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入札結果一覧

入札日時場所 令和2年3月25日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

1

入札名 個別排水処理施設維持管理業務第１工区（※長期継続契約） 入札書比較価格 6,410,000 落札価格

工事概要 ５人槽４５基、７人槽３０基、１０人槽１８基 期間 令和2年4月1日

6,250,000

工事場所 大樹町公共下水道処理区域外 予定価格 7,051,000 契約金額 6,875,000

令和3年3月31日 落札業者名 有限会社　大樹清掃社

指名業者 ㈱エスクリーン ㈲大樹清掃社

１回目 6,500,000 6,250,000

２回目

３回目

2

入札名 個別排水処理施設維持管理業務第２工区（※長期継続契約） 入札書比較価格 7,030,000 落札価格 6,800,000

工事場所 大樹町公共下水道処理区域外 予定価格 7,733,000 契約金額 7,480,000

工事概要 ５人槽４１基、７人槽４２基、１０人槽１６基 期間 令和2年4月1日 令和3年3月31日 落札業者名 株式会社　エスクリーン

指名業者 ㈱エスクリーン ㈲大樹清掃社

１回目 6,800,000 7,000,000

２回目

３回目

3

入札名 町有施設浄化槽保守管理業務
（※長期継続契約） 入札書比較価格 1,729,000 落札価格 1,670,000

工事場所 町内１７施設 予定価格 1,901,900 契約金額 1,837,000

工事概要 町内１７施設の浄化槽保守管理 期間 令和2年4月1日 令和3年3月31日 落札業者名 株式会社　エスクリーン

指名業者 ㈱エスクリーン ㈲大樹清掃社

１回目 1,670,000 1,920,000

２回目

３回目

大樹町公共下水道処理区域 予定価格 33,770,000

30,000,000大樹下水終末処理場施設維持管理業務
（※長期継続契約） 入札書比較価格

１回目

入札名 入札書比較価格 25,320,000 落札価格 24,500,000

３回目

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 27,852,000 契約金額 26,950,000

水ｉｎgＡＭ㈱北海道支店 ㈱データベース 新栄クリエイト㈱

３回目

１回目

２回目

指名業者

入札名

㈱データベース

工事場所

水ｉｎgＡＭ㈱北海道支店

30,000,000

4

水ingAM株式会社北海道支店

30,700,000 落札価格

２回目

契約金額

指名業者

33,000,000

工事概要 下水終末処理場の施設維持管理業務 期間 令和2年4月1日 令和3年3月31日 落札業者名

30,000,000 31,370,000 39,000,000

(有)広尾衛生社

5

大樹町水道施設維持管理業務
（※長期継続契約）

大樹町水道事業給水区域内

上水道施設の維持管理業務 期間 令和2年4月1日 水ingAM株式会社北海道支店

24,500,000 25,130,000
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～ 株式会社　北海道アルファ

2,180,000 2,200,000 2,183,000

10

大樹市街地区水道メータ器検針業務（第３地区）

大樹町給水区域

検針個数　1,175件 期間 令和2年4月10日

485,000 490,000 505,000

9

大樹町Ｂ＆Ｇ海洋センターグランド整備業務

大樹町西本通７３番地５

Ｂ＆Ｇ海洋センターグランド整地 期間 令和2年4月10日 株式会社　北海道アルファ

1,380,000 1,400,000 1,430,000

8

大樹中央運動公園運動施設維持管理業務

大樹町字振別１３７番地 大樹中央運動公園

野球場・ソフトホール場・テニスコート場整地・野球場・ソフトホール場用土補充 期間 令和2年4月10日 株式会社　北海道アルファ

3,180,000 3,220,000 3,250,000

令和2年6月30日 落札業者名 株式会社創造設計舎

指名業者 (株)創造設計舎 (株)岡田設計 まちの建築家あくてぃぶネット共同組合

3,180,000

工事場所 広尾郡大樹町字美成170番地1の内 予定価格 3,696,000 契約金額 3,498,000

7

入札名 多目的航空公園格納庫建設設計業務 入札書比較価格 3,360,000 落札価格

工事概要 鉄骨平屋建200㎡程度、電気、設備工事含、車路As工事 期間 令和2年4月10日

3,580,000

契約金額 3,938,000

6

入札名 特別養護老人ホーム冷房設備工事 入札書比較価格 3,650,000 落札価格

工事場所 広尾郡大樹町暁町6番地1 予定価格 4,015,000

工事概要 床置き型AC2基設置工事一式 期間 令和2年4月10日 令和3年3月15日 落札業者名 有限会社　神山電気商会

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

１回目 3,580,000 3,640,000 3,610,000

２回目

３回目

３回目

１回目 2,100,000

２回目

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 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 2,461,800 契約金額 2,310,000

