月27日 落札業者名 株式会社北海道アルファ
指名業者 北東建設工業㈱ 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード
１回目 11,170,000 11,080,000 11,100,000 11,200,000 11,000,000 11,269,000
２回目
３回目

126

入札名 大樹公共下水道単独工事第３工区 入札書比較価格 2,590,000 落札価格
工事場所
工事概要 汚水桝5箇所 期間 平成26年10月29日 平成26年12月15日

2,430,000
大樹町字振別 予定価格 2,797,200 契約金額 2,624,400

落札業者名 播間建設工業株式会社
指名業者 ㈲間組 播間建設工業㈱ 北東建設工業㈱
１回目 2,450,000 2,430,000 2,530,000

３回目
２回目

工事概要

入札日時場所 平成26年10月27日 9:00 大樹町役場２階中会議室

70,200,000

入札日時場所 平成26年11月11日 10:00 大樹町役場４階委員会室

127

入札名 旧大樹町立国民健康保険病院解体工事
工事場所 広尾郡大樹町暁町６番地２

落札業者名 エフリード・播間・北東経常建設共同企業体

入札書比較価格 66,130,000 落札価格 65,000,000
予定価格 71,420,400 契約金額

菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 エフリード・播間・北東ＪＶ

旧町立病院3,499㎡解体、外構解体一式 期間 平成26年11月13日 平成27年3月23日

１回目 65,500,000 65,500,000 65,000,000
指名業者

２回目
３回目

128

入札名 個別排水処理施設整備工事第６工区 入札書比較価格 1,650,000 落札価格 1,570,000
工事場所 大樹町字美成 予定価格 1,782,000 契約金額 1,695,600
工事概要 浄化槽5人槽一式、浸透桝一式 期間 平成26年11月13日 平成26年12月25日 落札業者名 有限会社　間組
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
１回目 1,630,000 1,630,000 1,640,000 1,600,000 1,600,000 1,570,000 1,615,000 1,640,000
２回目

2,420,000
３回目

129

入札名 個別排水処理施設整備工事第７工区 入札書比較価格 2,510,000 落札価格
工事場所 大樹町字芽武 予定価格 2,710,800 契約金額 2,613,600

㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
工事概要 浄化槽10人槽一式、浸透桝一式 期間 平成26年11月13日 平成26年12月25日 落札業者名

2,442,000 2,465,000 2,455,000
㈲北海道藤棚工業

株式会社　北海道アルファ
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲

2,460,000１回目 2,445,000 2,435,000 2,420,000 2,450,000 2,430,000
２回目

1,315,000
３回目

130

入札名 晩成の宿　上水道引込み工事 入札書比較価格 1,370,000 落札価格
工事場所 大樹町字晩成２番地 予定価格 1,479,600 契約金額 1,420,200

㈱北海道アルファ
工事概要 配水管接続工一式、給水管新設工一式 期間 平成26年11月13日 平成26年12月25日 落札業者名 株式会社　北海道アルファ
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,320,000 1,318,000 1,320,000 1,330,000 1,315,000
２回目

1,420,000
３回目

131

入札名 晩成の宿　便器取替工事 入札書比較価格 1,495,000 落札価格
工事場所 大樹町字晩成２番地 予定価格 1,614,600 契約金額 1,533,600

㈱北海道アルファ ㈱エフリード ㈱髙橋工務店 大木建設㈱
工事概要 洋風大便器撤去７組、取付７組 期間 平成26年11月13日 平成26年12月25日 落札業者名

1,480,000 1,435,000 1,493,000

株式会社　北海道アルファ
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,485,000 1,494,000 1,480,000 1,490,000 1,420,000
２回目
３回目

㈲北海道藤棚工業
1,620,000
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３回目

6,420,000
２回目

㈱エフリード
１回目 6,350,000 6,370,000 6,350,000 6,300,000 6,400,000
指名業者 北東建設工業㈱ 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ

支障木伐採処理　L=700m 期間 平成27年1月16日 平成27年2月27日 落札業者名 有限会社　間組

入札書比較価格 6,470,000 落札価格 6,300,000
予定価格 6,987,600 契約金額 6,804,000

入札日時場所 平成27年1月14日 10:00 大樹町役場４階委員会室

135

入札名 二の沢川支障木伐採処理工事
工事場所 大樹町字下大樹
工事概要

入札書比較価格 92,220,000

入札日時場所 平成26年11月27日 10:00 大樹町役場４階委員会室

132

入札名 大樹町晩成温泉施設木質バイオマス導入工事 落札価格 90,200,000
工事場所 広尾郡大樹町字晩成２番地３、３ 予定価格 99,597,600 契約金額 97,416,000
工事概要 建築主体工事、電気設備工事、機械整備工事 期間 平成26年12月10日 平成27年3月30日 落札業者名 株式会社髙橋工務店
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 エフリード・播間・北東ＪＶ

１回目 90,500,000 90,200,000 90,600,000
２回目

2,790,000
３回目

133

入札名 萠和地区被害地造林準備地拵請負工事（第１工区） 入札書比較価格 2,857,000 落札価格
工事場所 大樹町萠和 予定価格 3,085,560 契約金額 3,013,200
工事概要 地拵11.56ha 期間 平成26年11月28日 平成27年3月31日 落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 2,790,000 2,850,000
２回目

1,950,000
３回目

134

入札名 萠和地区被害地造林準備地拵請負工事（第２工区） 入札書比較価格 1,992,000

３回目

落札価格
工事場所 大樹町萠和 予定価格 2,151,360 契約金額 2,106,000
工事概要 地拵8.03ha 期間 平成26年11月28日 平成27年3月31日 落札業者名 有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 2,030,000 1,950,000
２回目


