
～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 12,790,000 12,850,000 12,820,000 12,640,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000

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
復旧延長 Ｌ＝７９ｍ
かごマット工 Ｌ＝７９ｍ Ａ＝１５９㎡
盛土工 Ｖ＝１２００ｍ3
路盤工 Ｌ＝６３ｍ Ａ＝１３４㎡

期間 平成29年4月3日 平成29年7月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字開進 予定価格 14,083,200 契約金額 13,651,200

88

入札名 第９６２号　町道開進本線　災害復旧工事 入札書比較価格 13,040,000 落札価格 12,640,000

３回目

２回目

１回目 11,680,000 11,720,000 11,720,000 11,800,000 11,640,000 11,700,000 11,800,000

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 12,830,400 契約金額 12,571,200

工事概要
復旧延長（右岸）　Ｌ＝５６ｍ
連節ブロック工　　Ｌ＝５６ｍ
Ａ＝４５４㎡（内布設替　Ａ＝６１㎡）

期間 平成29年4月3日 平成29年7月31日

87

入札名 第９６１号　普通河川紋別川　災害復旧工事 入札書比較価格 11,880,000 落札価格 11,640,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 49,980,000 50,350,000 50,100,000 51,000,000 50,000,000 50,200,000 51,000,000

㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード 勝海電気㈱

53,978,400

工事概要
復旧延長　Ｌ＝２７４ｍ
連接ブロック工
（左岸）Ｌ＝１８３ｍ　Ａ＝１３６８㎡
（右岸）Ｌ＝９１ｍ　　Ａ＝６８６㎡

期間 平成29年4月3日 平成29年8月31日 落札業者名 播間建設工業　株式会社

入札書比較価格 51,100,000 落札価格 49,980,000

工事場所 大樹町字開進 予定価格 55,188,000 契約金額

入札日時場所 平成29年3月23日 10:00 大樹町役場4階委員会室

86

入札名 第９６０号　普通河川紋別川　災害復旧工事

指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱

入札結果一覧

入札日時場所 平成29年1月18日 10:00 大樹町役場4階委員会室

85

入札名 芽武地区農業用排水路支障木伐採処理工事

指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱

入札書比較価格 6,570,000 落札価格 6,200,000

工事場所 大樹町字芽武 予定価格 7,095,600 契約金額 6,696,000

工事概要 支障木伐採 L=700m 期間 平成29年1月20日 平成29年2月28日 落札業者名 有限会社　間組

㈱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 6,510,000 6,500,000 6,400,000 6,200,000 6,370,000 6,500,000 6,440,600

２回目

３回目



～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 8,370,000 8,400,000 8,380,000 8,390,000 8,430,000 8,425,000 8,400,000

大木建設㈱ ㈲木戸建設 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

9,039,600

工事概要 根固めブロック（新材）３０個、根固めブロック（布設替）３４個、かごマット １７０㎡ 期間 平成28年12月30日 平成29年3月17日 落札業者名 株式会社　松本工業

入札書比較価格 8,470,000 落札価格 8,370,000

工事場所 大樹町字拓進 予定価格 9,147,600 契約金額

入札日時場所 平成28年12月28日 10:00 大樹町役場2階中会議室

84

入札名 坂下取水場施設災害復旧工事

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設

入札日時場所 平成28年11月24日 10:00 大樹町役場2階中会議室

81

入札名 大樹町役場庁舎耐震化検討業務

指名業者 ㈱創造設計舎 日本都市設計㈱

入札書比較価格 12,287,000 落札価格 8,000,000

工事場所 広尾郡大樹町東本通３３番地 予定価格 13,269,960 契約金額 8,640,000

工事概要 鉄筋コンクリート造　４階建　３３１７㎡ 期間 平成28年11月28日 平成29年3月21日 落札業者名 株式会社　岡田設計
㈱久米設計　札幌支社 ㈱アトリエブンク ㈱岡田設計 ㈱石本建築事務所札幌支店 ㈱山下設計北海道支社

１回目 8,450,000 9,800,000 19,600,000 10,800,000 8,000,000 9,200,000 8,100,000

２回目

３回目

82

入札名 個別排水処理施設整備工事第１２工区 入札書比較価格 2,280,000 落札価格 2,234,000

工事場所 大樹町字大樹 予定価格 2,462,400 契約金額 2,412,720

工事概要 浄化槽一式設置（１０人槽、浸透） 期間 平成28年11月28日 平成29年1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㈲ ㈱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 2,240,000 2,250,000 2,270,000 2,234,000 2,270,000 2,250,000 2,245,000 2,255,000 2,242,000

２回目

３回目

83

入札名 個別排水処理施設整備工事第１３工区 入札書比較価格 1,890,000 落札価格 1,850,000

工事場所 大樹町字生花 予定価格 2,041,200 契約金額 1,998,000

播間建設工業㈱

工事概要 浄化槽一式（７人槽、放流） 期間 平成28年11月28日 平成29年1月31日 落札業者名

1,870,000

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㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,860,000 1,850,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,860,000 1,860,000 1,876,000

