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入札結果一覧
入札日時場所 平成29年12月6日 9:00 大樹町役場2階中会議室

落札価格 1,298,000

㈲間組

1,580,000

1,600,000
81

入札名 個別排水処理施設整備工事第９工区 入札書比較価格 1,620,000 落札価格

工事概要 浄化槽７人槽　一式 期間 平成29年12月8日
工事場所 大樹町字萠和 予定価格 1,749,600 契約金額 1,706,400

平成30年2月15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 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,600,000 1,590,000 1,600,000 1,610,000 1,600,000 1,580,000 1,605,000 1,597,000
２回目
３回目

工事場所 大樹町暁町６番地１ 予定価格 1,501,200 契約金額 1,401,840
入札名 入札書比較価格 1,390,000

工事概要 防犯カメラ１台、ネットワークディスクレコーダー１台他 期間 平成29年12月8日 平成30年1月31日 落札業者名 椿電気商会
指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会
１回目 1,383,800 1,360,000 1,298,000
２回目
３回目

1,700,000
工事場所

80

入札名 個別排水処理施設整備工事第８工区 入札書比較価格 1,760,000

工事概要 浄化槽７人槽　一式 期間 平成29年12月8日

落札価格
大樹町字萠和 予定価格 1,900,800 契約金額 1,836,000

平成30年2月15日 落札業者名 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㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,720,000 1,710,000 1,700,000 1,730,000 1,720,000 1,740,000
２回目

1,723,000 1,751,0001,740,000

82

特別養護老人ホーム防犯カメラ設置工事

３回目
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入札結果一覧
入札日時場所 平成29年10月25日 10:00 大樹町役場4階委員会室

1,810,000
工事場所

79

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 1,860,000

工事概要 浄化槽７人槽　１式 期間 平成29年10月27日

落札価格
大樹町字萠和 予定価格 2,008,800 契約金額 1,954,800

平成29年12月15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㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,830,000 1,810,000 1,840,000 1,840,000 1,850,000 1,840,000
２回目

1,840,000 1,840,0001,840,000

３回目
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入札結果一覧
入札日時場所 平成29年10月11日 10:00 大樹町役場4階委員会室

36,000,000
工事場所

78

入札名 住吉浄水場浄水設備更新工事 入札書比較価格 36,620,000

工事概要 消石灰設備の更新（対応年数１５年） 期間 平成29年10月13日

落札価格
住吉浄水場 予定価格 39,549,600 契約金額 38,880,000

平成30年3月16日 落札業者名 JFEエンジニアリング株式会社　北海道支店
指名業者 新栄クリエイト㈱ 北海道富士電機㈱ JFEエンジニアリング㈱北海道支店 ㈱日星電機 荏原商事㈱北海道支店
１回目 36,200,000 36,450,000 36,000,000 36,320,000 36,150,000
２回目
３回目
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入札結果一覧
入札日時場所 平成29年9月27日 10:00 大樹町役場4階委員会室

落札価格 31,360,000

1,994,000

76

入札名 大樹町老朽消火栓更新工事第３工区 入札書比較価格 2,055,000 落札価格

工事概要 消火栓、回転打到がた５２Ｋ２、単口ねじ式、強制排水付、標識凸型両面表示板 期間 平成29年9月29日
工事場所 大樹町給水区域 予定価格 2,219,400 契約金額 2,153,520

平成29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 2,000,000 2,015,000 1,994,000 2,005,000 2,020,000
２回目
３回目

工事場所 大樹町字幸徳 予定価格 34,408,800 契約金額 33,868,800
入札名 入札書比較価格 31,860,000

工事概要 住吉送水管等仮設配管布設工事 期間 平成29年9月29日 平成30年3月16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 31,500,000 31,360,000 31,560,000 31,500,000
２回目
３回目

35,500,000
工事場所

75

入札名 倉庫等新築工事 入札書比較価格 36,040,000

工事概要 倉庫　敷地面積　3960.54㎡　床延面積211.99㎡ 期間 平成29年9月29日

落札価格
大樹町柏木町６番地１の内 予定価格 38,923,200 契約金額 38,340,000

平成30年1月31日 落札業者名 株式会社　高橋工務店
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード
１回目 35,580,000 35,500,000 35,700,000
２回目

77

住吉送水管等仮設配管布設工事

３回目
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入札結果一覧
入札日時場所 平成29年9月13日 9:00 大樹町役場2階中会議室

落札価格 2,000,000

㈲間組

1,440,000

1,480,000
72

入札名 個別排水処理施設整備工事第６区 入札書比較価格 1,490,000 落札価格

工事概要 浄化槽　５人槽一式 期間 平成29年9月15日
工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 1,609,200 契約金額 1,555,200

平成29年11月10日 落札業者名 播間建設工業株式会社
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 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,470,000 1,470,000 1,480,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,440,000 1,465,000
２回目
３回目

