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３回目

２回目

１回目 3,000,000 2,970,000 2,989,000

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

大樹町暁町6番地1 予定価格 3,337,200 契約金額 3,207,600

工事概要 ナースコール設備１式 期間 平成30年4月6日 平成30年6月15日

2

入札名 特別養護老人ホームナースコール設備更新工事 入札書比較価格 3,090,000 落札価格 2,970,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 3,465,000 3,455,000 3,453,000 3,450,000 3,460,000 3,466,000

及川建設

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

工事概要 木造平屋建138.51ｍ2、簡易鉄骨造平屋建118.76ｍ2 期間 平成30年4月6日 平成30年5月25日 落札業者名

落札価格 3,450,000

工事場所 大樹町双葉町4番地１ 予定価格 3,747,600 契約金額 3,726,000

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年4月4日 10:00 大樹町役場4階委員会室

1

入札名 旧営繕作業所等解体撤去工事 入札書比較価格 3,470,000
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～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 850,000 860,000 865,000 870,000 870,000

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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

大樹町水道事業区域 予定価格 950,400 契約金額 918,000

工事概要 量水器　Φ13　31個
量水器　Φ20　29個 期間 平成30年4月20日 平成30年7月10日

11

入札名 検定満期メータ器更新工事(５工区） 入札書比較価格 880,000 落札価格 850,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 910,000 900,000 920,000 929,000 920,000

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 ㈱北海道アルファ

工事概要 量水器　Φ13　19個
量水器　Φ20　42個 期間 平成30年4月20日 平成30年7月10日 落札業者名

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,004,400 契約金額 972,000

10

入札名 検定満期メータ器更新工事　４工区 入札書比較価格 930,000 落札価格 900,000

３回目

２回目

１回目 2,320,000 2,325,000 2,340,000 2,308,000 2,330,000

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

大樹町水道事業区域 予定価格 2,570,400 契約金額 2,492,640

工事概要 量水器　Φ13　66個
量水器　Φ20　62個
量水器　Φ25　14個
量水器　Φ40　10個 期間 平成30年4月20日 平成30年9月28日

9

入札名 検定満期メータ器更新工事(３工区） 入札書比較価格 2,380,000 落札価格 2,308,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 2,280,000 2,290,000 2,270,000 2,280,000 2,300,000

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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

工事概要 量水器　Φ１３　81個
量水器　Φ２０　54個
量水器　Φ２５　17個
量水器　Φ50　　1個
量水器　Φ４０　　2個 期間 平成30年4月20日 平成30年9月28日 落札業者名

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,527,200 契約金額 2,451,600

8

入札名 検定満期メータ器更新工事(２工区） 入札書比較価格 2,340,000 落札価格 2,270,000

３回目

２回目

１回目 2,350,000 2,350,000 2,360,000 2,365,000 2,328,000

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

大樹町水道事業区域 予定価格 2,592,000 契約金額 2,514,240

工事概要 量水器　Φ１３　70個
量水器　Φ２０　76個
量水器　Φ２５　　7個
量水器　Φ４０　　５個 期間 平成30年4月20日 平成30年9月28日

7

入札名 検定満期メータ器更新工事(１工区） 入札書比較価格 2,400,000 落札価格 2,328,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 19,700,000 20,000,000

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 業業量47.76ＨＡ　 期間 平成30年4月20日 平成30年9月20日 落札業者名

工事場所 萠和４５４－１外 予定価格 22,111,920 契約金額 21,276,000

6

入札名 萠和地区外間伐請負工事 入札書比較価格 20,474,000 落札価格 19,700,000

３回目

２回目

１回目 21,400,000 21,000,000

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

振別２９９－１外 予定価格 23,739,480 契約金額 22,680,000

工事概要 事業量25.68ＨＡ 期間 平成30年4月20日 平成30年9月20日

5

入札名 振別地区外間伐請負工事 入札書比較価格 21,981,000 落札価格 21,000,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 3,180,000 3,100,000

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 事業量　15.46ＨＡ 期間 平成30年4月20日 平成30年5月30日 落札業者名