２回目

３回目



～

３回目

２回目

１回目 1,020,000 1,050,000 1,060,000 1,045,000 1,050,000 1,027,000 1,050,000

㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード ㈱髙橋工務店 勝海電気㈱

1,101,600

工事概要 汚水桝　２箇所 期間 平成28年11月11日 平成28年12月20日 落札業者名 播間建設工業　株式会社

入札書比較価格 1,070,000 落札価格 1,020,000

工事場所 大樹町字振別、緑町 予定価格 1,155,600 契約金額

入札日時場所 平成28年11月9日 10:00 大樹町役場4階委員会室

78

入札名 大樹公共下水道単独工事第２工区

指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱



～

～

３回目

1,606,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 1,598,000 1,600,000 1,605,000 1,610,000 1,600,000 1,600,000 1,610,000 1,590,000

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５人槽一式 期間 平成28年11月11日 平成28年12月20日 落札業者名

工事場所 大樹町字日方 予定価格 1,749,600 契約金額 1,717,200

80

入札名 個別排水処理施設整備工事第１１工区 入札書比較価格 1,620,000 落札価格 1,590,000

３回目

1,625,000 1,630,000

２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,600,000

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㈱

大樹町字中島 予定価格 1,782,000 契約金額 1,728,000

工事概要 浄化槽５人槽一式 期間 平成28年11月11日 平成28年12月20日

79

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 1,650,000 落札価格 1,600,000

工事場所



～

～

入札日時場所 平成28年10月28日 10:00 大樹町役場4階委員会室

72

入札名 大樹町営晩成牧場事務所修繕工事

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設

入札書比較価格 1,420,000 落札価格 1,388,000

工事場所 広尾郡大樹町字晩成１６７番地 予定価格 1,533,600 契約金額 1,499,040

工事概要 屋根修繕工事 期間 平成28年11月1日 平成29年2月28日 落札業者名 及川建設

㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 勝海電気㈱ 播間建設工業㈱

１回目 1,413,000 1,390,000 1,395,000 1,388,000 1,400,000 1,410,000 1,410,000 1,415,000

２回目

３回目

73

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 1,640,000 落札価格 1,600,000

工事場所 大樹町字中島 予定価格 1,771,200 契約金額 1,728,000

工事概要 浄化槽５人槽一式 期間 平成28年11月1日 平成28年12月9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 1,615,000 1,600,000 1,620,000 1,623,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,625,000 1,610,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 5,900,000 6,000,000 5,930,000 5,880,000 5,920,000 5,930,000 5,955,000

大木建設㈱ ㈲木戸建設 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

6,350,400

工事概要 支承補修工、ひび割れ補修工、表面被覆工、仮設工　各１式 期間 平成28年10月14日 平成29年1月31日 落札業者名 有限会社　木戸建設

入札書比較価格 6,030,000 落札価格 5,880,000

工事場所 大樹町字開進 予定価格 6,512,400 契約金額

入札日時場所 平成28年10月12日 10:00 大樹町役場4階委員会室

70

入札名 大進橋補修工事

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設

74

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 2,650,000 落札価格 2,548,000

工事場所 大樹町字生花 予定価格 2,862,000 契約金額 2,751,840

工事概要 浄化槽１０人槽一式 期間 平成28年11月1日 平成28年12月9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 2,570,000 2,580,000 2,548,000 2,622,000 2,600,000 2,630,000 2,590,000 2,635,000 2,600,000

２回目

３回目

75

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 2,450,000 落札価格 2,385,000
工事場所 大樹町字大樹 予定価格 2,646,000 契約金額 2,575,800
工事概要 浄化槽１０人槽一式 期間 平成28年11月1日 平成28年12月9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㈲ ㈱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 2,385,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000 2,400,000 2,440,000 2,430,000 2,405,000 2,430,000

２回目

３回目

76

入札名 日方地区配水管更新工事 入札書比較価格 3,293,000 落札価格 3,230,000
工事場所 大樹町字日方 予定価格 3,556,440 契約金額 3,488,400
工事概要 配水管 Peφ１５０、Ｌ＝32.45　※廃止管 SGWP φ１５０、Ｌ＝32.45 期間 平成28年11月1日 平成28年12月30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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

１回目 3,250,000 3,230,000 3,276,000 3,290,000 3,240,000

２回目

３回目

77

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 1,624,000 落札価格

工事場所

工事概要 消火栓　回転打倒がた　５２ＫⅡ　　単口ねじ式、強制排水付、標識凸型両面表示板　３箇所 期間 平成28年11月1日 平成28年12月30日

1,580,000

大樹町給水区域 予定価格 1,753,920 契約金額 1,706,400

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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