工事場所 広尾郡大樹町字尾田５２５番地 予定価格 2,246,400 契約金額 2,160,000
入札名 入札書比較価格 2,080,000

工事概要 木造平屋建　７７．７６㎡/１棟、木造平屋建６６．１５㎡/１棟 期間 平成29年9月15日 平成29年11月15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 播間建設工業㈱
１回目 2,000,000 2,050,000 2,050,000 2,030,000 2,070,000 2,040,000 2,050,000
２回目
３回目

2,192,400 契約金額 2,127,600
工事概要 木造平屋建　１２６．２９㎡/１棟 期間 平成29年9月15日 平成29年11月15日 落札業者名 株式会社　阿部建設
指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱
１回目 1,998,000 1,980,000 1,970,000 1,980,000 2,000,000 1,988,000 2,005,000
２回目

12,600,000
工事場所

３回目

71

入札名 振別団地７号線改良舗装工事 入札書比較価格 12,890,000

工事概要 改良舗装　Ｌ＝６４．５７ｍ 期間 平成29年9月15日

落札価格
大樹町字振別 予定価格 13,921,200 契約金額 13,608,000

平成29年12月20日 落札業者名 播間建設工業株式会社
指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード 勝海電気㈱
１回目 12,600,000 12,680,000 12,680,000 辞退 12,720,000 12,650,000
２回目

12,780,000

73

旧尾田小学校教職員住宅解体工事 

３回目

74

工事場所
1,970,000落札価格2,030,000入札書比較価格旧歴舟小学校教職員住宅解体工事 入札名

広尾郡大樹町字芽武６８７－３ 予定価格
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３回目
２回目
１回目 7,800,000 7,650,000

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
工事概要 準備地拵え　15.46ＨＡ 期間 平成29年9月1日 平成29年12月11日 落札業者名
工事場所 大樹町字振別外 予定価格 8,478,000 契約金額 8,262,000

70

入札名 振別地区外準備地拵請負工事 入札書比較価格 7,850,000 落札価格 7,650,000
３回目
２回目
１回目 9,850,000 10,000,000

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

大樹町字光地園 予定価格 10,897,200 契約金額 10,638,000
工事概要 準備地拵え　20.85ＨＡ 期間 平成29年9月1日 平成29年12月11日

69

入札名 光地園地区準備地拵請負工事 入札書比較価格 10,090,000 落札価格 9,850,000
工事場所

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年8月31日 10:00 大樹町役場4階委員会室
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68

水道施設電気計装設備更新工事

３回目
２回目
１回目 31,200,000 31,110,000 31,100,000 31,300,000

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
工事概要 配水管ＰＥΦ１００　40.87ｍ　ＰＥΦ75　1077.53ｍ　給水管　８．０箇所 期間 平成29年8月25日 平成29年11月30日 落札業者名
工事場所 大樹町字拓北 予定価格 34,095,600 契約金額 33,588,000

66

入札名 拓北１号配水管路配水管更新工事 入札書比較価格 31,570,000 落札価格 31,100,000
３回目
２回目
１回目 10,880,000 10,960,000 10,920,000 11,100,000 10,920,000 11,000,000 11,060,000

落札業者名 播間建設工業株式会社
指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード 勝海電気㈱

大樹町字開進 予定価格 12,009,600 契約金額 11,750,400
工事概要 盛土工　Ｖ＝１７００㎥ 期間 平成29年8月25日 平成29年10月31日

65

入札名 第９６０号　普通河川紋別川　災害復旧工事（築堤背面復旧） 入札書比較価格 11,120,000 落札価格 10,880,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 32,500,000 33,100,000 33,800,000

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㈱
工事概要 坂下浄水場滅菌設備、無停電電源装置、配水池水位計更新、坂下取水場濁度計、ＰＨ計更新、大光配水池、開進配水池無停電電源装置容量増設、住吉取水場排泥ポンプ更新 期間 平成29年8月25日 平成30年2月28日 落札業者名
工事場所 大樹町字拓進外 予定価格 36,892,800 契約金額 35,100,000
入札名 入札書比較価格 34,160,000
３回目
２回目
１回目 1,695,000 1,680,000 1,700,000 1,675,000 1,700,000

平成29年10月13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

工事場所 大樹町給水区域 予定価格 1,864,080 契約金額 1,809,000

67

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 1,726,000 落札価格

工事概要 単口ネジ式、強制排水式三ヶ所、標識凸型両面表示板 期間 平成29年8月25日

落札価格 32,500,000

1,675,000

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年8月23日 10:00 大樹町役場4階委員会室
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３回目
２回目
１回目 38,280,000 38,600,000 38,480,000

