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入札結果一覧

入札日時場所 平成31年4月3日 10:15 大樹町役場４階委員会室

1

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 2,630,000 落札価格

工事概要 浄化槽　１０人槽　１式 期間 平成31年4月5日

2,568,000

工事場所 大樹町字拓進 予定価格 2,840,400 契約金額 2,773,440

令和1年6月28日 落札業者名

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 2,600,000 2,568,000 2,610,000 2,600,000 2,620,000 2,600,000 2,610,000 2,590,000 2,600,000

２回目

３回目

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 1,780,000 落札価格 1,730,000

工事場所 大樹町字振別 予定価格 1,922,400 契約金額 1,868,400

工事概要 浄化槽　５人槽　１式 期間 平成31年4月5日 令和1年6月28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 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 1,760,000 1,750,000 1,760,000 1,760,000 1,770,000 1,750,000 1,770,000 1,750,000 1,730,000

２回目

３回目

入札名 個別排水処理施設実施設計委託業務 入札書比較価格 610,000 落札価格 570,000

工事場所 大樹町字生花・拓進・開進 予定価格 658,800 契約金額 615,600

工事概要 実施設計委託業務 期間 平成31年4月5日 令和1年6月10日 落札業者名

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 570,000 580,000 580,000

２回目

３回目

番号

有限会社　上野興設

2

3

有限会社　福岡測量設計事務所
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３回目

２回目

１回目 6,950,000 7,000,000

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

7,506,000

工事概要 55.26ha　 期間 平成31年4月19日 令和1年8月9日 落札業者名 大樹町森林組合

8

入札名 中島地区外保育下刈請負工事 入札書比較価格 7,200,000 落札価格

大樹町字中島336外 予定価格 7,776,000 契約金額

工事概要 令和1年5月31日

6,950,000

工事場所

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

落札業者名

工事場所 予定価格 5,281,200 契約金額 5,076,000

入札名 入札書比較価格 4,890,000

２回目

落札価格 4,700,000

３回目

１回目

工事概要 令和1年5月31日 落札業者名

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

4,940,000

工事場所 予定価格 5,508,000 契約金額 5,335,200

３回目

入札名 入札書比較価格 5,100,000 落札価格

１回目 6,210,000 6,210,000 6,200,000 辞退

２回目

工事概要 令和1年9月10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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設

入札名 入札書比較価格 6,260,000 落札価格

工事場所 予定価格 6,760,800

5,760,000

工事概要 令和1年6月28日 落札業者名

落札価格

工事場所 予定価格 6,220,800 契約金額 5,832,000

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

３回目

１回目 5,400,000 5,500,000

２回目

5,530,000

入札名

入札日時場所 平成31年4月17日 10:00 大樹町役場４階委員会室

入札結果情報
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番号

4

尾田地区交換分合事業用地確定測量委託業務 入札書比較価格 5,400,000

大樹町字尾田

　 期間 平成31年4月19日 有限会社　福岡測量設計事務所

5

振別旭浜線道路修繕工事

大樹町字日方

再生路盤撤去 L＝2,200m 期間 平成31年4月19日

6,160,000

契約金額 6,652,800

株式会社　マルマツ建設

6,200,000 6,160,000 6,190,000 6,220,000

㈲清樹園

6

中島地区外新植請負工事

大樹町字中島336外

23.91ha　ｶﾗﾏﾂ苗木59775本 期間 平成31年4月19日 大樹町森林組合

4,940,000 5,100,000

7

萠和地区外新植請負工事

大樹町字萠和453-1外

20.51ha　ｶﾗﾏﾂ１号苗9200本、ｶﾗﾏﾂ２号苗11000本、ﾄﾄﾞﾏﾂ２号苗31075本 期間 平成31年4月19日 有限会社　八巻木材店

１回目 4,840,000 4,700,000

２回目

３回目
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３回目

２回目

１回目 18,100,000 18,440,000

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 40.60ha 期間 平成31年4月19日 令和1年10月18日 落札業者名