工事場所 晩成３４－１外 予定価格 3,499,200 契約金額 3,348,000

4

入札名 晩成地区外新植請負工事 入札書比較価格 3,240,000 落札価格 3,100,000

３回目

２回目

１回目 4,150,000 4,230,000

平成30年5月30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

4,150,000

工事場所 光地園２８－１外 予定価格 4,633,200 契約金額 4,482,000

3

入札名 光地園地区新植請負工事 入札書比較価格 4,290,000 落札価格

工事概要 事業量　20.85ＨＡ 期間 平成30年4月20日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年4月18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 2,590,000 2,590,000 2,630,000 2,580,000 2,610,000

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

大樹町字日方 予定価格 2,872,800 契約金額 2,786,400

工事概要 PEΦ５０　L=６５．８０ｍ 期間 平成30年5月11日 平成30年7月31日

16

入札名 日方団地建設事業に伴う配水管移設工事 入札書比較価格 2,660,000 落札価格 2,580,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 2,260,000 2,265,000 2,250,000 2,263,000 2,270,000

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 PEΦ５０　L=５５．６０ｍ 期間 平成30年5月11日 平成30年7月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 2,484,000 契約金額 2,430,000

15

入札名 旭浜東通線改良舗装工事に伴う配水管移設工事 入札書比較価格 2,300,000 落札価格 2,250,000

３回目

２回目

１回目 1,390,000 1,415,000 1,430,000 1,440,000 1,420,000 1,420,000 1,436,000

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㈱

大樹町新通1丁目 予定価格 1,566,000 契約金額 1,501,200

工事概要 汚水桝　1カ所 期間 平成30年5月11日 平成30年6月29日

14

入札名 大樹公共下水道単独工事第１工区 入札書比較価格 1,450,000 落札価格 1,390,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 4,110,000 4,150,000 4,100,000 4,125,000 4,125,000 4,120,000 4,120,000

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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

工事概要 復旧延長　L=48m 期間 平成30年5月11日 平成30年8月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字拓進 予定価格 4,503,600 契約金額 4,428,000

13

入札名 拓進４８号線法面修繕工事 入札書比較価格 4,170,000 落札価格 4,100,000

３回目

3,900,000

２回目

㈲恩田設備工業所

１回目 3,860,000 3,950,000 3,900,000 3,930,000 3,880,000 3,880,000

平成30年8月31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

3,860,000

工事場所 大樹町字石坂 予定価格 4,298,400 契約金額 4,168,800

12

入札名 中島川沿線道路排水修繕工事 入札書比較価格 3,980,000 落札価格

工事概要 道路修繕　L=353.99 期間 平成30年5月11日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年5月9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 74,000,000 74,400,000 74,600,000

株式会社　池下電設

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 大樹町生涯学習センターコスモスホール舞台照明設備の更新 期間 平成30年5月18日 平成31年3月31日 落札業者名

工事場所 広尾郡大樹町双葉町6番地１ 予定価格 80,848,800 契約金額 79,920,000

20

入札名 生涯学習センターコスモスホール舞台照明設備更新工事 入札書比較価格 74,860,000 落札価格 74,000,000

３回目

２回目

１回目 10,680,000 10,685,000 10,720,000 10,600,000

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

大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 11,707,200 契約金額 11,448,000

工事概要 日方団地１号棟の機械設備 期間 平成30年5月18日 平成30年10月31日

19

入札名 日方団地１号棟新築工事(機械設備） 入札書比較価格 10,840,000 落札価格 10,600,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 7,168,800 7,185,400 7,179,000

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

工事概要 日方団地１号棟の電気設備 期間 平成30年5月18日 平成30年10月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 7,765,200 契約金額 7,742,304

18

入札名 日方団地１号棟新築工事(電気設備） 入札書比較価格 7,190,000 落札価格 7,168,800

３回目

２回目

１回目 55,180,000 55,200,000 54,900,000

平成30年10月31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

54,900,000

工事場所 広尾郡大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 60,631,200 契約金額 59,292,000

17

入札名 日方団地１号棟新築工事（建築主体）及び外構工事 入札書比較価格 56,140,000 落札価格

工事概要 建築主体及び外構工事 期間 平成30年5月18日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年5月16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 2,890,000 2,870,000 2,900,000 2,875,000 2,890,000 2,880,000