１回目 1,600,000 1,580,000 1,600,000 1,588,000 1,598,000

２回目

３回目



～

３回目

２回目

１回目 2,180,000 2,167,000 2,190,000 2,185,000 2,158,000

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

契約金額 2,330,640

落札業者名 株式会社　北海道アルファ平成28年10月14日 平成28年11月25日

2,158,000

広尾郡大樹町字晩成２番地２ 予定価格 2,376,000

71

入札名 晩成温泉管理棟暖房修繕工事 入札書比較価格 2,200,000 落札価格

工事場所

工事概要 管理棟暖房機器８台 期間



～

～

～

３回目

２回目

１回目 2,550,000 2,550,000 2,573,000 2,540,000 2,570,000

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

契約金額 2,743,200

落札業者名 有限会社　北海道藤棚工業平成28年10月10日 平成28年12月31日

2,540,000

歴舟川パークゴルフ場（砂金コース） 予定価格 2,829,600

69

入札名 歴舟川パークゴルフ場給水管布設工事 入札書比較価格 2,620,000 落札価格

工事場所

工事概要 φ50,158m φ40,91m φ25,74m 散水栓４箇所 期間

３回目

２回目

１回目 3,050,000 3,070,000 3,020,000 3,050,000 3,060,000 3,040,000 3,040,000

大木建設㈱ ㈲木戸建設 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

3,261,600

工事概要 V型トラフ装工　L=６４ｍ 期間 平成28年10月1日 平成29年1月31日 落札業者名 大木建設　株式会社

入札書比較価格 3,080,000 落札価格 3,020,000

工事場所 大樹町字開進 予定価格 3,326,400 契約金額

入札日時場所 平成28年9月29日 10:00 大樹町役場4階委員会室

68

入札名 開進地区農業用排水路修繕工事

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設

３回目

２回目

１回目 5,400,000 5,300,000 5,300,000 5,410,000 5,250,000 5,400,000 5,350,000 5,350,000

㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 勝海電気㈱ 播間建設工業㈱

5,670,000

工事概要 町営住宅　松並団地　３号棟、４号棟 期間 平成28年9月16日 平成28年11月18日 落札業者名 佐藤建設

入札書比較価格 5,500,000 落札価格 5,250,000

工事場所 広尾郡大樹町西本通８７番地 予定価格 5,940,000 契約金額

入札日時場所 平成28年9月14日 9:00 大樹町役場2階中会議室

64

入札名 町営住宅屋根張替工事

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設



～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 3,450,000 3,530,000

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

契約金額 3,726,000
落札業者名 大樹町森林組合平成28年9月15日 平成28年12月9日

3,450,000
豊頃町字湧洞 予定価格 3,942,000

67

入札名 湧洞地区間伐請負工事 入札書比較価格 3,650,000 落札価格
工事場所
工事概要 カラマツ　15.48ha 期間

３回目

２回目

１回目 4,830,000 4,750,000

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 カラマツ　18.38ha 期間 平成28年9月15日 平成28年12月9日 落札業者名

工事場所 晩成３３０－１ 予定価格 5,346,000 契約金額 5,130,000

66

入札名 晩成地区間伐請負工事 入札書比較価格 4,950,000 落札価格 4,750,000

３回目

1,735,000

２回目

播間建設工業㈱

１回目 1,736,000 1,720,000 1,738,000 1,715,000 1,726,000 1,720,000 1,735,000

落札業者名 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 勝海電気㈱

広尾郡大樹町柏木町１４番地１ 予定価格 1,879,200 契約金額 1,852,200

工事概要 柏木町団地　２－１号棟 期間 平成28年9月16日 平成28年10月31日

65

入札名 町営住宅屋根塗装工事 入札書比較価格 1,740,000 落札価格 1,715,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 7,360,000 7,450,000 7,491,000 7,328,000

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㈲ ㈱北海道アルファ

大樹町字大樹 予定価格 8,124,840 契約金額 7,914,240

工事概要 配水管　ＤＫＰ２００（Ｌ＝２３．８１ ＋ Ｌ＝１．６７ ＋ Ｌ＝１．６７）２７．１５ｍ　※廃止　ＤＴＰ２００（Ｌ＝２３．８１）２３．８１ｍ 期間 平成28年8月26日 平成28年11月30日

62

入札名 上大樹地区農地整備事業に伴う配水管移設工事 入札書比較価格 7,523,000 落札価格 7,328,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 52,600,000 51,830,000 51,500,000 52,400,000 51,630,000

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

55,620,000

工事概要 検水設備・水質計器設備の更新（耐用年数１５年） 期間 平成28年8月26日 平成29年3月10日 落札業者名 ＪＦＥエンジニアリング株式会社　北海道支店

入札書比較価格 52,920,000 落札価格 51,500,000

工事場所 住吉浄水場 予定価格 57,153,600 契約金額

入札日時場所 平成28年8月24日 10:00 大樹町役場4階委員会室

61

入札名 住吉浄水場浄水設備更新工事

指名業者 新栄クリエイト㈱ 北海道富士電機㈱



～

３回目

２回目

１回目 1,775,000 1,760,000 1,800,000 1,781,000 1,780,000

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 消火栓　回転打倒がた　５２ＫⅡ　　単口ねじ式、強制排水付、標識凸型両面表示板　３箇所 期間 平成28年8月26日 平成28年10月31日 落札業者名

工事場所 大樹町給水区域 予定価格 1,963,440 契約金額 1,900,800

63

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 1,818,000 落札価格 1,760,000



～

～

～

～

～

３回目

1,370,000 1,370,000

２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,378,000 1,358,000 1,388,000 1,375,000 1,380,000

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

契約金額 1,466,640

1,370,000 1,380,000

落札業者名 有限会社　上野興設平成28年8月11日 平成28年10月20日

1,358,000

㈲間組 大木建設㈱

大樹町字晩成 予定価格 1,501,200

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 1,390,000 落札価格
工事場所
工事概要 浄化槽　５人槽　一式 期間

３回目

1,700,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 1,700,000 1,690,000 1,700,000 1,710,000 1,700,000 1,650,000 1,700,000 1,690,000