工事場所 大樹町字晩成33-1外 予定価格 20,944,000 契約金額 18,100,000

11

入札名 晩成地区外間伐請負工事 入札書比較価格 19,040,000 落札価格 18,100,000

３回目

２回目

１回目 17,000,000 16,840,000

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

大樹町字尾田707-1外 予定価格 19,307,200 契約金額 16,840,000

工事概要 47.77ha 期間 平成31年4月19日 令和1年10月18日

10

入札名 尾田地区外間伐請負工事 入札書比較価格 17,552,000 落札価格 16,840,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 6,830,000 6,750,000

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 46.93ha　 期間 平成31年4月19日 令和1年8月9日 落札業者名

6,750,000

工事場所 大樹町字振別282-1外 予定価格 7,527,600 契約金額 7,290,000

9

入札名 振別地区外保育下刈請負工事 入札書比較価格 6,970,000 落札価格
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３回目

２回目

工事概要 令和1年9月30日 落札業者名

１回目

２回目

指名業者

１回目

入札名 入札書比較価格 14,432,800 落札価格 14,300,000

工事場所 15,587,424

３回目

契約金額

工事概要 令和1年9月30日 落札業者名

１回目 2,450,000

２回目

2,470,000 2,440,000

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

指名業者 ㈱北海道アルファ田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業㈲上野興設

入札名 入札書比較価格 2,510,000 落札価格 2,440,000

工事場所 2,710,800 契約金額

３回目

予定価格 2,646,000 契約金額

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

2,559,600

入札名 入札書比較価格 2,450,000 落札価格

工事場所

１回目

２回目

2,370,000

３回目

指名業者 ㈱北海道アルファ

2,440,000 2,418,000

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

2,418,000

工事場所 予定価格 2,678,400 契約金額 2,611,440

16

生涯学習センターオークホール舞台照明設備更新工事

広尾郡大樹町双葉町6番地１

学習センターオークホールの舞台照明設備の更新 期間 令和1年5月10日

45,700,000

指名業者

入札日時場所 令和1年5月8日

１回目 2,400,000

田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業

入札名 入札書比較価格 2,480,000

10:00 大樹町役場４階委員会室

株式会社　北海道アルファ

㈲上野興設

２回目

予定価格 2,635,200

予定価格 15,444,000

田中工業有限会社

入札名 入札書比較価格 46,200,000

３回目

49,356,000

落札価格 45,700,000

工事場所 予定価格 49,896,000 契約金額

46,000,000 45,900,000

番号

12

検定満期メータ器更新工事（第１工区）

指名業者 ㈲上野興設

大樹町水道事業区域

量水器Φ13　33個、Φ20　98個、Φ25　10個、Φ40　8個 期間

落札価格

令和1年5月10日

2,450,000 2,440,000

13

検定満期メータ器更新工事（第２工区）

大樹町水道事業区域

量水器Φ13　36個、Φ20　91個、Φ25　9個、Φ40　8個、Φ50　2個 期間 令和1年5月10日 有限会社　北海道藤棚工業

2,400,000 2,400,000 2,370,000

田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

14

検定満期メータ器更新工事（第３工区）

大樹町水道事業区域

量水器Φ13　40個、Φ20　86個、Φ25　15個、Φ40　7個、Φ50　1個、Φ75　1個 期間 令和1年5月10日

2,484,000

15

大樹町生涯学習センター蓄電池設備更新工事

広尾郡大樹町双葉町6番地１

発電機室　非常用発電機始動用蓄電池の交換 期間 令和1年5月10日

㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

14,400,000 14,300,000 14,540,000

勝海電気株式会社

株式会社　池下電設

㈱池下電設 森平舞台機構㈱ ㈱小林舞台システム

入札結果情報

入札結果一覧
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2,140,000 2,160,000 2,150,000