平成30年1月20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 ㈱エフリード

38,280,000
工事場所 大樹町字美成１７０－１の内 予定価格 42,292,800 契約金額 41,342,400

64

入札名 宇宙交流センターＳＯＲＡ増築工事 入札書比較価格 39,160,000 落札価格

工事概要 延床面積　既存154.85㎡　増築142.02㎡ 期間 平成29年8月11日

工事場所
1,805,000落札価格1,860,000入札書比較価格個別排水処理施設整備工事第４工区入札名

大樹町字萠和 予定価格

63

入札名 振別２３号線道路改良舗装工事 入札書比較価格 34,610,000 落札価格
工事場所 大樹町字振別 予定価格 37,378,800 契約金額 36,698,400
工事概要 改良舗装　L=223.74ｍ 期間 平成29年8月11日 平成29年12月20日 落札業者名

入札書比較価格 35,590,000 落札価格

33,980,000

60

株式会社　北海道アルファ
指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード

62

勝海電気㈱
１回目 34,180,000 34,080,000 34,220,000 34,250,000 33,980,000 34,100,000 34,520,000
２回目
３回目

３回目
２回目
１回目 35,200,000 35,080,000 35,150,000 34,850,000 35,100,000 35,100,000 35,450,000

有限会社　間組
指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード 勝海電気㈱
工事概要 改良舗装　L=275.14ｍ 期間 平成29年8月11日 平成29年12月20日 落札業者名
工事場所 大樹町字浜大樹 予定価格 38,437,200 契約金額 37,638,000

34,850,000入札名 浜大樹地区道路改良舗装工事
３回目

1,480,000 1,480,000 1,450,000
２回目

大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,480,000 1,470,000 1,490,000 1,470,000 1,460,000 1,480,000

平成29年10月10日 落札業者名 有限会社　北海道藤棚工業
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

1,450,000
工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 1,620,000 契約金額 1,566,000

61

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 1,500,000 落札価格

工事概要 浄化槽5人槽一式 期間 平成29年8月11日

59

個別排水処理施設整備工事第３工区
３回目

3,900,000
２回目

㈲恩田設備工業所
１回目 3,890,000 3,910,000 3,910,000 3,905,000 3,900,000 3,910,000

平成29年11月30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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設

落札価格
大樹町字開進 予定価格 4,233,600 契約金額 4,201,200

58

入札名 開進本線道路復旧工事 入札書比較価格 3,920,000

工事概要 道路復旧　L=18.0ｍ 期間 平成29年8月11日

1,830,000

3,890,000
工事場所

３回目

1,850,000 1,830,000 1,840,000
２回目

㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,830,000 1,820,000 1,805,000 1,845,000 1,850,000
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

2,008,800 契約金額 1,949,400
工事概要 浄化槽7人槽一式 期間 平成29年8月11日 平成29年10月10日 落札業者名 株式会社　北海道アルファ

３回目

1,530,000
２回目

㈲北海道藤棚工業
１回目 1,540,000 1,530,000 1,550,000 1,525,000 1,550,000 1,550,000 1,540,000 1,545,000

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㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
工事概要 浄化槽５人槽一式 期間 平成29年8月11日 平成29年10月10日 落札業者名
工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 1,695,600 契約金額 1,647,000
入札名 入札書比較価格 1,570,000

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年8月9日 10:00 大樹町役場4階委員会室

落札価格 1,525,000
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入札名
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工事場所
19,050,000落札価格20,086,000入札書比較価格芽武地区外間伐請負工事入札名

入札名

52

1,900,000落札価格1,960,000入札書比較価格個別排水処理施設整備工事第２工区

57

56

中島地区外間伐請負工事

３回目
２回目
１回目 2,140,000 2,147,000 2,160,000 2,135,000 2,143,000 2,150,000 2,150,000

及川建設
指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱
工事概要 平成１１年建設　建築面積１９９㎡×４棟 期間 平成29年7月28日 平成29年9月29日 落札業者名
工事場所 広尾郡大樹町柏木町１４番地３ 予定価格 2,332,800 契約金額 2,305,800

54

入札名 町営住宅屋根塗装工事 入札書比較価格 2,160,000 落札価格 2,135,000
３回目
２回目
１回目 5,890,000 5,880,000 5,920,000 5,910,000 5,900,000 5,900,000 5,930,000

落札業者名 有限会社　野村建設
指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

大樹町西本通８７番地 予定価格 6,490,800 契約金額 6,350,400
工事概要 屋根張り替え工事　1.2号棟 期間 平成29年7月28日 平成29年9月29日

53

入札名 町営住宅屋根張替工事 入札書比較価格 6,010,000 落札価格 5,880,000
工事場所

３回目

辞退
２回目

㈲北海道藤棚工業
１回目 1,900,000 1,920,000 1,925,000 1,940,000 1,920,000 1,950,000 1,920,000 1,930,000