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 ㈱創樹 播間建設工業㈱

工事概要 町営住宅の屋根塗装工事 期間 平成30年5月25日 平成30年8月10日 落札業者名

工事場所 大樹町柏木町14番地３，１３ 予定価格 3,175,200 契約金額 3,099,600

28

入札名 町営住宅屋根塗装工事 入札書比較価格 2,940,000 落札価格 2,870,000

３回目

２回目

１回目 1,950,000 1,980,000 1,970,000

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

大樹町字日方 予定価格 2,224,800 契約金額 2,106,000

工事概要 0 期間 平成30年5月25日 平成30年9月28日

27

入札名 南町１０号線調査設計業務 入札書比較価格 2,060,000 落札価格 1,950,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 1,800,000 1,810,000 1,780,000

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

工事概要 0 期間 平成30年5月25日 平成30年9月28日 落札業者名

工事場所 大樹町幸町 予定価格 2,030,400 契約金額 1,922,400

26

入札名 幸町団地３号線調査設計業務 入札書比較価格 1,880,000 落札価格 1,780,000

３回目

２回目

１回目 1,980,000 1,950,000 1,990,000

落札業者名 丸菱測量設計事務所

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

大樹町字下大樹 予定価格 2,257,200 契約金額 2,106,000

工事概要 0 期間 平成30年5月25日 平成30年9月28日

25

入札名 北町２号線調査設計業務 入札書比較価格 2,090,000 落札価格 1,950,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 7,140,000 7,120,000 7,150,000 7,210,000 7,170,000 7,190,000 7,170,000

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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

工事概要 法面復旧　Ｌ＝17.25 期間 平成30年5月25日 平成30年9月28日 落札業者名

工事場所 大樹町字幸徳 予定価格 7,884,000 契約金額 7,689,600

24

入札名 住吉線法面修繕工事 入札書比較価格 7,300,000 落札価格 7,120,000

３回目

２回目

１回目 4,710,000 4,750,000 4,730,000 4,700,000 4,730,000 4,730,000 4,720,000

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

大樹町新通 予定価格 5,162,400 契約金額 5,076,000

工事概要 舗道修繕　Ｌ＝102.7ｍ 期間 平成30年5月25日 平成30年9月28日

23

入札名 新通南仲通線歩道修繕工事 入札書比較価格 4,780,000 落札価格 4,700,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 5,230,000 5,150,000

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 大樹町字晩成他の保育下刈 期間 平成30年5月25日 平成30年8月10日 落札業者名

工事場所 大樹町字晩成他 予定価格 5,756,400 契約金額 5,562,000

22

入札名 晩成地区外保育下刈請負工事 入札書比較価格 5,330,000 落札価格 5,150,000

３回目

２回目

１回目 5,500,000 5,550,000

平成30年8月10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

5,500,000

工事場所 大樹町字光地園他 予定価格 6,156,000 契約金額 5,940,000

21

入札名 光地園地区外保育下刈請負工事 入札書比較価格 5,700,000 落札価格

工事概要 大樹町光地園外の保育下刈 期間 平成30年5月25日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年5月23日 10:00 大樹町役場4階委員会室



～

～

～

３回目

２回目

１回目 9,250,000 9,200,000 9,300,000

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

大樹町字生花５３３－３ 予定価格 10,119,600 契約金額 9,936,000

工事概要 1号棟4戸、2号棟４戸、３号棟４戸 期間 平成30年6月8日 平成30年9月10日

31

入札名 町営住宅屋根張替工事 入札書比較価格 9,370,000 落札価格 9,200,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 13,700,000 13,850,000 14,000,000

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 中央運動公園センターハウスの屋根の防水工事 期間 平成30年6月8日 平成30年9月10日 落札業者名

工事場所 大樹町字振別１３７ 予定価格 15,174,000 契約金額 14,796,000

30

入札名 中央運動公園センターハウス屋上防水改修工事 入札書比較価格 14,050,000 落札価格 13,700,000

３回目

２回目

１回目 2,840,000 2,810,000 2,790,000

平成30年9月28日 落札業者名 株式会社　ズコーシャ

指名業者 ㈱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

2,790,000

工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 3,250,800 契約金額 3,013,200

29

入札名 橋梁補修実施設計業務 入札書比較価格 3,010,000 落札価格

工事概要 大樹町字下大樹の橋梁補修実施設計 期間 平成30年6月8日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年6月6日 10:00 大樹町役場4階委員会室