２回目

㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲清樹園

１回目 2,100,000 2,170,000 2,120,000 2,130,000

工事場所 2,354,400 契約金額

工事概要 令和1年8月30日 落札業者名

指名業者 ㈱松本工業

３回目

入札名 2,180,000 落札価格日方19号線舗装撤去修繕工事 入札書比較価格

２回目

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

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲上野興設 ㈲清樹園

工事場所 3,315,600 契約金額

㈲木戸建設

工事概要 令和1年9月10日

入札名 3,070,000 落札価格 3,000,000

入札日時場所

㈱寺嶋商産

双葉通線路面排水修繕工事 入札書比較価格

落札業者名

予定価格 3,240,000

2,100,000

期間 令和1年5月17日

㈱マルマツ建設 大木建設㈱ ㈲木戸建設

令和1年5月15日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号

17

大樹町仲通

路面排水設置　２箇所 期間 令和1年5月17日 大木建設株式会社

18

大樹町字日方 予定価格 2,268,000

舗装撤去　L=４９０ｍ 株式会社　松本工業

３回目

入札結果情報
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落札価格 1,440,000

入札日時場所 令和1年5月29日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号

19

入札名 防犯カメラ設置工事 入札書比較価格 1,550,000

工事場所 大樹町東本通33番地３、鏡町１番地62 予定価格 1,674,000 契約金額 1,555,200

工事概要 防犯カメラ設置工事 期間 令和1年5月31日 令和1年9月30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 1,470,000 1,440,000 1,620,000

２回目

３回目

20

入札名 日方団地2号棟新築工事（電気設備） 入札書比較価格 7,340,000 落札価格 7,190,000

工事場所 大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 8,074,000 契約金額 7,909,000

工事概要 電気設備工事 期間 令和1年5月31日 令和1年11月15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 7,229,000 7,270,000 7,190,000

２回目

３回目

21

入札名 新通3号線舗装修繕工事 入札書比較価格 1,230,000 落札価格 1,190,000

工事場所 大樹町新通 予定価格 1,328,400 契約金額 1,285,200

工事概要 L=21.89ｍ 期間 令和1年5月31日 令和1年8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 ㈱寺嶋商産 ㈲上野興設 ㈲清樹園

１回目 1,200,000 1,225,000 1,210,000 1,190,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000

２回目

３回目

22

入札名 日方団地2号棟新築工事（建築主体）及び外構工事 入札書比較価格 57,320,000 落札価格 55,900,000

工事場所 大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 63,052,000 契約金額 61,490,000

工事概要 建築主体と外構工事 期間 令和1年5月31日 令和1年11月15日 落札業者名 株式会社　エフリード

指名業者 菊池建設㈱ ㈱髙橋工務店 ㈱エフリード ㈱阿部建設

１回目 56,300,000 56,290,000 55,900,000 56,900,000

２回目

３回目

23

入札名 下水道終末処理場屋上防水改修工事 入札書比較価格 24,810,000 落札価格 24,280,000

工事場所 大樹町暁町7番地 予定価格 26,794,800 契約金額 26,222,400

工事概要 防水工事 期間 令和1年5月31日 令和1年8月30日 落札業者名 菊池建設株式会社

指名業者 菊池建設㈱ ㈱髙橋工務店 ㈱エフリード ㈱阿部建設

１回目 24,280,000 24,500,000 24,800,000 24,500,000

２回目

３回目

入札結果情報
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24

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 1,220,000 落札価格 1,185,000

工事場所 大樹町東本通 予定価格 1,317,600 契約金額 1,279,800

工事概要 東本通西仲通線　汚水桝1箇所 期間 令和1年5月31日 令和1年7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㈱ ㈱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 1,198,000 1,185,000 1,201,000 1,200,000 1,198,000 1,200,000 1,210,000

２回目

３回目

25

入札名 日方団地2号棟新築工事（機械設備） 入札書比較価格 10,310,000 落札価格 10,100,000

工事場所 大樹町字日方401番地の内 予定価格 11,341,000 契約金額 11,110,000

工事概要 機械設備 期間 令和1年5月31日 令和1年11月15日 落札業者名 田中工業有限会社

指名業者 ㈲上野興設 田中工業㈲ ㈱北海道アルファ

１回目 10,200,000 10,100,000 10,130,000

２回目

３回目
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入札書比較価格 4,458,000

大樹町

2,030,000

番号

予定価格

入札日時場所 令和1年6月5日 10:00 大樹町役場４階委員会室

入札書比較価格

26

入札名 舗装道路区画線設置工事

３回目

2,110,000 落札価格

2,278,800 契約金額

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

2,192,400

工事概要 破線　L=8910ｍ、ドット線L＝105ｍ 期間 令和1年6月7日 令和1年8月30日 落札業者名 株式会社　北海道ロードサービス道東支店

工事場所

１回目 2,070,000 2,050,000 2,030,000 2,050,000

２回目

27

入札名 住吉中の川線　道路用地確定測量業務 3,660,000 落札価格

工事概要 道路用地確定測量業務

工事場所 予定価格 3,952,800 契約金額 3,747,600

入札書比較価格 3,470,000

大樹町字幸徳

期間 令和1年6月7日 令和1年8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 3,470,000 3,500,000 3,500,000