入札名 入札書比較価格 2,238,000 落札価格 2,100,000

３回目

２回目

１回目

指名業者 (株)北海道アルファ (株)播間建設工業 (株)髙橋工務店

工事概要 令和2年4月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 557,700 契約金額 533,500

入札名 入札書比較価格 507,000 落札価格 485,000

３回目

２回目

１回目

指名業者 (株)北海道アルファ (株)播間建設工業 (株)髙橋工務店

工事概要 令和2年11月11日 落札業者名

工事場所 予定価格 1,577,400 契約金額 1,518,000

入札名 入札書比較価格 1,434,000 落札価格 1,380,000

３回目

２回目

１回目

番号 入札結果情報

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年4月8日 10:00 大樹町役場４階委員会室
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17,550,000 17,500,000 17,520,000

13

学校給食センター空調設備更新工事

広尾郡大樹町柏木町16番地2

天井カセット型AC6系統更新工事一式 期間 令和2年4月10日 勝海電気株式会社

東洋計器株式会社札幌支店

5,308,270 5,142,610 4,839,670

12

電子式水道メータ器

大樹町水道事業の指定する場所

Φ13　96個、Φ20　191個、Φ25　15個、Φ40　19個、Φ50　1個、計322個、スコッチキャスト120個 期間 令和2年4月10日

3,400,000 3,390,000 3,450,000

11

大樹郊外地区水道メータ器検針業務

大樹町給水区域

検針個数　1,042件 期間 令和2年4月10日 株式会社　北海道アルファ

３回目

２回目

１回目

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 19,398,500 契約金額

３回目

19,250,000

入札名 入札書比較価格 17,635,000 落札価格 17,500,000

１回目

２回目

指名業者 愛知時計電機㈱釧路営業所 アズビル金門㈱釧路営業所 東洋計器㈱札幌支店

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 6,167,700 契約金額 4,839,670

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 4,839,670

３回目

２回目

㈱北海道アルファ

１回目 3,320,000

指名業者 ㈲上野興設 田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 3,906,100 契約金額 3,652,000

入札名 入札書比較価格 3,551,000 落札価格 3,320,000
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18