～

～

～

～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 14,080,000 14,130,000 14,210,000 14,130,000

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 ＰＥΦ１００　Ｌ＝４２０．２８ｍ 期間 平成30年6月22日 平成30年10月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字拓北 予定価格 15,368,400 契約金額 15,206,400

39

入札名 拓北１号配水管路配水管更新工事　第３工区 入札書比較価格 14,230,000 落札価格 14,080,000

３回目

２回目

１回目 21,550,000 21,500,000 21,600,000 21,620,000

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

大樹町字拓北 予定価格 23,490,000 契約金額 23,220,000

工事概要 ＰＥΦ１００　Ｌ＝５５４．９３ｍ 期間 平成30年6月22日 平成30年10月31日

38

入札名 拓北１号配水管路配水管更新工事　第２工区 入札書比較価格 21,750,000 落札価格 21,500,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 19,400,000 19,400,000 19,320,000 19,420,000

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 ＰＥΦ１００　Ｌ＝５４９．１３ｍ 期間 平成30年6月22日 平成30年10月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字拓北 予定価格 21,189,600 契約金額 20,865,600

37

入札名 拓北１号配水管路配水管更新工事　第１工区 入札書比較価格 19,620,000 落札価格 19,320,000

３回目

1,820,000 1,839,000

２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,800,000 1,810,000 1,815,000 1,823,000 1,830,000 1,820,000 1,830,000

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㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱

大樹町西本通 予定価格 1,987,200 契約金額 1,944,000

工事概要 浄化槽　７人槽１式 期間 平成30年6月22日 平成30年9月28日

36

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 1,840,000 落札価格 1,800,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 1,860,000 1,870,000 1,880,000 1,850,000

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

工事概要 破線　Ｌ＝８，６４０ｍ 期間 平成30年6月22日 平成30年9月28日 落札業者名

工事場所 大樹町 予定価格 2,073,600 契約金額 1,998,000

35

入札名 舗装道路区画線設置工事 入札書比較価格 1,920,000 落札価格 1,850,000

３回目

２回目

１回目 14,950,000 14,980,000 15,050,000 15,200,000 14,880,000 15,000,000 15,150,000

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 ㈱エフリード 勝海電気㈱

大樹町字開進 予定価格 16,437,600 契約金額 16,070,400

工事概要 Ｌ＝１２.３９ｍ 期間 平成30年6月22日 平成31年2月28日

34

入札名 開進本線橋梁護岸修繕工事 入札書比較価格 15,220,000 落札価格 14,880,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 24,730,000 24,750,000 24,950,000 24,500,000 24,800,000 24,800,000 25,000,000

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 Ｌ＝１２３ｍ 期間 平成30年6月22日 平成30年11月30日 落札業者名

工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 27,226,800 契約金額 26,460,000

33

入札名 旭浜東通線改良舗装工事 入札書比較価格 25,210,000 落札価格 24,500,000

３回目

26,800,000

２回目

勝海電気㈱

１回目 26,330,000 26,380,000 26,700,000 26,800,000 26,500,000 26,400,000

平成30年11月30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

26,330,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 29,073,600 契約金額 28,436,400

32

入札名 南町１号線改良舗装工事 入札書比較価格 26,920,000 落札価格

工事概要 Ｌ＝１５７ｍ 期間 平成30年6月22日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年6月20日 10:00 大樹町役場4階委員会室



～

～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 38,600,000 39,000,000 39,950,000

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 住吉取水場・導水調整池・住吉浄水場の電気計装設備の更新 期間 平成30年7月6日 平成30年12月15日 落札業者名