２回目

３回目

28

入札名 南町１０号線改良舗装工事に伴う配水管移設工事 4,590,000 落札価格

工事場所 大樹町字振別 予定価格 4,957,200 契約金額 4,814,640

工事概要 HPPEΦ50　L=114.3ｍ　給水10件 期間 令和1年6月7日 令和1年8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 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

１回目 4,490,000 4,540,000 4,500,000 4,458,000

２回目

３回目

入札結果情報

入札結果一覧
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３回目

２回目

１回目 30,220,000 30,250,000 30,350,000 30,600,000 30,180,000 30,900,000 30,720,000

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 Ｌ＝170.86ｍ 期間 令和1年6月21日 令和1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 34,001,000 契約金額 33,198,000

33

入札名 北町２号線改良舗装工事 入札書比較価格 30,910,000 落札価格 30,180,000

３回目

２回目

１回目 18,370,000 18,370,000 18,500,000 18,300,000 18,500,000 18,700,000 18,560,000

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㈱

大樹町字振別 予定価格 20,592,000 契約金額 20,130,000

工事概要 Ｌ＝123ｍ 期間 令和1年6月21日 令和1年12月10日

32

入札名 南町１０号線改良舗装工事 入札書比較価格 18,720,000 落札価格 18,300,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 28,300,000 28,360,000 28,400,000 28,900,000 28,480,000 28,900,000 28,900,000

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 L=2117.52ｍ 期間 令和1年6月21日 令和1年12月10日 落札業者名

工事場所 大樹町幸町 予定価格 31,856,000 契約金額 31,130,000

田中工業有限会社

落札価格 3,126,000

入札日時場所 令和1年6月19日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号

29

入札名 松並東通支線配水管布設工事 入札書比較価格 3,190,000

㈲上野興設 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

工事場所 大樹町西本通 予定価格 3,445,200 契約金額 3,376,080

工事概要 HPPEΦ50　L=139.2ｍ 期間 令和1年6月21日 令和1年9月10日 落札業者名

指名業者

１回目 3,150,000 3,126,000 3,140,000 3,170,000

２回目

３回目

30

入札名 坂下第４号支線配水管路連絡管布設工事 入札書比較価格 1,190,000 落札価格 1,155,000

工事場所 大樹町幸町 予定価格 1,285,200 契約金額 1,247,400

HPPEΦ75　L=14.8ｍ 期間 令和1年6月21日 令和1年9月10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 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

工事概要

１回目 1,160,000 1,180,000 1,155,000 1,180,000

２回目

３回目

31

入札名 幸町団地３号線改良舗装工事 入札書比較価格 28,960,000 落札価格 28,300,000

入札結果情報

入札結果一覧
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～
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２回目