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28年8月11日 平成28年10月20日 落札業者名

工事場所 大樹町字浜大樹 予定価格 1,868,400 契約金額 1,782,000

59

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 1,730,000 落札価格 1,650,000

３回目

２回目

１回目 1,850,000 1,900,000 1,880,000 1,880,000 1,900,000 1,869,000 1,880,000

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 ㈲恩田設備工業所

大樹町字晩成 予定価格 2,062,800 契約金額 1,998,000

工事概要 通路修繕　Ｌ＝２００ｍ　駐車場修繕　Ａ＝２５０㎡ 期間 平成28年8月11日 平成28年10月31日

58

入札名 ホロカヤントー連絡通路等修繕工事 入札書比較価格 1,910,000 落札価格 1,850,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 56,400,000 57,700,000 58,600,000

北海道富士電機㈱

60,912,000

工事概要 監視操作設備及びデータ処理装置の更新（法定耐用年数５年） 期間 平成28年8月11日 平成29年3月17日 落札業者名 荏原商事　株式会社　北海道支店

入札書比較価格 59,360,000 落札価格 56,400,000

工事場所 大樹町役場、坂下浄水場、住吉浄水場 予定価格 64,108,800 契約金額

入札日時場所 平成28年8月9日 14:00 大樹町役場4階委員会室

57

入札名 水道施設電気計装設備更新工事

指名業者 荏原商事㈱北海道支店 ㈱日星電機

入札日時場所 平成28年7月27日 10:00 大樹町役場4階委員会室

55

入札名 日方団地解体工事

指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店

入札書比較価格 13,930,000 落札価格 13,600,000

工事場所 広尾郡大樹町字日方４０１番地 予定価格 15,044,400 契約金額 14,688,000

工事概要 公営住宅ブロック造５棟解体工事 期間 平成28年7月29日 平成28年10月31日 落札業者名 株式会社　エフリード

㈱エフリード

１回目 13,700,000 13,650,000 13,600,000

２回目

３回目



～
56

入札名 拓北配水地区配水管布設工事 入札書比較価格 22,130,000 落札価格

工事場所

工事概要 ＰＰ７５　Ｌ＝１２５１．５ｍ　給水管２箇所 期間 平成28年7月29日 平成28年11月30日

21,785,000

大樹町字尾田 予定価格 23,900,400 契約金額 23,527,800

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 21,785,000 21,830,000 21,982,000 21,880,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 9,490,000 9,500,000 9,480,000 9,540,000 9,420,000 9,600,000 9,610,000

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㈱

工事概要 ＳＰ９，０４～ＳＰ６１，００　改良舗装　Ｌ＝５１，９６ｍ 期間 平成28年7月15日 平成28年10月31日 落札業者名
工事場所 大樹町西本通 予定価格 10,411,200 契約金額 10,173,600

51

入札名 緑町幹線改良舗装工事 入札書比較価格 9,640,000 落札価格 9,420,000
３回目

２回目

１回目 38,450,000 38,600,000 38,550,000 39,000,000 38,550,000 38,480,000 39,100,000

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㈱

大樹町字振別 予定価格 42,390,000 契約金額 41,526,000
工事概要 SP６４２，５０～ＳＰ８８０，００　改良舗装　Ｌ＝２３７，５０ｍ 期間 平成28年7月15日 平成28年11月30日

50

入札名 振別２３号線改良舗装工事 入札書比較価格 39,250,000 落札価格 38,450,000
工事場所

３回目

1,700,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 1,740,000 1,715,000 1,732,000 1,730,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000

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 大木建設㈱ 播間建設工業㈱

工事概要 整備工事 期間 平成28年7月15日 平成28年9月30日 落札業者名

工事場所 大樹町字尾田 予定価格 1,900,800 契約金額 1,836,000

49

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 1,760,000 落札価格 1,700,000

３回目

2,298,000 2,297,000

２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 2,300,000 2,300,000 2,285,000 2,283,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

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㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱

大樹町字振別 予定価格 2,516,400 契約金額 2,465,640

工事概要 整備工事 期間 平成28年7月15日 平成28年9月30日

48

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 2,330,000 落札価格 2,283,000

工事場所

３回目

2,000,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 1,980,000 1,965,000 1,970,000 1,988,000 2,000,000 2,000,000 1,960,000 1,981,000

㈱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㈱

2,116,800

工事概要 整備工事 期間 平成28年7月15日 平成28年9月30日 落札業者名 大木建設　株式会社

入札書比較価格 2,010,000 落札価格 1,960,000

工事場所 大樹町字萠和 予定価格 2,170,800 契約金額

入札日時場所 平成28年7月13日 10:00 大樹町役場4階委員会室

47

入札名 個別排水処理施設整備工事第２工区

指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設



～

３回目

２回目

１回目 15,640,000 15,700,000 15,670,000 15,770,000 15,580,000 15,900,000 15,840,000

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㈱

大樹町栄通 予定価格 17,215,200 契約金額 16,826,400

工事概要 ＳＰ３，７１～ＳＰ９５，５０　改良舗装　Ｌ＝９１，７９ｍ 期間 平成28年7月15日 平成28年11月30日

52

入札名 新大樹１号線改良舗装工事 入札書比較価格 15,940,000 落札価格 15,580,000

工事場所



～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 1,390,000 1,420,000 1,400,000