大樹町生涯学習センター芝維持管理業務

大樹町双葉町６番地１

南側(双葉町団地･斜面)、北側進入路(西側含)、東側駐車場、正面(L側･R側) 期間 有限会社　清樹園

1,270,000 1,250,000 1,200,000

17

令和２年度大樹町多目的航空公園管理業務

大樹町字美成１６９番地

多目的航空公園の芝維持管理等 期間 令和2年4月24日 株式会社　松本工業

4,650,000 4,500,000

2,700,000 2,600,000 2,750,000

指名業者 ㈱寺嶋商産 ㈱松本工業 ㈲清樹園

契約金額 2,860,000

工事概要 西本通ふれあい広場ほか 期間 令和2年4月24日 令和2年11月30日 落札業者名 株式会社　松本工業

番号 入札結果情報

16

入札名 大樹町内公園芝維持管理業務（第２工区） 入札書比較価格 3,030,000 落札価格 2,600,000

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年4月22日 10:00 大樹町役場４階委員会室

３回目

２回目

１回目

指名業者 ㈱寺嶋商産 ㈱松本工業 ㈲清樹園

工事概要 令和2年10月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 1,510,300 契約金額

令和2年4月24日

1,320,000

入札名 入札書比較価格 1,373,000 落札価格 1,200,000

１回目

㈲清樹園

4,600,000

３回目

２回目

工事概要 令和2年10月31日 落札業者名

指名業者 ㈱寺嶋商産 ㈱松本工業

工事場所 予定価格 5,298,473 契約金額 4,950,000

入札名 入札書比較価格 4,816,794 落札価格 4,500,000

３回目

２回目

１回目

工事場所 歴舟川河川緑地公園・西本通ふれあい公園・交通公園他12ケ所 予定価格 3,333,000

３回目

２回目

１回目 5,200,000 5,100,000 5,000,000

有限会社　清樹園

指名業者 ㈱寺嶋商産 ㈱松本工業 ㈲清樹園

工事概要 柏林公園ほか 期間 令和2年4月24日 令和2年11月30日 落札業者名

5,000,000

工事場所 大樹町東本通51番地1　柏林公園他 予定価格 5,877,300 契約金額 5,500,000

15

入札名 大樹町内公園芝維持管理業務（第１工区） 入札書比較価格 5,343,000 落札価格

３回目

２回目

１回目 18,696,000 18,626,000 18,756,000

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

20,488,600

工事概要 電力用・電灯用各１台 期間 令和2年4月24日 令和3年3月19日 落札業者名 勝海電気株式会社

14

入札名 大樹町特別養護老人ホーム電灯停電用発電機設置工事 入札書比較価格 18,776,000 落札価格

大樹町暁町６番地１ 予定価格 20,653,600 契約金額

18,626,000

工事場所
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～ 有限会社　八巻木材店

5,330,000 5,200,000

23

振別地区外保育下刈請負工事

大樹町字振別299-1外

43.58ｈａ 期間 令和2年4月24日

1,550,000 1,450,000

22

振別地区第２区新植請負工事

大樹町字振別299-1

6.65ｈａ 期間 令和2年4月24日 有限会社　八巻木材店

大樹町森林組合

1,050,000 1,200,000

21

振別地区第１区新植請負工事

大樹町字振別299-1

4.82ｈａ 期間 令和2年4月24日

11,100,000 11,160,000 11,160,000

20

大樹中央運動公園芝維持管理業務

大樹町字振別１３７番地

野球場、ソフトボール場、修景池、スケートリンク周辺、野鳥の森他 期間 令和2年4月24日 株式会社　寺嶋商産

有限会社　清樹園

750,000 750,000 700,000

19

大樹町Ｂ＆Ｇ海洋センター芝維持管理業務

大樹町西本通７３番地５

海洋センター、ゲートボール場周辺 期間 令和2年4月24日

３回目

１回目

２回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年8月14日 落札業者名

工事場所 予定価格 5,874,000 契約金額 5,720,000

入札名 入札書比較価格 5,340,000 落札価格 5,200,000

３回目

２回目

１回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年6月1日 落札業者名

工事場所 予定価格 1,639,000 契約金額

３回目

1,595,000

入札名 入札書比較価格 1,490,000 落札価格 1,450,000

１回目

２回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年6月1日 落札業者名

工事場所 予定価格 1,188,000 契約金額 1,155,000

入札名 入札書比較価格 1,080,000 落札価格 1,050,000

３回目

２回目

１回目

指名業者 ㈱寺嶋商産 ㈱松本工業 ㈲清樹園

工事概要 令和2年10月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 12,417,900 契約金額

３回目

12,210,000

入札名 入札書比較価格 11,289,000 落札価格 11,100,000

１回目

２回目

指名業者 ㈱寺嶋商産 ㈱松本工業 ㈲清樹園

工事概要 令和2年9月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 891,000 契約金額 770,000

入札名 入札書比較価格 810,000 落札価格 700,000
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7,700,000 7,850,000

28

大樹町有林管理委託業務

大樹町　町有林内

町有林管理委託・植樹祭、町有林整備ふれあいの森他・被害地補植業務 期間 令和2年4月24日 大樹町森林組合

有限会社　八巻木材店

16,400,000 16,000,000

27

晩成地区外間伐請負工事

大樹町字晩成330-1外

51.96ｈａ 期間 令和2年4月24日

8,400,000 8,550,000

26

湧洞地区間伐請負工事

豊頃町字湧洞1148

27.44ｈａ 期間 令和2年4月24日 大樹町森林組合

大樹町森林組合

8,900,000 9,000,000

25

生花地区間伐請負工事

大樹町字生花984-1外

31.92ｈａ 期間 令和2年4月24日

5,600,000 5,750,000

24

中島地区外保育下刈請負工事

大樹町字中島336外

48.68ｈａ 期間 令和2年4月24日 大樹町森林組合

３回目

２回目

１回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年11月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 8,585,500 契約金額

３回目

8,470,000

入札名 入札書比較価格 7,805,000 落札価格 7,700,000

１回目

２回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年10月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 18,329,300 契約金額 17,600,000

入札名 入札書比較価格 16,663,000 落札価格 16,000,000

３回目

２回目

１回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年10月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 9,582,100 契約金額