３回目

指名業者 ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱

１回目 2,300,000 2,300,000 2,280,000 2,280,000

工事場所 予定価格 2,505,600 契約金額 2,438,640

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名 株式会社　北海道アルファ

入札名 入札書比較価格 2,320,000 落札価格 2,258,000

３回目

２回目

指名業者 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード

１回目 8,880,000 8,850,000

菊池建設㈱ ㈱高橋工務店

工事場所 予定価格 9,612,000 契約金額 9,396,000

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

入札名 入札書比較価格 8,900,000 落札価格 8,700,000

２回目

３回目

指名業者 ㈱阿部建設

１回目 15,700,000

工事場所 予定価格 17,193,600 契約金額 16,848,000

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

入札名 入札書比較価格 15,920,000 落札価格 15,600,000

２回目

３回目

１回目 8,750,0008,670,000 8,640,000 8,800,000

指名業者 ㈱阿部建設

大樹町字浜大樹64-5、67-38 予定価格 9,525,600

３回目

２回目

１回目 3,120,000 3,130,000 3,135,000 3,090,000 3,110,000

落札業者名 株式会社　創樹

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

大樹町字日方４０１番地 予定価格 3,402,000 契約金額 3,337,200

工事概要 公営住宅ブロック造1棟 期間 令和1年6月21日 令和1年8月23日

34

入札名 日方団地解体工事 入札書比較価格 3,150,000 落札価格 3,090,000

工事場所

35

入札名 町営住宅屋根張替工事 入札書比較価格 8,820,000 落札価格 8,640,000

工事場所 契約金額 9,331,200

工事概要 ３棟10個 期間 令和1年6月21日 令和1年9月10日 落札業者名 株式会社　髙橋工務店

菊池建設㈱ ㈱髙橋工務店 ㈱エフリード

36

高齢者保健福祉推進センター屋上防水改修工事

大樹町暁町８番地１

保健福祉推進センターの屋上防水工事 期間 令和1年6月21日 株式会社　髙橋工務店

菊池建設㈱ ㈱髙橋工務店 ㈱エフリード

15,650,000 15,600,000 15,900,000

37

大樹公共下水道工事第１工区川南地区

大樹町西本通

汚水管Φ150リブ管　Ｌ＝89.61ｍ　１号マンホール２箇所、汚水桝　７箇所 期間 令和1年6月21日 有限会社　間　組

播間建設工業㈱

8,770,000 8,760,000 8,800,000

勝海電気㈱

8,700,000 8,800,000

38

個別排水処理施設整備工事第３工区

大樹町字生花

浄化槽　７人槽　１式 期間 令和1年6月21日

㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業

2,290,000 2,258,000 2,290,000 2,269,000



～

～

指名業者 ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱

１回目 1,640,000 1,600,000 1,630,000 1,630,000

工事場所 予定価格 1,782,000 契約金額 1,728,000

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名 有限会社　間　組

入札名 入札書比較価格 1,650,000 落札価格 1,600,000

３回目

２回目

指名業者 ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱

１回目 2,200,000 2,200,000 2,160,000 2,190,000

工事場所 予定価格 2,397,600 契約金額 2,332,800

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

入札名 入札書比較価格 2,220,000 落札価格 2,160,000

39

個別排水処理施設整備工事第４工区

大樹町字拓進

浄化槽　７人槽　１式 期間 令和1年6月21日 大木建設株式会社

㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業

2,180,000 2,195,000 2,200,000 2,210,000

40

個別排水処理施設整備工事第５工区

大樹町字開進

浄化槽　５人槽１式 期間 令和1年6月21日

㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業

1,620,000

２回目

３回目

1,620,000 1,630,000 1,630,000



～

～

～

～

～

３回目

２回目

１回目 1,640,000 1,620,000 1,650,000

工事概要 令和1年10月31日 落札業者名

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 大樹町幸町 予定価格 1,881,000 契約金額 1,782,000