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㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱
工事概要 浄化槽５人槽（放流ポンプ槽付）１式 期間 平成29年7月28日 平成29年9月29日 落札業者名
工事場所 大樹町字石坂 予定価格 2,116,800 契約金額 2,052,000

３回目
２回目
１回目 19,400,000 19,050,000

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

大樹町字芽武外 予定価格 21,692,880 契約金額 20,574,000
工事概要 事業量　23.71HA 期間 平成29年7月28日 平成29年10月31日

３回目
２回目
１回目 24,070,000 24,200,000

大樹町森林組合　
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
工事概要 事業量　23.35HA 期間 平成29年7月28日 平成29年10月31日 落札業者名
工事場所 大樹町字中島外 予定価格 27,427,680 契約金額 25,995,600
入札名 入札書比較価格 25,396,000
３回目
２回目
１回目 1,970,000 1,950,000 1,980,000 1,960,000

平成29年9月29日 落札業者名 北海道道路整備株式会社
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

工事場所 大樹町 予定価格 2,160,000 契約金額 2,106,000

55

入札名 舗装道路区画線設置工事 入札書比較価格 2,000,000 落札価格

工事概要 破線　L=12,660ｍ　実線　L=90ｍ 期間 平成29年7月28日

落札価格 24,070,000

1,950,000

３回目
２回目
１回目 31,180,000 31,200,000 30,980,000
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード

広尾郡大樹町栄通２９番地１１、６の内 予定価格 34,300,800 契約金額 33,458,400
落札価格31,760,000入札書比較価格旧高齢者ふれあいセンター解体工事

工事概要 床延面積　1,113㎡ 期間 平成29年7月28日

30,980,000

平成29年12月20日 落札業者名 株式会社　エフリード
工事場所

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年7月26日 10:00 大樹町役場4階委員会室
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工事場所

4,000,000落札価格4,100,000入札書比較価格新通南仲通線歩道修繕工事入札名
大樹町新通 予定価格

50

49

大樹公共下水道工事第１工区川南地区

３回目
２回目
１回目 11,230,000 11,150,000 11,000,000

平成29年9月29日 落札業者名 株式会社　エフリード
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード

落札価格
大樹町字日方４０１番地 予定価格 12,312,000 契約金額 11,880,000

45

入札名 日方団地解体工事 入札書比較価格 11,400,000

工事概要 解体工事　公営住宅ブロック造　４棟 期間 平成29年7月14日

11,000,000
工事場所

３回目

4,035,000 4,030,000
２回目

㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所
１回目 4,030,000 4,070,000 4,000,000 4,060,000 4,070,000
指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設 ㈱寺嶋商産

4,428,000 契約金額 4,320,000
工事概要 舗道修繕　L=108.99ｍ 期間 平成29年7月14日 平成29年9月29日 落札業者名 大木建設株式会社

３回目
２回目
１回目 9,840,000 9,950,000 9,910,000 10,000,000 9,900,000 9,900,000 10,000,000

播間建設工業株式会社
指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード 勝海電気㈱
工事概要 公共下水道　汚水管　Φ150　L=152ｍ 期間 平成29年7月14日 平成29年10月31日 落札業者名
工事場所 大樹町幸町 予定価格 10,908,000 契約金額 10,627,200
入札名 入札書比較価格 10,100,000
３回目

9,250,000
２回目

勝海電気㈱
１回目 9,200,000 9,200,000 9,190,000 9,300,000 9,080,000

9,806,400
平成29年10月31日 落札業者名 株式会社　北海道アルファ

指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ
平成29年7月14日

工事場所 大樹町栄通５６番地 予定価格 10,087,200 契約金額

9,200,000
48

入札名 大樹町高齢者健康増進センター人工芝張工事 入札書比較価格 9,340,000 落札価格

工事概要 人工芝　548㎡ 期間

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年7月12日 9:00 大樹町役場2階中会議室

落札価格 9,840,000

㈱エフリード

9,080,000

usraqa001
タイプライターテキスト
※工事番号46、47番は、記載誤りのため削除しました。同番号に記載の工事は、8月9日実施の工事番号62、63番となっております。

usraqa001
タイプライターテキスト

usraqa001
タイプライターテキスト
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36

入札名

37

1,700,000落札価格1,752,000入札書比較価格大樹町老朽消火栓更新工事第１工区

41

住吉線法面復旧調査設計業務

３回目
２回目
１回目 3,880,000 3,860,000 3,850,000 3,890,000 3,860,000 3,900,000 3,880,000

株式会社　阿部建設
指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱
工事概要 庇防水改修　89.2㎡ 期間 平成29年6月30日 平成29年8月31日 落札業者名
工事場所 大樹町双葉町６番地１ 予定価格 4,233,600 契約金額 4,158,000