３回目

9,240,000

入札名 入札書比較価格 8,711,000 落札価格 8,400,000

１回目

２回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年10月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 10,278,400 契約金額 9,790,000

入札名 入札書比較価格 9,344,000 落札価格 8,900,000

３回目

２回目

１回目

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

工事概要 令和2年8月14日 落札業者名

工事場所 予定価格 6,303,000 契約金額 6,160,000

入札名 入札書比較価格 5,730,000 落札価格 5,600,000
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～ 有限会社　福田自動車商会

2,275,390 2,280,000

33

公用車両・カローラフィルダー

大樹町役場

４ドア・４ＷＤ・ＣＶＴフロアシフト・シルバーメタリック　１台　 期間 令和2年4月24日

45,617,000 46,200,000 45,800,000

32

公用車両・大型バス

大樹町役場

大型バス１台　補助席なし　４３名乗り 450PS以上 期間 令和2年4月24日 有限会社　三浦自動車工業

有限会社　三浦自動車工業

69,300,000 64,500,000 64,020,000

31

除雪グレーダ

大樹町車両センター（柏木町）

モータグレーダ3.7m級サイドウイング付 期間 令和2年4月24日

10,450,000 9,570,000 10,109,000

30

ミキサーフィーダー

大樹町光地園牧場

1台 期間 令和2年4月24日 株式会社　ヰセキ北海道大樹営業所

タニコー株式会社帯広営業所

12,100,000 13,816,000 13,090,000

29

立体型炊飯器

大樹町学校給食センタ

立体型炊飯器６台 期間 令和2年4月24日

３回目

１回目

２回目

指名業者 ㈲福田自動車商会 ㈲三浦自動車工業

工事概要 令和2年10月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 2,301,121 契約金額 2,275,390

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 2,275,390

３回目

２回目

㈲三浦自動車工業

１回目 44,550,000

指名業者 日野自動車(株)帯広支店 いすゞ自動車(株)帯広支店 ㈲福田自動車商会

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 49,919,509 契約金額

３回目

44,550,000

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 44,550,000

１回目

２回目

指名業者 ㈲道東車輛工業 ㈲福田自動車商会 ㈲三浦自動車工業

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 68,582,800 契約金額 64,020,000

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 64,020,000

３回目

２回目

ヰセキ北海道(株)大樹営業所

１回目 9,350,000

指名業者 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)大樹支店 日本ﾆｭｰﾎﾗﾝﾄﾞ(株)大樹営業所 ｴﾑｴｽｹｰ農業機械(株)

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 11,000,000 契約金額

３回目

9,350,000

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 9,350,000

１回目

２回目

指名業者 タニコー㈱帯広営業所 ㈱中西製作所北海道支店 日本調理機㈱北海道支店

工事概要 令和3年3月31日 落札業者名

工事場所 予定価格 13,057,000 契約金額 12,100,000

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 12,100,000
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2,904,000 2,750,000 2,860,000