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

契約金額 1,501,200

落札業者名 有限会社　福岡測量設計事務所平成28年7月15日 平成28年11月30日

1,390,000

大樹町暁町 予定価格 1,576,800

54

入札名 町道維持管理測量委託業務 入札書比較価格 1,460,000 落札価格

工事場所

工事概要 歩道調査　Ｌ＝４００ｍ 期間

３回目

２回目

１回目 8,580,000 8,610,000 8,800,000

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 Ｓ造平屋建３４８㎡、ＣＢ造平屋建１１，３㎡、Ｗ造平屋建２５，５㎡、他附帯解体 期間 平成28年7月15日 平成28年10月14日 落札業者名

工事場所 広尾郡大樹町字生花４４９ 予定価格 9,514,800 契約金額 9,266,400

53

入札名 旧生花小中学校体育館解体工事 入札書比較価格 8,810,000 落札価格 8,580,000

入札日時場所 平成28年6月22日 10:00 大樹町役場4階委員会室

38

入札名 大樹町生涯学習センター屋上防水及び屋根改修工事

指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店

入札書比較価格 39,650,000 落札価格 38,600,000

工事場所 広尾郡大樹町双葉町６番地１ 予定価格 42,822,000 契約金額 41,688,000

工事概要 屋上ウレタン塗膜防水3,470㎡他 期間 平成28年6月24日 平成28年9月30日 落札業者名 菊池建設　株式会社

㈱エフリード

１回目 38,600,000 38,690,000 38,700,000

２回目

３回目

39

入札名 浜大樹地区道路改良舗装工事 入札書比較価格 44,210,000 落札価格 43,320,000

工事場所 大樹町字浜大樹 予定価格 47,746,800 契約金額 46,785,600

工事概要 ＳＰ２２０，００～ＳＰ６３９，１９　改良舗装　Ｌ＝４１９，１９ｍ 期間 平成28年6月24日 平成28年11月30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 勝海電気㈱

１回目 43,720,000 43,680,000 43,700,000 43,320,000 43,600,000 43,550,000 44,000,000

２回目

３回目

入札日時場所 平成28年7月6日 10:00 大樹町役場4階委員会室

46

入札名 大樹町お試し暮らし住宅改修工事

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設

入札書比較価格 4,570,000 落札価格 4,460,000

工事場所 広尾郡大樹町松山町７番地 予定価格 4,935,600 契約金額 4,816,800

工事概要 改修工事一式 期間 平成28年7月8日 平成28年7月28日 落札業者名 有限会社　野村建設

4,470,000

㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹 勝海電気㈱ 播間建設工業㈱

１回目 4,510,000 4,460,000 4,500,000 4,486,000 4,480,000 4,470,000 4,490,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

40

入札名 大樹町特別養護老人ホーム外構工事 入札書比較価格 14,850,000 落札価格 14,450,000

工事場所 広尾郡大樹町暁町６番地１ 予定価格 16,038,000 契約金額 15,606,000

工事概要 外構工事（Ⅲ期開発区域） 期間 平成28年6月23日 平成28年9月30日 落札業者名 株式会社　エフリード

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 14,685,000 14,550,000 14,500,000 14,650,000 14,500,000 14,450,000 14,720,000

２回目

３回目

41

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 1,640,000 落札価格 1,590,000
工事場所 大樹町幸町、寿通３丁目 予定価格 1,771,200 契約金額 1,717,200
工事概要 汚水桝４箇所 期間 平成28年6月24日 平成28年8月31日 落札業者名 菊池建設　株式会社

指名業者 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード ㈱髙橋工務店 勝海電気㈱

１回目 1,628,000 1,590,000 1,620,000 1,615,000 1,620,000 1,610,000 1,630,000

２回目

３回目

42

入札名 舗装道路区画線整備業務 入札書比較価格 2,000,000 落札価格 1,900,000
工事場所 大樹町 予定価格 2,160,000 契約金額 2,052,000
工事概要 破線　Ｌ＝１４，４２５ｍ　ドット線　Ｌ＝１１ｍ 期間 平成28年6月24日 平成28年8月31日 落札業者名 株式会社　ニシダ

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 1,900,000 1,920,000 1,930,000 1,920,000

２回目

３回目

43

入札名 橋梁補修実施設計業務 入札書比較価格 8,950,000 落札価格 8,340,000

工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 9,666,000 契約金額 9,007,200

工事概要 伸縮装置取り替え設計１式、下部工補修設計１式 期間 平成28年6月24日 平成28年9月30日 落札業者名 株式会社　土木技術コンサルタント

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

１回目 8,340,000 8,520,000 8,450,000

２回目

３回目

44

入札名 大樹公共下水道事業調査及び実施設計委託業務 入札書比較価格 6,080,000 落札価格 5,700,000

工事場所 大樹町幸町 予定価格 6,566,400 契約金額 6,156,000

工事概要 汚水管渠整備実施設計、測量調査、地質調査一式 期間 平成28年6月24日 平成28年11月30日 落札業者名 株式会社　ドーコン

指名業者 グローバル設計㈱ ㈱ドーコン ㈱日水コン北海道支所

１回目 5,900,000 5,700,000 5,850,000

２回目

３回目



～
45

入札名 個別排水処理施設実施設計業務その３ 入札書比較価格 530,000 落札価格

工事場所

工事概要 浄化槽測量・設計（3箇所） 期間 平成28年6月24日 平成28年8月31日

480,000

大樹町内 予定価格 572,400 契約金額 518,400

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 480,000 500,000 500,000

２回目

３回目



～

入札日時場所 平成28年6月8日 10:00 大樹町役場4階委員会室

35

入札名 日方１９号線取付道路修繕工事

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設

入札書比較価格 1,590,000 落札価格 1,545,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 1,717,200 契約金額 1,668,600