工事場所 住吉取水場・導水調整池・住吉浄水場 予定価格 43,956,000 契約金額 41,688,000

45

入札名 水道施設電気計装設備更新工事 入札書比較価格 40,700,000 落札価格 38,600,000

３回目

２回目

１回目 5,180,000 5,160,000 5,140,000 5,180,000

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

大樹町字幸徳 予定価格 5,637,600 契約金額 5,551,200

工事概要 仮設配管撤去
ＳＵＳ250Ａ　Ｌ＝221.6ｍ
ＳＵＳ100Ａ　Ｌ＝5.2ｍ 期間 平成30年7月6日 平成31年2月28日

44

入札名 住吉送水管等仮設配管撤去工事 入札書比較価格 5,220,000 落札価格 5,140,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 37,530,000 37,500,000 37,580,000 37,600,000

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㈲ ㈱北海道アルファ

工事概要 管路工　ＤＣＩＰΦ300　Ｌ＝12.08
橋梁添架工　ＳＵＳ300Ａ　Φ400　Ｌ＝66.35
　　　　　　　　　ＤＣＩＰ　 　　  Φ300　Ｌ＝72.62
既設管撤去工　ＳＵＳ300Ａ　Φ400　Ｌ＝10.25 期間 平成30年7月6日 平成31年2月28日 落札業者名

工事場所 大樹町字幸徳 予定価格 40,694,400 契約金額 40,500,000

43

入札名 住吉送水管路災害復旧工事 入札書比較価格 37,680,000 落札価格 37,500,000

３回目

２回目

１回目 13,640,000 13,690,000 13,700,000 13,700,000

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

大樹町字幸徳 予定価格 14,893,200 契約金額 14,731,200

工事概要 橋梁添架工　Ｌ＝69.10ｍ
管路工　　　ＤＣＩＰΦ100　Ｌ＝8.26ｍ 期間 平成30年7月6日 平成31年2月28日

42

入札名 相川１号配水管路橋梁添架工事 入札書比較価格 13,790,000 落札価格 13,640,000

工事場所

３回目

1,700,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 1,700,000 1,700,000 1,690,000 1,680,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

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1式 期間 平成30年7月6日 平成30年10月15日 落札業者名

工事場所 大樹町字大樹 予定価格 1,857,600 契約金額 1,814,400

41

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 1,720,000 落札価格 1,680,000

３回目

13,500,000

２回目

勝海電気㈱

１回目 13,460,000 13,470,000 13,500,000 13,500,000 13,400,000 13,500,000

平成30年12月10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 ㈱エフリード

13,400,000

工事場所 大樹町幸町、字晩成 予定価格 14,763,600 契約金額 14,472,000

40

入札名 ４０㎥級Ⅲ型二次耐震性貯水槽新設工事 入札書比較価格 13,670,000 落札価格

工事概要 防火水槽設置　Ｎ＝２ 期間 平成30年7月6日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年7月4日 10:00 大樹町役場4階委員会室



～

～

３回目

２回目

#N/A

１回目 2,400,000 2,460,000

有限会社　高橋ボイラー設備工業

指名業者 (有）高橋ボイラー設備工業 (株)奥原商会 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

工事概要 Ａ重油　１０ＫＬ 期間 平成30年7月20日 平成30年11月30日 落札業者名

工事場所 広尾郡大樹町鏡町1番地１ 予定価格 2,777,760 契約金額 2,592,000

47

入札名 大樹中学校鋼製地下タンクライニング工事 入札書比較価格 2,572,000 落札価格 2,400,000

３回目

2,050,000 2,050,000 2,020,000

２回目

大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 2,040,000 2,048,000 2,060,000 2,050,000 2,080,000 2,050,000

平成30年10月31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

2,020,000

工事場所 大樹町字石坂 予定価格 2,257,200 契約金額 2,181,600

46

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 2,090,000 落札価格

工事概要 浄化槽7人槽　一式 期間 平成30年7月20日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年7月18日 10:00 大樹町役場4階委員会室



～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 2,510,000 2,540,000 2,500,000 2,510,000 2,530,000

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

大樹町水道事業区域 予定価格 2,764,800 契約金額 2,700,000

工事概要 老朽消火栓の更新 期間 平成30年8月10日 平成30年10月31日

52

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 2,560,000 落札価格 2,500,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 15,890,000 15,950,000 15,860,000 16,000,000 16,100,000 16,000,000 15,960,000