38

可搬ポンプ

とかち広域消防事務組合　大樹消防署

旭自衛消防隊　１基
浜大樹自衛消防隊　１基 期間 令和2年4月24日 株式会社　北海道モリタ

株式会社　松本工業

547,000 616,000 560,000

37

大樹中学校テニスコート整地業務

大樹町鏡町１番地１

大樹中学校テニスコート整地業務 期間 令和2年4月24日

650,000 742,000 680,000

36

大樹中学校グラウンド、野球場転圧整備業務

大樹町鏡町１番地１

大樹中学校グラウンド、野球場転圧 期間 令和2年4月24日 株式会社　松本工業

播間建設工業株式会社

1,210,000 1,770,000 1,250,000

35

除雪ダンプ売払い

大樹町役場建設水道課管理係

除雪ダンプ１台 期間 令和2年4月24日

677,050 1,156,320 688,000

34

公用車両用タイヤ

大樹町役場

車両１１台分　４０本 期間 令和2年4月24日 有限会社　福田自動車商会

３回目

２回目

１回目

指名業者 田井自動車工業㈱ ㈱北海道モリタ 山﨑自動車㈱

工事概要 令和3年3月22日 落札業者名

工事場所 予定価格 2,921,600 契約金額

３回目

2,750,000

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 2,750,000

１回目 626,000

２回目

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱ (有)木戸建設

工事概要 令和2年5月15日 落札業者名

工事場所 予定価格 601,700 契約金額 601,700

入札名 入札書比較価格 547,000 落札価格 547,000

３回目

２回目

(有)木戸建設

１回目 750,000

指名業者 ㈱松本工業 ㈱マルマツ建設 大木建設㈱

工事概要 令和2年5月15日 落札業者名

工事場所 予定価格 715,000 契約金額

３回目

715,000

入札名 入札書比較価格 650,000 落札価格 650,000

１回目

２回目

指名業者 条件付き一般競争入札 (有)間組 播間建設工業(株) (株)松本工業

工事概要 令和2年4月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 500,000 契約金額 1,770,000

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 0

３回目

２回目

宮本商産(株)大樹営業所 中村タイヤ工業所 酒森タイヤ工業所

１回目 792,440 764,720 876,040

指名業者 (有)福田自動車商会 ㈲三浦自動車工業 (有)酒森商事

工事概要 令和2年5月15日 落札業者名

工事場所 予定価格 1,230,020 契約金額 677,050

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 677,050
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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

111基 期間 有限会社　上野興設

1,810,000 1,779,000 1,800,000

42

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

107基 期間 令和2年5月9日 株式会社　北海道アルファ

1,838,000 1,850,000

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

指名業者 (株)北海道アルファ (有)上野興設 田中工業(有)

契約金額 2,057,000

工事概要 104基 期間 令和2年5月9日 令和2年9月30日 落札業者名 田中工業有限会社

番号 入札結果情報

41

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 1,910,000 落札価格 1,870,000

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年5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

指名業者 (株)北海道アルファ (有)上野興設 田中工業(有)

工事概要 令和2年9月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 2,002,000 契約金額

令和2年5月9日

1,956,900

入札名 入札書比較価格 1,820,000 落札価格 1,779,000

１回目

田中工業(有)

1,860,000

３回目

２回目

工事概要 令和2年9月30日 落札業者名

指名業者 (株)北海道アルファ (有)上野興設

工事場所 予定価格 2,068,000 契約金額 2,021,800

入札名 入札書比較価格 1,880,000 落札価格 1,838,000

３回目

２回目

１回目

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,101,000

３回目

２回目

１回目 3,100,000 3,150,000 3,146,000

株式会社　北海道アルファ

指名業者 (株)北海道アルファ (有)上野興設 田中工業(有)

工事概要 衛生殺菌消臭水生成装置設置１台
炭酸ガスボンベ庫設置　1個 期間 令和2年5月9日 令和2年9月30日 落札業者名

3,100,000

工事場所 大樹町暁町６番地１ 予定価格 3,498,000 契約金額 3,410,000

40

入札名 大樹町特別養護老人ホーム衛生殺菌消臭水生成装置設置工事 入札書比較価格 3,180,000 落札価格

３回目

２回目

１回目 3,240,000 3,280,000 3,300,000

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

3,564,000

工事概要 調査設計及び用地確定測量 期間 令和2年5月9日 令和2年10月30日 落札業者名 有限会社　福岡測量設計事務所

39

入札名 町道認定に伴う実施設計及び用地確定測量業務 入札書比較価格 3,450,000 落札価格

大樹町西本通 予定価格 3,795,000 契約金額

3,240,000

工事場所
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辞退 4,298,327 3,220,000

45

行政情報端末機器（ノートパソコン一式）

大樹町役場

ノートパソコン37台ほか 期間 令和2年5月9日 田中書店

有限会社　福田自動車商会

14,920,000 14,924,800

44

移動図書館車

大樹町図書館

移動図書館車マイクロバス改造車１台 期間 令和2年5月9日

３回目

２回目

田中書店 伊藤建材店 勝海電気(株)

１回目 2,899,875 辞退 13,431,000

指名業者 林中電気 ベスト電器大樹店 (株)たいき調剤薬局越後屋

工事概要 令和2年12月30日 落札業者名

工事場所 予定価格 5,242,160 契約金額

３回目

2,899,875

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 2,899,875

１回目

２回目

指名業者 ㈲福田自動車商会 ㈲三浦自動車工業

工事概要 令和3年3月1日 落札業者名

工事場所 予定価格 14,975,304 契約金額 14,920,000

入札名 入札書比較価格 0 落札価格 14,920,000
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３回目