39

入札名 大樹町生涯学習センター正面玄関庇改修工事 入札書比較価格 3,920,000 落札価格 3,850,000
３回目

1,785,000 1,757,000
２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,760,000 1,760,000 1,770,000 1,783,000 1,780,000 1,780,000 1,750,000

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㈱

大樹町字石坂 予定価格 1,944,000 契約金額 1,890,000
工事概要 浄化槽７人槽一式 期間 平成29年6月30日 平成29年8月31日

38

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 1,800,000 落札価格 1,750,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 1,720,000 1,710,000 1,700,000 1,708,000 1,720,000

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
工事概要 老朽消火栓更新　３か所 期間 平成29年6月30日 平成29年8月31日 落札業者名
工事場所 大樹町給水区域 予定価格 1,892,160 契約金額 1,836,000

３回目
２回目
１回目 960,000 950,000 930,000

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

大樹町字振別 予定価格 1,080,000 契約金額 1,004,400
工事概要 調査及び設計　L=５０ｍ 期間 平成29年6月30日 平成29年9月28日

42

入札名 振別光地園線法面復旧調査設計業務 入札書比較価格 1,000,000 落札価格 930,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 960,000 930,000 940,000

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
工事概要 調査及び設計　L=５０ｍ 期間 平成29年6月30日 平成29年9月28日 落札業者名
工事場所 大樹町字幸徳 予定価格 1,080,000 契約金額 1,004,400
入札名 入札書比較価格 1,000,000
３回目
２回目
１回目 13,950,000 13,850,000 14,000,000

平成29年10月10日 落札業者名 株式会社　高橋工務店
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード

工事場所 大樹町双葉町６番地１ 予定価格 15,292,800 契約金額 14,958,000

40

入札名 大樹町生涯学習センター展望ロビー・南側カーテンウォール改修工事 入札書比較価格 14,160,000 落札価格

工事概要 展望ロビー、南側カーテンウォ－ル改修　屋根板金改修144㎡ 期間 平成29年6月30日

落札価格 930,000

13,850,000

３回目

3,000,000 2,970,000
２回目

㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所
１回目 2,970,000 2,940,000 3,000,000 3,010,000 3,000,000
指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設 ㈱寺嶋商産

大樹町西本通５４番地１ほか 予定価格 3,348,000 契約金額 3,175,200
落札価格3,100,000入札書比較価格町有地整備工事

工事概要 整地Ａ＝3,188㎡、排水工Ｌ＝200m 期間 平成29年6月30日

2,940,000

平成29年10月13日 落札業者名 株式会社　マルマツ建設
工事場所

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年6月28日 14:00 大樹町役場4階委員会室
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入札名 倉庫等新築工事実施設計業務 入札書比較価格 3,207,000 落札価格 3,100,000

３回目
２回目
１回目 3,160,000 3,120,000 3,100,000

まちの建築家あくてぃぶネット協同組合
指名業者 ㈱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

工事概要 倉庫　敷地面積　3960.54㎡　床延面積211.99㎡ 期間 平成29年6月30日 平成29年8月31日 落札業者名
工事場所 大樹町柏木町６番地１ 予定価格 3,463,560 契約金額 3,348,000

３回目
２回目
１回目 6,160,000 6,260,000 6,200,000

平成30年2月28日 落札業者名 株式会社　岡田設計　帯広事務所
指名業者 ㈱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

6,160,000
工事場所 大樹町字日方４０１番地 予定価格 6,975,720 契約金額 6,652,800

43

入札名 日方団地実施設計業務 入札書比較価格 6,459,000 落札価格

工事概要 日方団地の実施設計　延286㎡ 期間 平成29年6月30日
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入札名

24

24,100,000落札価格25,384,000入札書比較価格晩成地区外被害地特殊地拵請負工事

28

特別養護老人ホーム浴室改修工事

３回目
２回目
１回目 2,280,000 2,265,000 2,295,000 2,250,000 2,270,000

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
工事概要 配水管の移設　Ｌ＝66.35ｍ 期間 平成29年6月9日 平成29年8月18日 落札業者名
工事場所 大樹町字振別 予定価格 2,500,200 契約金額 2,430,000

26

入札名 振別団地７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 2,315,000 落札価格 2,250,000
３回目
２回目
１回目 5,550,000 5,630,000 5,540,000 5,500,000 5,550,000 5,595,000 5,530,000

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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

大樹町字下大樹 予定価格 6,112,800 契約金額 5,940,000
工事概要 ふるさと大橋の修繕工事 期間 平成29年6月9日 平成29年11月30日

25

入札名 ふるさと大橋修繕工事 入札書比較価格 5,660,000 落札価格 5,500,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 24,700,000 24,100,000

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
工事概要 晩成地区の特殊地拵え　15.05ＨＡ 期間 平成29年6月9日 平成29年8月8日 落札業者名
工事場所 大樹町字晩成 予定価格 27,414,720 契約金額 26,028,000