株式会社　髙橋工務店

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 汚泥濃縮槽防食　４７㎡
汚泥貯留槽防食105㎡
管理覆蓋　　１箇所 期間 平成30年8月10日 平成31年3月20日 落札業者名

工事場所 大樹町字暁町 予定価格 17,474,400 契約金額 17,128,800

51

入札名 大樹下水終末処理場防食工事 入札書比較価格 16,180,000 落札価格 15,860,000

３回目

２回目

１回目 2,720,000 2,767,000 2,700,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,750,000

落札業者名 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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

住吉浄水場 予定価格 2,991,600 契約金額 2,916,000

工事概要 防護柵修繕　L=47.1ｍ 期間 平成30年8月10日 平成30年10月31日

50

入札名 住吉浄水場立入防護柵修繕 入札書比較価格 2,770,000 落札価格 2,700,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 840,000 857,000 850,000 830,000 840,000 841,000 850,000

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

工事概要 橋梁保全工事 期間 平成30年8月10日 平成30年12月10日 落札業者名

工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 928,800 契約金額 896,400

49

入札名 ふるさと大橋修繕工事 入札書比較価格 860,000 落札価格 830,000

３回目

980,000

２回目

㈲恩田設備工業所

１回目 970,000 987,000 990,000 980,000 985,000 980,000

平成30年10月31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

970,000

工事場所 大樹町松山町 予定価格 1,069,200 契約金額 1,047,600

48

入札名 松山８号線改良工事 入札書比較価格 990,000 落札価格

工事概要 道路改良工　L=45.30ｍ 期間 平成30年8月10日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年8月8日 13:00 大樹町役場4階委員会室



～

～

～

～

３回目

2,690,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 2,700,000 2,699,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,660,000

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 ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱

工事概要 浄化槽　10人槽　1式 期間 平成30年8月24日 平成30年11月15日 落札業者名

工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 2,959,200 契約金額 2,872,800

56

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 2,740,000 落札価格 2,660,000

３回目

1,930,000 1,936,000

２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,920,000 1,895,000 1,920,000 1,930,000 1,920,000 1,930,000 1,930,000

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㈱

大樹町字浜大樹 予定価格 2,106,000 契約金額 2,046,600

工事概要 浄化槽　7人槽　1式 期間 平成30年8月24日 平成30年11月15日

55

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 1,950,000 落札価格 1,895,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 10,300,000 10,150,000

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　20.51ｈａ 期間 平成30年8月24日 平成30年12月7日 落札業者名

工事場所 大樹町字晩成外 予定価格 11,232,000 契約金額 10,962,000

54

入札名 晩成地区外準備地拵請負工事 入札書比較価格 10,400,000 落札価格 10,150,000

３回目

２回目

１回目 10,400,000 10,550,000

平成30年12月7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

10,400,000

工事場所 大樹町字下大樹外 予定価格 11,523,600 契約金額 11,232,000

53

入札名 下大樹地区外準備地拵請負工事 入札書比較価格 10,670,000 落札価格

工事概要 準備地拵え　23.91ｈａ 期間 平成30年8月24日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年8月22日 10:00 大樹町役場4階委員会室



～

～

～

～

３回目

2,480,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 2,480,000 2,460,000 2,480,000 2,480,000 2,460,000 2,420,000 2,460,000 2,460,000

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㈱

工事概要 浄化槽　10人槽　1式 期間 平成30年9月7日 平成30年11月30日 落札業者名

工事場所 大樹町字萠和 予定価格 2,700,000 契約金額 2,613,600

60

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 2,500,000 落札価格 2,420,000

３回目

２回目

１回目 2,210,000 2,250,000 2,240,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,280,000

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㈱

大樹町東本通 予定価格 2,473,200 契約金額 2,386,800

工事概要 汚水桝　３箇所 期間 平成30年9月7日 平成30年10月31日

59

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 2,290,000 落札価格 2,210,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 2,840,000 2,910,000 2,920,000 2,890,000 2,890,000 2,910,000