２回目

１回目 1,860,000 1,900,000 1,900,000

有限会社　上野興設

指名業者 (有)上野興設 田中工業(有) (株)北海道アルファ

工事概要 ろ過砂すきとり１池、ろ過砂すきとり補砂１池、洗砂 期間 令和2年5月22日 令和2年8月31日 落札業者名

工事場所 大樹町字拓進 予定価格 2,090,000 契約金額 2,046,000

50

入札名 坂下浄水場ろ過池清掃業務 入札書比較価格 1,900,000 落札価格 1,860,000

３回目

２回目

１回目 4,700,000 4,780,000 4,720,000

落札業者名 有限会社　上野興設

指名業者 (有)上野興設 田中工業(有) (株)北海道アルファ

大樹町字日方 予定価格 5,313,000 契約金額 5,170,000

工事概要 Ｌ＝１００ｍ、給水工６箇所 期間 令和2年5月22日 令和2年8月20日

49

入札名 南町１３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 4,830,000 落札価格 4,700,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 10,260,000 10,400,000 10,300,000

有限会社　上野興設

指名業者 (有)上野興設 田中工業(有) (株)北海道アルファ

工事概要 機械設備工事一式／屋内、屋外給排水・給湯・ガス・給油・換気・消火設備ほか 期間 令和2年5月22日 令和2年11月16日 落札業者名

工事場所 広尾郡大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 11,517,000 契約金額 11,286,000

番号 入札結果情報

48

入札名 日方団地３号棟新築工事（機械設備） 入札書比較価格 10,470,000 落札価格 10,260,000

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年5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 3,397,000 3,420,000 3,415,000

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 ロビー天井14台、生きがい活動室4台　LEDダウンライト照明取替 期間 令和2年5月22日 令和3年3月31日 落札業者名

3,397,000

工事場所 広尾郡大樹町双葉町６番地１ 予定価格 3,792,514 契約金額 3,736,700

47

入札名 大樹町生涯学習センターロビー他ダウンライト取替修繕 入札書比較価格 3,447,740 落札価格

３回目

２回目

１回目 7,229,000 7,285,000 7,210,000

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

7,931,000

工事概要 電気設備工事一式／電灯・コンセント・幹線・構内配電線路・構内通信線路設備ほか 期間 令和2年5月22日 令和2年11月16日 落札業者名 椿電気商会

46

入札名 日方団地３号棟新築工事（電気設備） 入札書比較価格 7,360,000 落札価格

広尾郡大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 8,096,000 契約金額

7,210,000

工事場所
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３回目

２回目

１回目 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,900,000

落札業者名 株式会社　阿部建設

指名業者 菊池建設㈱ ㈱髙橋工務店 ㈱エフリード ㈱阿部建設

広尾郡大樹町字旭浜９６、１０２番地 予定価格 11,077,000 契約金額 10,890,000

工事概要 旭団地CB造平屋、4棟11戸、屋根面計1,111㎡板金葺替え 期間 令和2年5月22日 令和2年9月10日

55

入札名 町営住宅屋根張替工事 入札書比較価格 10,070,000 落札価格 9,900,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 48,900,000 49,200,000 49,800,000 49,310,000

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

工事概要 木造平屋1棟153.36㎡
電気、設備工事含む、駐車場Ａｓ工事 期間 契約締結日翌日 令和2年10月20日 落札業者名

工事場所 広尾郡大樹町字晩成２０９番地４ 予定価格 54,896,600 契約金額 53,790,000

54

入札名 晩成行政区会館改築工事 入札書比較価格 49,906,000 落札価格 48,900,000

３回目

２回目

１回目 63,800,000 64,000,000 63,500,000 64,200,000

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

広尾郡大樹町字日方４０１番地の内 予定価格 71,456,000 契約金額 69,850,000

工事概要 木造平屋・1棟4戸277.76㎡
外構工事駐車場４台他 期間 契約締結日翌日 令和2年11月16日

53

入札名 日方団地３号棟新築工事（建築主体）及び外構工事 入札書比較価格 64,960,000 落札価格 63,500,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 19,900,000 19,900,000 20,200,000 19,820,000 20,300,000 20,000,000 20,120,000

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㈱ ㈲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 屋外ゲートボール場２面 期間 令和2年5月22日 令和2年10月30日 落札業者名