３回目
２回目
１回目 2,750,000 2,730,000 2,770,000

落札業者名 勝海電気株式会社
指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

大樹町双葉町６番地１ 予定価格 3,034,800 契約金額 2,948,400
工事概要 高圧ケーブル155ｍ気中開閉器１台 期間 平成29年6月10日 平成29年11月30日

29

入札名 大樹町生涯学習センター高圧ケーブル及び区分開閉器取替修繕 入札書比較価格 2,810,000 落札価格 2,730,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 30,780,000 30,850,000 30,880,000

菊池建設株式会社
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード
工事概要 特別養護老人ホームの浴室改修　 期間 平成29年6月9日 平成29年10月13日 落札業者名
工事場所 大樹町暁町６番地１ 予定価格 34,106,400 契約金額 33,242,400
入札名 入札書比較価格 31,580,000
３回目

3,320,000
２回目

勝海電気㈱
１回目 3,350,000 3,350,000 3,410,000 3,300,000 3,400,000

平成29年9月29日 落札業者名 株式会社　北海道アルファ
指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ

工事場所 大樹町字振別 予定価格 3,693,600 契約金額 3,564,000

27

入札名 大樹公共下水道単独工事第２工区 入札書比較価格 3,420,000 落札価格

工事概要 公共下水道工事 期間 平成29年6月9日

落札価格 30,780,000

㈱エフリード

3,300,000

3,340,000

３回目
２回目
１回目 20,622,000 21,000,000
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

大樹町字美成 予定価格 23,614,200 契約金額 22,271,760
落札価格21,865,000入札書比較価格美成地区外被害地特殊地拵請負工事

工事概要 美成地区の特殊地拵え　面積12.54ＨＡ 期間 平成29年6月9日

20,622,000

平成29年8月8日 落札業者名 大樹町森林組合　
工事場所

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年6月7日 8:45 大樹町役場2階中会議室
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入札名 個別排水処理施設実施設計委託業務その２ 入札書比較価格 610,000 落札価格 540,000

３回目
２回目
１回目 13,450,000 12,900,000 13,200,000

森平舞台機構株式会社
指名業者 ㈱池下電設 森平舞台機構㈱ ㈱小林舞台システム
工事概要 コスモスホール・オークホールの舞台吊物装置等の更新 期間 平成29年6月10日 平成29年11月30日 落札業者名
工事場所 大樹町双葉町６番地１ 予定価格 14,580,000 契約金額 13,932,000

35

入札名 大樹町生涯学習センター舞台機構設備更新工事 入札書比較価格 13,500,000 落札価格 12,900,000
３回目
２回目
１回目 21,700,000 22,180,000 22,000,000

落札業者名 アビックラボ株式会社
指名業者 アビックラボ㈱ ㈱池下電設 システムサービス㈱

大樹町双葉町６番地１ 予定価格 24,624,000 契約金額 23,436,000
工事概要 コスモスホール・オークホールの映像設備の更新工事 期間 平成29年6月10日 平成29年11月30日

34

入札名 大樹町生涯学習センター映像設備更新工事 入札書比較価格 22,800,000 落札価格 21,700,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 9,800,000 9,950,000 9,980,000

アビックラボ株式会社
指名業者 アビックラボ㈱ ㈱池下電設 システムサービス㈱
工事概要 オークホールの音響設備の更新 期間 平成29年6月10日 平成29年11月30日 落札業者名
工事場所 大樹町双葉町６番地１ 予定価格 11,232,000 契約金額 10,584,000

33

入札名 大樹町生涯学習センター舞台音響設備更新工事（オークホール） 入札書比較価格 10,400,000 落札価格 9,800,000
３回目
２回目
１回目 2,030,000 1,980,000 2,000,000

落札業者名 北王コンサルタント株式会社
指名業者 平田技術コンサルタント㈱ 北王コンサルタント㈱ ㈱ズコーシャ

大樹町字相川 予定価格 2,289,600 契約金額 2,138,400
工事概要 歴舟川の工法検討 期間 平成29年6月9日 平成29年8月31日

32

入札名 歴舟川工法検討業務 入札書比較価格 2,120,000 落札価格 1,980,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 540,000 550,000 560,000

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
工事概要 個別排水処理施設実施設計委託業務　L=0.1Km 期間 平成29年6月9日 平成29年7月20日 落札業者名
工事場所 大樹町内 予定価格 658,800 契約金額 583,200

３回目
２回目
１回目 590,000 600,000 600,000

平成29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

590,000
工事場所 大樹町字石坂 予定価格 702,000 契約金額 637,200

30

入札名 上中島地区排水路調査設計業務 入札書比較価格 650,000 落札価格

工事概要 調査設計　Ｌ＝400ｍ 期間 平成29年6月9日
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歴舟中の川調査設計業務