有限会社　間組

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

工事概要 公営住宅ブロック造１棟
ＣＢ造平屋建２号棟　１５７㎡ 期間 平成30年9月7日 平成30年11月20日 落札業者名

工事場所 大樹町新通４丁目５－１ 予定価格 3,186,000 契約金額 3,067,200

58

入札名 新通団地解体工事 入札書比較価格 2,950,000 落札価格 2,840,000

３回目

２回目

１回目 6,370,000 6,375,000 6,350,000 6,465,000 6,405,000 6,385,000

平成30年12月14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 ㈱創樹 播間建設工業㈱

6,350,000

工事場所 大樹町字日方４０１番地 予定価格 7,020,000 契約金額 6,858,000

57

入札名 日方団地解体工事 入札書比較価格 6,500,000 落札価格

工事概要 公営住宅ブロック造２棟
ＣＢ造平屋建２号棟　１６６．５㎡ 期間 平成30年9月7日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年9月5日 9:00 大樹町役場4階委員会室



～

61

入札書比較価格

３回目

２回目

#N/A

１回目 247,000,000 事前辞退 事前辞退 事前辞退 事前辞退 245,000,000

北海電気工事株式会社

指名業者 (株)協和エクシオ北海道支社 (株)日立国際電気北海支社 日本無線(株)北海道支社 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)北海道社 電気興業(株)北海道支社 北海電気工事株式会社 #N/A #N/A

245,000,000

工事場所 大樹町一円 予定価格 268,023,600 契約金額 264,600,000

入札名 大樹町情報通信基盤整備工事 248,170,000 落札価格

工事概要 センター基地局　１箇所
基幹中継基地局　５箇所
一般中継基地局　５９箇所 期間 平成30年9月13日 平成31年2月28日 落札業者名

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年9月11日 9:00 大樹町役場２階中会議室



～

62

入札書比較価格

３回目

２回目

１回目 4,425,000 4,390,000 4,430,000 4,420,000 4,415,000 4,410,000

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 ㈱創樹 播間建設工業㈱

4,390,000

工事場所 大樹町柏木町１６番地２の内 予定価格 4,838,400 契約金額 4,741,200

入札名 給食センター車庫新築工事 4,480,000 落札価格

工事概要 給食センター車庫 期間 平成30年9月21日 平成30年12月25日 落札業者名

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年9月19日 10:00 大樹町役場２階中会議室



～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 2,580,000 2,550,000 2,570,000 2,540,000 2,550,000 2,544,000

及川建設

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

工事概要 旧旭保育所の解体 期間 平成30年10月12日 平成30年12月14日 落札業者名

工事場所 広尾郡大樹町字旭浜９６－６ 予定価格 2,808,000 契約金額 2,743,200

66

入札名 旧旭保育所解体工事 入札書比較価格 2,600,000 落札価格 2,540,000

３回目

２回目

１回目 2,390,000 2,370,000 2,380,000 2,390,000 2,355,000 2,385,000

落札業者名 株式会社　創樹

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

広尾郡大樹町柏木町14番地３ 予定価格 2,602,800 契約金額 2,543,400

工事概要 公営住宅ブロック造１棟３戸 期間 平成30年10月12日 平成30年12月14日

65

入札名 柏木町団地解体工事 入札書比較価格 2,410,000 落札価格 2,355,000

工事場所

３回目

２回目

#N/A

１回目 31,100,000 31,170,000 31,000,000 31,250,000 31,200,000

ＪＦＥエンジニアリング株式会社北海道支店　

指名業者 新栄クリエイト株式会社 北海道富士電機株式会社 ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社北海道支店 株式会社　日星電機 荏原商事株式会社北海道支店 #N/A #N/A #N/A

工事概要 機器類及び電機制御設備の対応年数が経過した為、更新（耐用年数15年） 期間 平成30年10月16日 平成31年3月10日 落札業者名

工事場所 住吉浄水場 予定価格 33,793,200 契約金額 33,480,000

64

入札名 住吉浄水場前処理設備更新工事 入札書比較価格 31,290,000 落札価格 31,000,000

３回目

1,975,000 1,990,000 1,990,000

２回目

大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,990,000 1,990,000 1,995,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

平成30年12月25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

1,975,000

工事場所 大樹町字振別 予定価格 2,181,600 契約金額 2,133,000

63

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 2,020,000 落札価格

工事概要 大樹町字振別２２８番地
菊地　清紀　氏宅 期間 平成30年10月16日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年10月10日 10:00 大樹町役場４階委員会室