工事概要 道路修繕工事　Ｌ＝１６．１６ｍ 期間 平成28年6月10日 平成28年9月30日 落札業者名 大木建設　株式会社

大木建設㈱ ㈲木戸建設 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

１回目 1,560,000 1,575,000 1,545,000 1,560,000 1,560,000 1,550,000 1,560,000

２回目

３回目



～

～

～

～

入札日時場所 平成28年5月25日 10:00 大樹町役場4階委員会室

24

入札名 新通南仲通線歩道修繕工事 入札書比較価格 5,260,000 落札価格 5,100,000

工事場所 大樹町新通 予定価格 5,680,800 契約金額 5,508,000

工事概要 歩道修繕　Ｌ＝１２５ｍ 期間 平成28年5月27日 平成28年8月31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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

１回目 5,130,000 5,200,000 5,120,000 5,100,000 5,200,000 5,150,000 5,160,000

２回目

３回目

25

入札名 晩成枝線側溝修繕工事 入札書比較価格 9,140,000 落札価格 8,980,000

工事場所 大樹町字晩成 予定価格 9,871,200 契約金額 9,698,400

工事概要 道路修繕　Ｌ＝３４９．９５ｍ 期間 平成28年5月27日 平成28年10月31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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

１回目 9,000,000 8,980,000 9,040,000 9,020,000 9,100,000 9,000,000 9,040,000

２回目

３回目

36

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 2,224,000 落札価格 2,157,000

工事場所 大樹町給水区域 予定価格 2,401,920 契約金額 2,329,560

工事概要 老朽消火栓更新　回転打倒型５２ＫⅡ×４ 期間 平成28年6月10日 平成28年8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 2,165,000 2,180,000 2,184,000 2,157,000 2,160,000

２回目

３回目

37

入札名 振別団地７号線調査設計業務 入札書比較価格 1,370,000 落札価格 1,280,000

工事場所 大樹町字振別 予定価格 1,479,600 契約金額 1,382,400

工事概要 測量・設計　Ｌ＝８０ｍ 期間 平成28年6月10日 平成28年8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 1,290,000 1,280,000 1,320,000

２回目

３回目



～

～

26

入札名 振別２３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 7,213,000 落札価格 7,080,000

工事場所 大樹町字振別 予定価格 7,790,040 契約金額 7,646,400

工事概要 配水管移設 期間 平成28年5月27日 平成28年8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 7,100,000 7,080,000 7,150,000 7,092,000

２回目

３回目

27

入札名 海洋センター便器改修工事 入札書比較価格 2,380,000 落札価格 2,220,000
工事場所 広尾郡大樹町西本通７３番地５ 予定価格 2,570,400 契約金額 2,397,600
工事概要 トイレ改修・塗装・仮設工事 期間 平成28年5月27日 平成28年7月29日 落札業者名 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 勝海電気㈱ 播間建設工業㈱

１回目 2,240,000 2,370,000 2,355,000 2,220,000 2,230,000 2,270,000 2,238,000 2,260,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

３回目

1,966,000 1,970,000

２回目

勝海電気㈱ 播間建設工業㈱

１回目 1,969,000 1,970,000 1,967,000 1,965,000 1,960,000 1,965,000

平成28年12月30日 落札業者名 佐藤建設

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹

1,960,000
工事場所 広尾郡大樹町字生花 予定価格 2,134,080 契約金額 2,116,800

28

入札名 晩成社史跡公園晩成社屋根及び食品庫堀替え工事 入札書比較価格 1,976,000 落札価格

工事概要 晩成社屋根工事、晩成社食品庫堀替え工事 期間 平成28年5月27日

29

入札名 通信指令設備撤去工事 入札書比較価格 1,650,000 落札価格 1,615,000
工事場所 広尾郡大樹町字下大樹２２４番地１ 予定価格 1,782,000 契約金額 1,744,200
工事概要 デスク設置、司令卓・副受信機・指令制御装置・アナログ基地局無線撤去 期間 平成28年5月27日 平成28年7月29日 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

１回目 1,622,000 1,615,000 1,643,000

２回目

３回目

30

入札名 振別地区外２箇所保育下刈請負工事 入札書比較価格 5,890,000 落札価格 5,700,000

工事場所 振別２８２－１ 予定価格 6,361,200 契約金額 6,156,000

工事概要 カラマツ37.28ha ミズナラ1.02ha トドマツ6.98ha 期間 平成28年5月27日 平成28年8月16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 5,700,000 5,780,000

２回目

３回目

31

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 5,000,000 落札価格 4,850,000

工事場所 振別２８２－１ 予定価格 5,400,000 契約金額 5,238,000

工事概要 カラマツ33.16ha アカエゾ2.96ha シラカバ1.98ha トドマツ4.54ha 期間 平成28年5月27日 平成28年8月16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 4,950,000 4,850,000