３回目
２回目
１回目 3,450,000 3,480,000 3,510,000

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
工事概要 調査設計業務　Ｌ＝450ｍ 期間 平成29年5月26日 平成29年9月29日 落札業者名
工事場所 大樹町南町 予定価格 3,931,200 契約金額 3,726,000

18

入札名 南町１号線調査設計業務 入札書比較価格 3,640,000 落札価格 3,450,000
３回目
２回目
１回目 1,620,000 1,600,000 1,660,000

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

大樹町字旭浜 予定価格 1,857,600 契約金額 1,728,000
工事概要 調査設計業務　Ｌ＝97ｍ 期間 平成29年5月26日 平成29年9月29日

17

入札名 旭浜東通線調査設計業務 入札書比較価格 1,720,000 落札価格 1,600,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 事前辞退 1,500,000 1,518,000 1,520,000 1,525,000 1,506,000 1,510,000

有限会社　野村建設
指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱
工事概要 発達支援センター屋根改修工事　　面積５３８㎡ 期間 平成29年5月26日 平成29年7月28日 落札業者名
工事場所 大樹町栄通５６番地 予定価格 1,674,000 契約金額 1,620,000

16

入札名 南十勝こども発達支援センター屋根改修工事 入札書比較価格 1,550,000 落札価格 1,500,000

３回目
２回目
１回目 5,320,000 5,340,000 5,397,000 5,360,000

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

大樹町幸町 予定価格 5,849,280 契約金額 5,745,600
工事概要 配水管布設217.39ｍ 期間 平成29年5月26日 平成29年8月31日

21

入札名 幸町団地１２号線配水管布設工事 入札書比較価格 5,416,000 落札価格 5,320,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 2,650,000 2,700,000 2,680,000

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
工事概要 調査設計業務　Ｌ＝300ｍ 期間 平成29年5月26日 平成29年8月31日 落札業者名
工事場所 大樹町字相川 予定価格 3,034,800 契約金額 2,862,000
入札名 入札書比較価格 2,810,000
３回目
２回目
１回目 1,030,000 1,020,000 1,000,000

平成29年8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

工事場所 大樹町字開進 予定価格 1,144,800 契約金額 1,080,000

19

入札名 開進地区橋梁護岸調査設計業務 入札書比較価格 1,060,000 落札価格

工事概要 調査設計業務　Ｌ＝50ｍ 期間 平成29年5月26日

落札価格 2,650,000

1,000,000

３回目

1,760,000 1,730,000
２回目

㈱創樹 播間建設工業㈱
１回目 事前辞退 1,750,000 1,755,000 1,720,000 1,750,000
指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設

大樹町西本通73番地５ 予定価格 1,922,400 契約金額 1,857,600
落札価格

工事概要 海洋センターの屋根の防水工事　面積１,１０２㎡ 期間 平成29年5月26日

1,720,000

平成29年7月28日 落札業者名 及川建設
工事場所

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年5月24日 10:00 大樹町役場4階委員会室

15

入札名 海洋センター屋根防水工事 入札書比較価格 1,780,000



～

３回目
２回目
１回目 5,000,000 4,965,000 5,050,000 5,000,000

平成29年7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

4,965,000
工事場所 大樹町字振別 予定価格 5,462,640 契約金額 5,362,200

22

入札名 緑苑通線配水管布設工事 入札書比較価格 5,058,000 落札価格

工事概要 配水管布設137.1ｍ、消火栓1カ所 期間 平成29年5月26日
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拓進地区外３箇所保育下刈請負工事

３回目
２回目
１回目 9,790,000 9,850,000 9,950,000 9,880,000

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
工事概要 寿団地2号棟の機械設備 期間 平成29年5月10日 平成29年10月31日 落札業者名
工事場所 大樹町寿通３丁目４４番地１ 予定価格 10,832,400 契約金額 10,573,200

11

入札名 寿町団地２号棟新築工事(機械設備) 入札書比較価格 10,030,000 落札価格 9,790,000
３回目
２回目
１回目 7,134,000 7,157,000 7,175,000

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㈱ 椿電気商会

大樹町寿通３丁目４４番地１ 予定価格 7,765,200 契約金額 7,704,720
工事概要 寿団地2号棟の電気設備 期間 平成29年5月10日 平成29年10月31日

10

入札名 寿町団地２号棟新築工事(電気設備) 入札書比較価格 7,190,000 落札価格 7,134,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 8,820,000 8,850,000 8,860,000

菊池建設株式会社
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード
工事概要 給食センターの防水工事 期間 平成29年5月10日 平成29年6月30日 落札業者名
工事場所 大樹町柏木町16番地２ 予定価格 9,741,600 契約金額 9,525,600