入札名 入札書比較価格 1,710,000 落札価格 1,620,000

３回目

２回目

１回目 1,997,000 1,500,000 2,053,700

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

工事場所 大樹町柏木町14番地13 予定価格 2,235,600 契約金額 1,620,000

入札名 入札書比較価格 2,070,000 落札価格 1,500,000

３回目

２回目

１回目 8,950,000 7,450,000 9,100,000

工事概要 令和2年2月29日 落札業者名

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

工事場所 大樹町西本通７３番地５ 予定価格 10,214,600 契約金額 8,195,000

１回目 9,500,000 7,700,000 9,470,000

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

工事場所 予定価格 10,554,500 契約金額 8,470,000

工事概要 令和2年2月29日 落札業者名

３回目

入札名 9,595,000 落札価格

２回目

１回目 10,590,000 8,600,000 10,600,000

工事概要 令和2年2月29日 落札業者名

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

入札名 10,683,000 落札価格

工事場所 予定価格 11,751,300 契約金額 9,460,000

入札日時場所 令和1年7月10日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号

41

大樹小学校非常用発電機設置工事 入札書比較価格 8,600,000

大樹町東本通54番地

発電機1基及び基礎工事 期間 令和1年7月12日 勝海電気株式会社

42

大樹中学校非常用発電機設置工事 入札書比較価格 7,700,000

大樹町鏡町１番地１

発電機1基及び基礎工事 期間 令和1年7月12日 勝海電気株式会社

２回目

３回目

43

入札名 海洋センター非常用発電機設置工事 入札書比較価格 9,286,000 落札価格 7,450,000

発電機1基及び基礎工事 期間 令和1年7月12日 勝海電気株式会社

44

柏木町団地共用電灯設備改修工事

電灯設備　柏木町団地３棟 期間 令和1年7月12日 勝海電気株式会社

45

幸町団地４号線調査設計業務

調査設計　Ｌ＝110ｍ 期間 令和1年7月12日 丸菱測量設計株式会社

入札結果情報

入札結果一覧
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２回目

３回目

１回目 1,890,000

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

指名業者 ㈲上野興設 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

３回目

入札名 入札書比較価格 1,910,000 落札価格

１回目

２回目

工事概要 令和1年10月31日 落札業者名

指名業者 ㈲上野興設 田中工業㈲ ㈱北海道アルファ

15,780,000

工事場所 予定価格 17,633,000 契約金額 17,358,000

入札名 入札書比較価格 16,030,000 落札価格

２回目

３回目

１回目 2,210,000 2,235,0002,230,000 2,235,000

工事概要 令和1年9月10日 落札業者名

指名業者 ㈲間組 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

2,210,000

工事場所 予定価格 2,430,000 契約金額 2,386,800

３回目

入札名 入札書比較価格 2,250,000 落札価格

１回目

２回目

入札名 入札書比較価格 1,510,000 落札価格 1,400,000

３回目

２回目

１回目 1,790,000 1,800,000 1,800,000

工事概要 令和1年10月31日 落札業者名

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 大樹町字振別 予定価格 2,079,000 契約金額 1,969,000

入札名 入札書比較価格 1,890,000 落札価格 1,790,000

46

南町１３号線調査設計業務

調査設計　Ｌ＝130ｍ 期間 令和1年7月12日 有限会社　福岡測量設計事務所

47

松山２１号線調査設計業務

工事場所 大樹町松山町 予定価格 1,661,000 契約金額 1,540,000

工事概要 調査設計　Ｌ＝90ｍ 期間 令和1年7月12日 令和1年10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