２回目

３回目

32

入札名 水道施設耐震及び老朽化調査委託業務 入札書比較価格 11,970,000 落札価格 11,200,000

工事場所 大樹町水道事業給水区域 予定価格 12,927,600 契約金額 12,096,000

工事概要 水道施設更新計画立案、各施設耐震診断 期間 平成28年5月27日 平成29年3月10日 落札業者名 北王コンサルタント　株式会社

指名業者 グローバル設計㈱ 北王コンサルタント㈱ ㈱日水コン北海道支所

１回目 11,400,000 11,200,000 11,400,000

２回目

３回目



～

３回目

２回目

１回目 28,000,000 37,100,000 33,770,000

株式会社　土木技術コンサルタント

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

工事概要 橋梁点検　１０３橋 期間 平成28年5月27日 平成28年12月20日 落札業者名

工事場所 大樹町 予定価格 50,727,600 契約金額 30,240,000

33

入札名 大樹町橋梁長寿命化点検業務 入札書比較価格 46,970,000 落札価格 28,000,000



～
34

入札名 大樹町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 26,820,000 落札価格 26,000,000

工事場所 広尾郡大樹町双葉町６番地１ 予定価格 28,965,600 契約金額 28,080,000

工事概要 舞台照明操作卓及び電気配管回線工事 期間 平成28年5月27日 平成28年9月30日 落札業者名 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

１回目 26,000,000 26,200,000 26,360,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

２回目

１回目 68,500,000 67,500,000 68,150,000

指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード

建築主体工事、外構工事 期間 平成28年5月11日 平成28年10月31日 落札業者名 株式会社　髙橋工務店

入札書比較価格 69,260,000 落札価格 67,500,000

予定価格 74,800,800 契約金額 72,900,000

入札日時場所 平成28年5月9日 10:00 大樹町役場4階委員会室

18

入札名 寿町団地１号棟新築工事（建築主体）及び外構工事

工事場所 広尾郡大樹町寿通３丁目４４番地１

工事概要

３回目

19

入札名 寿町団地１号棟新築工事（電気設備） 入札書比較価格 7,010,000 落札価格

工事概要 電気設備工事 期間 平成28年5月11日

6,955,000

工事場所 広尾郡大樹町寿通３丁目４４番地１ 予定価格 7,570,800 契約金額 7,511,400

平成28年10月31日 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

１回目 6,970,000 6,955,000 6,978,000

２回目

３回目

20

入札名 生涯学習センター防犯カメラ設置工事 入札書比較価格 1,310,000 落札価格 1,290,000

工事場所 広尾郡大樹町双葉町6番地1 予定価格 1,414,800 契約金額 1,393,200

工事概要 電気設備工事 期間 平成28年5月11日 平成28年6月24日 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

１回目 1,300,000 1,290,000 1,300,000

２回目

３回目

21

入札名 寿町団地１号棟新築工事（機械設備） 入札書比較価格 8,870,000 落札価格 8,760,000
工事場所 広尾郡大樹町寿通３丁目４４番地１ 予定価格 9,579,600 契約金額 9,460,800
工事概要 機械設備工事 期間 平成28年5月11日 平成28年10月31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 8,790,000 8,820,000 8,760,000 8,780,000

２回目

３回目

22

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 1,950,000 落札価格 1,891,000
工事場所 大樹町字晩成 予定価格 2,106,000 契約金額 2,042,280
工事概要 浄化槽７人槽１式、放流管１式 期間 平成28年5月11日 平成28年6月20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 ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,921,000 1,899,000 1,895,000 1,900,000 1,900,000 1,920,000 1,900,000 1,891,000 1,894,000

２回目

３回目



～
23

入札名 日方団地測量委託業務 入札書比較価格 2,370,000 落札価格

工事場所

工事概要 基準点測量、現地測量、用地測量 期間 平成28年5月11日 平成28年6月30日

2,200,000

広尾郡大樹町字日方401番地 予定価格 2,559,600 契約金額 2,376,000

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

１回目 2,200,000 2,250,000 2,270,000

２回目

３回目



～
5

入札名 下大樹２３号線交差点改良工事 入札書比較価格 1,940,000 落札価格 1,880,000

入札日時場所 平成28年4月20日 13:30 大樹町役場4階委員会室

番号 入札結果情報

工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 2,095,200 契約金額 2,030,400

工事概要 Ｌ＝２０ｍ 期間 平成28年4月22日 平成28年6月30日 落札業者名 株式会社　大木建設

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

１回目 1,900,000 1,915,000 1,880,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

6

入札名 新大樹1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 4,718,000 落札価格 4,600,000

工事場所 大樹町栄通 予定価格 5,095,440 契約金額 4,968,000

工事概要 配水管移設 期間 平成28年4月22日 平成28年7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 4,620,000 4,660,000 4,600,000 4,640,000

２回目

３回目

7

入札名 緑町幹線改良舗装工事に伴う配水管移設工事 入札書比較価格 2,541,000 落札価格 2,470,000

工事場所 大樹町緑町 予定価格 2,744,280 契約金額 2,667,600

工事概要 配水管移設 期間 平成28年4月22日 平成28年7月29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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

１回目 2,510,000 2,470,000 2,511,000 2,528,000 2,488,000

２回目

３回目

8

入札名 浜大樹地区道路改良舗装工事に伴う配水管移設工事 入札書比較価格 3,249,000 落札価格 3,168,000

工事場所 大樹町字浜大樹 予定価格 3,508,920 契約金額 3,421,440

工事概要 配水管移設 期間 平成28年4月22日 平成28年6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 3,179,000 3,209,000 3,168,000 3,190,000 3,172,000