～

～

～

３回目

２回目

１回目 1,292,000 1,260,000 1,290,000

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

大樹町暁町6番地２　大樹町立国民健康保険病院 予定価格 1,404,000 契約金額 1,360,800

工事概要 防犯カメラ設置工事 期間 平成30年10月26日 平成30年12月28日

69

入札名 大樹町立国民健康保険病院防犯カメラ設置工事 入札書比較価格 1,300,000 落札価格 1,260,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 1,159,000 1,170,000 1,175,000 1,171,000 1,180,000

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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

工事概要 老朽消火栓の更新 期間 平成30年10月26日 平成31年1月25日 落札業者名

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,285,200 契約金額 1,251,720

68

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 1,190,000 落札価格 1,159,000

３回目

２回目

１回目 1,810,000 1,815,000 1,830,000 1,800,000 1,820,000

平成31年1月25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

1,800,000

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,008,800 契約金額 1,944,000

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 1,860,000 落札価格

工事概要 老朽消火栓の更新 期間 平成30年10月26日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年10月24日 10:00 大樹町役場４階委員会室



～

～

～

３回目

1,830,000 1,860,000

２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,818,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,860,000

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㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱

大樹町字生花 予定価格 2,019,600 契約金額 1,963,440

工事概要 浄化槽5人槽一式 期間 平成30年11月9日 平成31年1月31日

72

入札名 個別排水処理施設整備工事第１０工区 入札書比較価格 1,870,000 落札価格 1,818,000

工事場所

３回目

2,100,000

２回目 くじ引き落札

㈲北海道藤棚工業

１回目 2,100,000 2,100,000 2,105,000 2,090,000 2,100,000 2,090,000 2,110,000 2,100,000

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㈱

工事概要 浄化槽7人槽一式 期間 平成30年11月9日 平成31年1月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字振別 予定価格 2,300,400 契約金額 2,257,200

71

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 2,130,000 落札価格 2,090,000

３回目

1,890,000 1,880,000 1,870,000

２回目

大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,870,000 1,890,000 1,855,000 1,890,000 1,900,000 1,900,000

平成31年1月31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

1,855,000

工事場所 大樹町字石坂 予定価格 2,062,800 契約金額 2,003,400

70

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 1,910,000 落札価格

工事概要 浄化槽7人槽一式 期間 平成30年11月9日

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年11月7日 10:00 大樹町役場４階委員会室



～

73

入札書比較価格 2,630,000

１５回目

１４回目

１３回目 2,524,280 2,530,000 2,475,000

平成31年2月8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

予定価格 2,840,400 契約金額 2,673,000

入札名 柏木町団地共用電灯設備改修工事 落札価格

工事概要 柏木町団地2-1号棟・2-2号棟 期間 平成30年12月7日

2,475,000

工事場所 広尾郡大樹町柏木町１４番地１

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年12月5日 10:00 大樹町役場４階委員会室



～

～

３回目

4,830,000

２回目

勝海電気㈱

１回目 4,770,000 4,800,000 4,780,000 4,600,000 4,800,000 4,840,000

平成31年2月28日 落札業者名 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

4,600,000

工事場所 大樹町字開進 予定価格 5,238,000 契約金額 4,968,000

75

入札名 リュウ川支障木伐採処理工事 入札書比較価格 4,850,000 落札価格

工事概要 リュウ川支障木伐採処理　L=550ｍ 期間 平成31年1月11日

入札日時場所 平成31年1月9日 10:00 大樹町役場４階委員会室

74

入札書比較価格

３回目

２回目

１回目 4,467,650 4,484,600 4,487,450

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

工事場所 広尾郡大樹町字晩成２番地　晩成温泉 予定価格 4,849,200 契約金額 4,825,062

入札名 晩成温泉及び晩成の宿高圧受電設備改修工事 4,490,000 落札価格

工事概要 晩成温泉・晩成の宿　高圧受電設備改修 期間 平成30年12月21日

4,467,650

平成31年3月31日 落札業者名 有限会社　神山電気商会

入札結果一覧

入札日時場所 平成30年12月19日 10:00 大樹町役場４階委員会室
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