1,470,000 1,450,000 1,400,000

48

旧中島小学校教職員住宅解体工事

大樹町字中島１６５番地

木造平屋建２棟 期間 令和1年7月12日 株式会社　創樹

2,240,000

49

拓北１号配水管路配水管更新工事

大樹町字拓北

配水管　Ｌ＝184.8ｍ 期間 令和1年7月12日 有限会社　上野興設

15,780,000 15,850,000 15,930,000

50

大樹町老朽消火栓更新工事　第１工区

大樹町水道事業区域

消火栓　Ｎ＝3箇所 期間 令和1年7月12日 有限会社　上野興設

1,860,000

工事場所 予定価格 2,062,800 契約金額 2,008,800

1,860,000 1,890,000 1,900,000



～

～

～

３回目

２回目

指名業者 ㈱北海道アルファ

１回目

㈲上野興設 田中工業㈲

工事場所 予定価格 1,738,800 契約金額 1,695,600

工事概要 令和1年8月30日 落札業者名

入札名 入札書比較価格 1,610,000 落札価格 1,570,000旧歴舟中学校グラウンド給水切回工事

３回目

２回目

指名業者

１回目

大樹町森林組合

工事場所 予定価格 3,476,000 契約金額 3,294,000

工事概要 令和1年11月22日 落札業者名 有限会社　八巻木材店令和1年7月26日

入札名 入札書比較価格 3,160,000 落札価格 3,050,000

３回目

工事概要 令和1年11月22日 落札業者名

入札結果一覧

指名業者

落札価格 2,200,000

入札日時場所 令和1年7月24日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号

51

入札名 振別地区第１区準備地拵請負工事 入札書比較価格 2,290,000

１回目

２回目

工事場所 大樹町字振別２９９－１ 予定価格 2,519,000 契約金額 2,376,000

準備地拵　４．２８ｈａ 期間 令和1年7月26日 大樹町森林組合

大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

2,200,000 2,350,000

52

振別地区第２区準備地拵請負工事

大樹町字振別２９９－１

準備地拵　６．６５ｈａ 期間

㈲八巻木材店

3,150,000 3,050,000

大樹町字芽武１４９番地１

Ｌ＝１５０ｍ 期間 令和1年7月26日 有限会社　上野興設

㈲北海道藤棚工業

1,570,000 1,590,000 1,603,000 1,600,000

53

入札結果情報
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３回目

１回目 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,793,000

２回目

契約金額 1,958,000

田中工業有限会社

大木建設㈱

入札名 入札書比較価格 1,820,000 落札価格 1,780,000

３回目

2,600,000 2,570,000 2,590,000

２回目

１回目 2,590,000 2,605,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

工事概要 令和1年10月31日 落札業者名

指名業者 ㈲間組 大木建設㈱田中工業㈲ ㈱エフリード㈲上野興設 ㈱北海道アルファ

工事場所 大樹町字石坂 予定価格 2,893,000 契約金額 2,827,000

入札名 入札書比較価格 2,630,000 落札価格 2,570,000

３回目

２回目

１回目 40,370,000 40,300,000 39,500,000 40,150,000 40,000,000

工事概要 令和2年3月10日 落札業者名

指名業者 荏原商事株式会社北海道支店新栄クリエイト株式会社 北海道富士電機(株) JFEｱｸｱｻｰﾋﾞｽ機器(株)北海道営業所 株式会社　日星電機

工事場所 住吉浄水場 予定価格 44,506,000 契約金額 43,450,000

入札名 入札書比較価格 40,460,000 落札価格 39,500,000

３回目

２回目

１回目 37,500,000 37,900,000 38,400,000

落札業者名機器類及び現場電気計装設備の更新 期間 令和1年8月9日 荏原商事株式会社北海道支店

指名業者 荏原商事(株)北海道支店 (株)日星電機

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 42,900,000 契約金額 41,250,000

落札価格 37,500,000

入札日時場所 令和1年8月7日 10:00 大樹町役場４階委員会室

入札結果一覧

番号

54

入札名 水道施設電気計装設備更新工事 入札書比較価格 39,000,000

工事概要 令和2年3月10日

北海道富士電機(株)

55

住吉浄水場浄水設備更新工事

前処理設備更新 期間 令和1年8月9日 JFEｱｸｱｻｰﾋﾞｽ機器株式会社北海道営業所

56

個別排水処理施設整備工事第６工区

10人槽 1箇所　 期間 令和1年8月9日 播間建設工業株式会社

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

57

個別排水処理施設整備工事第７工区

工事場所 大樹町字萠和 予定価格 2,002,000

工事概要 5人槽 1箇所　 期間 令和1年8月9日 令和1年10月31日 落札業者名

指名業者 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱エフリード ㈲間組 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

1,800,000 1,805,000 1,780,000 1,819,000

入札結果情報



～

３回目

２回目

１回目 2,960,000 2,932,500 2,921,000 2,944,000 2,968,000

令和1年11月15日 落札業者名 及川建設

指名業者 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

2,921,000

工事場所 大樹町鏡町２１番地 予定価格 3,267,000 契約金額 3,213,100

58

入札名 町営住宅屋根改修工事 入札書比較価格 2,970,000 落札価格

工事概要 鏡町団地CB造2階建（２－３）、１棟１２戸建屋根板金補修、全面塗装 期間 令和1年8月23日

入札結果一覧

入札日時場所 令和1年8月21日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報



～

～

３回目

1,705,000

２回目

㈲北海道藤棚工業

１回目 1,690,000 1,705,000 1,680,000 1,700,000 1,720,000 1,700,000 1,700,000

落札業者名 田中工業有限会社

指名業者 ㈲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㈱

大樹町字晩成 予定価格 1,892,000 契約金額 1,848,000

工事概要 5人槽 1箇所　 期間 令和1年9月6日 令和1年11月20日

60

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 1,720,000 落札価格 1,680,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 1,800,000 1,820,000 1,800,000 1,800,000 1,830,000 1,800,000 1,796,000 1,780,000

有限会社　北海道藤棚工業

指名業者 ㈲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

工事概要 5人槽 1箇所　 期間 令和1年9月6日 令和1年11月20日 落札業者名

工事場所 大樹町字中島 予定価格 2,024,000 契約金額 1,958,000

番号 入札結果情報

59

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 1,840,000 落札価格 1,780,000

入札結果一覧

入札日時場所 令和1年9月4日 9:00 大樹町役場４階委員会室



～

～

３回目

２回目

１回目 2,150,000 2,160,000 2,160,000 2,150,000 2,130,000 2,155,000 2,170,000

大木建設株式会社

指名業者 ㈲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

工事概要 ７人槽 1箇所 期間 令和1年9月27日 令和1年11月29日 落札業者名

工事場所 大樹町字尾田 予定価格 2,398,000 契約金額 2,343,000

62

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 2,180,000 落札価格 2,130,000

３回目

２回目

１回目 1,780,000 1,820,000 1,750,000 1,800,000

落札業者名 有限会社　北海道藤棚工業

指名業者 ㈲上野興設 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 2,013,000 契約金額 1,925,000