２回目

３回目

9

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 1,733,000 落札価格 1,668,000

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,871,640 契約金額 1,801,440

工事概要 検定満期メータ器の更新 期間 平成28年4月22日 平成28年9月30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 1,695,000 1,693,000 1,689,000 1,680,000 1,668,000

２回目

３回目

10

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 1,727,000 落札価格 1,670,000

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,865,160 契約金額 1,803,600

工事概要 検定満期メータ器の更新 期間 平成28年4月22日 平成28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 1,690,000 1,687,000 1,683,000 1,670,000 1,677,000

２回目

３回目



～
11

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 1,727,000 落札価格 1,630,000

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,865,160 契約金額 1,760,400

工事概要 検定満期メータ器の更新 期間 平成28年4月22日 平成28年9月30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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

１回目 1,665,000 1,630,000 1,652,000 1,670,000 1,648,000

２回目

３回目



～
12

入札名 拓北地区老朽配水管調査設計委託業務 入札書比較価格 18,230,000 落札価格 17,130,000

工事場所 大樹町字拓北 予定価格 19,688,400 契約金額 18,500,400

工事概要 配水管設計業務、測量調査業務 期間 平成28年4月22日 平成28年11月30日 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

１回目 17,280,000 17,130,000 17,450,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

13

入札名 個別排水処理施設実施設計業務その２ 入札書比較価格 580,000 落札価格 530,000

工事場所 大樹町内 予定価格 626,400 契約金額 572,400

工事概要 浄化槽等測量設計（３箇所） 期間 平成28年4月22日 平成28年6月10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 540,000 530,000 560,000

２回目

３回目

14

入札名 振別地区新植請負工事 入札書比較価格 1,660,000 落札価格 1,580,000

工事場所 振別282－1 予定価格 1,792,800 契約金額 1,706,400

工事概要 カラマツ　8.59ｈａ 期間 平成28年4月22日 平成28年6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

１回目 1,580,000 1,630,000

２回目

３回目

15

入札名 振別地区外１箇所新植請負工事 入札書比較価格 1,930,000 落札価格 1,870,000

工事場所 振別282－1外 予定価格 2,084,400 契約金額 2,019,600

工事概要 カラマツ　9.95ｈａ 期間 平成28年4月22日 平成28年6月10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 1,950,000 1,870,000

２回目

工事概要 カラマツ　10.2ｈａ、トドマツ　3.04ｈａ 期間

３回目

契約金額 2,732,400

16

入札名 振別地区被害地新植請負工事（第１工区） 入札書比較価格 2,650,000 落札価格

工事場所

落札業者名 大樹町森林組合平成28年6月10日

2,530,000

大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

2,862,000

平成28年4月22日

振別299－1 予定価格

１回目 2,530,000 2,600,000

指名業者

２回目

工事場所

工事概要 カラマツ　8.72ｈａ、トドマツ　2.28ｈａ

３回目

2,100,000

17

入札名 振別地区被害地新植請負工事（第２工区） 入札書比較価格 2,200,000 落札価格

振別282－1外 予定価格 2,376,000 契約金額 2,268,000

期間 平成28年4月22日 平成28年6月10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 2,150,000 2,100,000

２回目

３回目



～

入札日時場所 平成28年4月6日 10:05 大樹町役場4階委員会室

番号

落札価格

1

入札名 晩成温泉高温風呂ろ過装置更新工事

平成28年6月30日工事概要 ろ過装置１台 期間 平成28年4月8日

１回目 3,090,000 3,036,000 3,093,000

3,000,000

工事場所 大樹町字晩成２番地２ 予定価格 3,380,400 契約金額 3,240,000

3,130,000入札書比較価格

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

3,120,000 3,000,000

㈱北海道アルファ

入札結果情報

２回目

３回目



～
㈱北海道アルファ

２回目

１回目 1,910,000 1,820,0001,865,000 1,908,000 1,906,000

３回目

指名業者 ㈲北海道藤棚工業

平成28年4月8日

㈲恩田設備工業所2

入札名 晩成温泉浄化槽修繕工事 入札書比較価格 1,930,000

㈲上野興設

工事概要 新設担体の補充等 期間

工事場所 大樹町字晩成２番地２ 予定価格 2,084,400 契約金額 1,965,600

田中工業㈲

1,820,000

平成28年6月30日 落札業者名 株式会社　北海道アルファ

落札価格



～

～

３回目

３回目

入札名 入札書比較価格 3,160,000 落札価格

工事場所 予定価格 3,412,800

工事概要 平成28年5月31日

契約金額

２回目

工事概要 用途地域９地域 期間

１回目 4,370,000 4,250,000 4,330,000

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

4,590,000
4,250,000

株式会社　シン技術コンサル　帯広支店

3,100,000

平成28年4月8日 平成29年3月24日 落札業者名
契約金額

4

入札名 大樹町都市計画用途地域変更委託業務 入札書比較価格 4,924,800 落札価格
工事場所 大樹町都市計画区域内 予定価格 5,318,784

椿電気商会3

鏡町団地共用電灯設備改修工事

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱

大樹町鏡町２１番地

1棟12戸3棟　共用電灯LED化 期間 平成28年4月8日 有限会社　神山電気商会

3,348,000

落札業者名

２回目

１回目 3,100,000 3,140,000 3,140,000