9

入札名 大樹町学校給食センター屋上防水工事 入札書比較価格 9,020,000 落札価格 8,820,000

３回目
２回目
１回目 4,910,000 4,870,000

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

大樹町字振別他 予定価格 5,410,800 契約金額 5,259,600
工事概要 33.88ｈａ 期間 平成29年5月10日 平成29年8月8日

14

入札名 振別地区外３箇所保育下刈請負工事 入札書比較価格 5,010,000 落札価格 4,870,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 5,030,000 5,100,000

大樹町森林組合　
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
工事概要 37.7ｈａ 期間 平成29年5月10日 平成29年8月8日 落札業者名
工事場所 大樹町字拓進他 予定価格 5,626,800 契約金額 5,432,400

３回目
２回目
１回目 8,990,000 8,960,000 9,090,000 8,920,000

平成29年9月29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

8,920,000
工事場所 共栄減圧弁室 予定価格 9,840,960 契約金額 9,633,600

12

入札名 共栄減圧弁室減圧設備等更新工事 入札書比較価格 9,112,000 落札価格

工事概要 減圧施設の更新 期間 平成29年5月10日

入札名 入札書比較価格 5,210,000 落札価格 5,030,000

３回目
２回目
１回目 70,000,000 69,800,000 70,300,000
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード

大樹町寿通３丁目４４番地１ 予定価格 77,382,000 契約金額 75,384,000
落札価格

工事概要 木造平屋、１棟４戸　287.6㎡、駐車場５台 期間 平成29年5月11日

69,800,000

平成29年10月31日 落札業者名 株式会社　高橋工務店
工事場所

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年5月8日 10:00 大樹町役場4階委員会室

8

入札名 寿町団地２号棟新築工事（建築主体）及び外構工事 入札書比較価格 71,650,000
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1,920,000

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年4月26日 9:00

拓進地区新植請負工事 入札書比較価格 2,000,000 落札価格
工事場所 大樹町字拓進１９６番地 予定価格 2,160,000 契約金額 2,073,600
工事概要 10HA 期間 契約締結日翌日 平成29年5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
７回目 1,980,000 1,920,000
８回目
９回目

7

入札名 拓進地区外２箇所新植請負工事 入札書比較価格 1,470,000 落札価格
工事場所

6

入札名

工事概要 7.36HA 期間 契約締結日翌日 平成29年5月31日

1,420,000
大樹町字拓進１９６番地外 予定価格 1,587,600 契約金額 1,533,600

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
７回目 1,420,000 1,500,000
８回目

大樹町役場4階委員会室

９回目
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入札結果一覧
入札日時場所 平成29年4月19日 10:00 大樹町役場4階委員会室

3

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 2,220,000

工事概要 134か所 期間 契約締結日翌日

2,177,000

平成29年9月29日 落札業者名 有限会社　恩田設備工業所
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,397,600 契約金額 2,351,160

落札価格

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 2,185,000 2,177,000 2,185,000 2,184,000 2,185,000
２回目
３回目

4

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 2,330,000 落札価格 2,248,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,516,400 契約金額 2,427,840
工事概要 136か所 期間 契約締結日翌日 平成29年9月29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 ㈱北海道アルファ
１回目 2,270,000 2,280,000 2,283,000 2,320,000 2,248,000
２回目
３回目

5

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 2,560,000 落札価格
工事場所
工事概要 152か所 期間 契約締結日翌日 平成29年9月29日

2,480,000
大樹町水道事業区域 予定価格 2,560,000 契約金額 2,678,400

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 2,495,000 2,500,000 2,500,000 2,480,000 2,500,000
２回目
３回目
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2,840,000

増築実施設計　研修室・倉庫・渡り廊下　１２９㎡ 期間 契約締結日翌日 株式会社　創造設計舎
2

入札名 宇宙交流センターＳＯＲＡ増築工事実施設計業務 入札書比較価格 2,997,000 落札価格

㈱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

㈲野村建設㈲間組指名業者

大樹町学童農業研修センター浴室等改修工事入札名

1

３回目
２回目

2,870,000
指名業者

予定価格 3,236,760 契約金額 3,067,200
工事概要 平成29年7月15日 落札業者名
工事場所 広尾郡大樹町字美成１７０番地１の内

１回目 2,940,000 2,840,000

入札結果一覧
入札日時場所 平成29年4月5日 10:00 大樹町役場4階委員会室

入札書比較価格 3,054,000 落札価格 2,980,000
工事場所 広尾郡大樹町字晩成２番地６ 予定価格 3,298,320 契約金額 3,218,400
工事概要 浴場改修 期間 契約締結日翌日 平成29年6月30日 落札業者名 佐藤建設

㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱
１回目 3,015,000 3,010,000 3,030,000 3,000,000 2,980,000 3,031,000 3,000,000
２回目
３回目
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