工事概要 消火栓　3基　回転打倒型　52KⅡ N=3 期間 令和1年9月27日 令和1年11月29日

61

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 1,830,000 落札価格 1,750,000

工事場所

番号 入札結果情報

入札結果一覧

入札日時場所 令和1年9月25日 10:05 大樹町役場４階委員会室



～

～

３回目

２回目

１回目 1,480,000 1,460,000 1,485,000 1,490,000 1,480,000 1,485,000 1,490,000

落札業者名 株式会社　北海道アルファ

指名業者 ㈲上野興設 ㈱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

大樹町字生花 予定価格 1,650,000 契約金額 1,606,000

工事概要 5人槽 1箇所 期間 令和1年10月11日 令和1年12月20日

64

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 1,500,000 落札価格 1,460,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 11,150,000 11,100,000 11,300,000 11,180,000 11,300,000 11,200,000 11,240,000

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㈱

工事概要 根固め工一式　2ケ所 期間 令和1年10月11日 令和2年3月10日 落札業者名

工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 12,463,000 契約金額 12,210,000

番号 入札結果情報

63

入札名 ふるさと大橋修繕工事 入札書比較価格 11,330,000 落札価格 11,100,000

入札結果一覧

入札日時場所 令和1年10月9日 10:00 大樹町役場４階委員会室



～

３回目

２回目

１回目 2,540,000 2,530,000 2,550,000 2,560,000

田中工業有限会社

指名業者 ㈲上野興設 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　４基　回転打倒型　52KⅡ N=4 期間 令和1年10月25日 令和1年12月20日 落札業者名

工事場所 大樹町給水区域 予定価格 2,838,000 契約金額 2,783,000

番号 入札結果情報

65

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 2,580,000 落札価格 2,530,000

入札結果一覧

入札日時場所 令和1年10月23日 13:30 大樹町役場４階委員会室



～

～

３回目

２回目

１回目 11,630,000 11,650,000 11,750,000 11,730,000 11,800,000 11,600,000 11,715,000

落札業者名 株式会社　髙橋工務店

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㈱

大樹町暁町 予定価格 13,013,000 契約金額 12,760,000

工事概要 ポンプ井防食 期間 令和1年11月9日 令和2年3月20日

67

入札名 大樹下水終末処理場防食工事 入札書比較価格 11,830,000 落札価格 11,600,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 1,590,000 1,580,000 1,585,000 1,558,000

株式会社　北海道アルファ

指名業者 ㈲上野興設 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

工事概要 宿泊施設２階トイレ改修 期間 令和1年11月9日 令和2年2月28日 落札業者名

工事場所 大樹町字晩成２番地　晩成温泉宿泊施設 予定価格 1,749,000 契約金額 1,713,800

番号 入札結果情報

66

入札名 晩成温泉宿泊施設トイレ改修工事 入札書比較価格 1,590,000 落札価格 1,558,000

入札結果一覧

入札日時場所 令和1年11月7日 10:00 大樹町役場４階委員会室



～

３回目

２回目

１回目 248,200,000 248,400,000

令和3年2月26日 落札業者名 勝海・神山特定建設工事共同企業体

指名業者 勝海・神山特定建設工事共同企業体 大昭・北口・椿特定建設工事共同企業体

248,200,000

工事場所 広尾郡大樹町一円 予定価格 273,405,000 契約金額 273,020,000

68

入札名 大樹町防災行政無線デジタル化整備工事（電気通信工事） 入札書比較価格 248,550,000 落札価格

工事概要  親局・統制台・遠隔制御装置・移動局・基地局・屋外拡声子局・・・各一式戸別受信機　2,800台 期間 令和1年12月7日

入札結果一覧

入札日時場所 令和1年12月3日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報