工事場所 大樹町栄通 予定価格 22,341,000 契約金額 21,802,000

52

入札名 屋外ゲートボール場新設工事 入札書比較価格 20,310,000 落札価格 19,820,000

３回目

２回目

１回目 50,480,000 50,650,000 51,300,000 50,600,000 51,500,000 50,700,000 51,250,000

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㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード ㈱髙橋工務店 勝海電気㈱

大樹町字下大樹 予定価格 56,672,000 契約金額 55,528,000

工事概要 伸縮継手交換３箇所 期間 契約締結日翌日 令和2年12月10日

51

入札名 ふるさと大橋修繕工事 入札書比較価格 51,520,000 落札価格 50,480,000

工事場所
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３回目

２回目

１回目 4,150,000 3,900,000 4,100,000 4,080,000

株式会社　エスクリーン

指名業者 ㈲大樹清掃社 ㈱エスクリーン ㈱北海道エコシス 北海道道路保全㈱

工事概要 汚水管清掃　L=4,878m 期間 令和2年5月22日 令和3年2月26日 落札業者名

工事場所 大樹町 予定価格 4,565,000 契約金額 4,290,000

60

入札名 汚水管清掃委託業務 入札書比較価格 4,150,000 落札価格 3,900,000

３回目

２回目

１回目 2,743,290 2,560,000 辞退

落札業者名 伊藤建材店

指名業者 田中書店 伊藤建材店 越後屋㈱たいき調剤薬局

歴舟地域コミュニティセンター 予定価格 2,560,404 契約金額 2,560,000

工事概要 会議椅子146脚　折りたたみテーブル63台 期間 令和2年5月22日 令和2年8月31日

59

入札名 行政区会館用 会議椅子・折りたたみテーブル 入札書比較価格 0 落札価格 2,560,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 690,000 700,000 700,000

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 浄化槽実施設計３箇所 期間 令和2年5月22日 令和2年7月10日 落札業者名

工事場所 大樹町 予定価格 814,000 契約金額 759,000

58

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 740,000 落札価格 690,000

３回目

２回目

１回目 2,450,000 2,500,000

落札業者名 有限会社　髙橋ボイラー設備工業

指名業者 (有)髙橋ボイラー設備工業 (株)奥原商会

大樹町 予定価格 2,816,000 契約金額 2,695,000

工事概要 鋼製地下タンクライニング工事
地下タンク10kl 期間 令和2年5月22日 令和2年11月30日

57

入札名 大樹町公衆浴場　鋼製地下タンクライニング工事 入札書比較価格 2,560,000 落札価格 2,450,000

工事場所

３回目

２回目

１回目 4,100,000 4,120,000 4,080,000 4,130,000

株式会社　創樹

指名業者 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

工事概要 CB造平屋(3,6号)、2棟4戸,計227㎡ 期間 令和2年5月22日 令和2年8月31日 落札業者名

工事場所 広尾郡大樹町字尾田５４６番地 予定価格 4,554,000 契約金額 4,488,000

56

入札名 尾田団地解体工事 入札書比較価格 4,140,000 落札価格 4,080,000



～

～

３回目

２回目

１回目 1,720,000 1,650,000 1,750,000

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

工事概要 調査及び実施設計　L=50m 期間 令和2年5月22日 令和2年10月30日 落札業者名

工事場所 大樹町 予定価格 1,958,000 契約金額 1,815,000

62

入札名 大樹公共下水道事業調査及び実施設計委託業務（単独） 入札書比較価格 1,780,000 落札価格 1,650,000

３回目

２回目

１回目 3,900,000 3,750,000 3,900,000

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

大樹町高校通 予定価格 4,400,000 契約金額 4,125,000

工事概要 調査及び実施設計　L=75m 期間 令和2年5月22日 令和2年10月30日

61

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 4,000,000 落札価格 3,750,000

工事場所
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入札結果一覧

入札日時場所 令和2年6月3日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

63

入札名 橋梁補修実施設計業務 入札書比較価格 7,250,000 落札価格

工事概要 字開進25号線　紋進橋　　橋梁補修設計一式 期間 令和2年6月5日

6,680,000

工事場所 大樹町字開進 予定価格 7,975,000 契約金額 7,348,000

令和2年9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 ㈱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 6,850,000 6,680,000 6,770,000

２回目

３回目

64

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 480,000 落札価格 445,000

工事場所 大樹町 予定価格 528,000 契約金額 489,500

工事概要 浄化槽実施設計　２箇所 期間 令和2年6月5日 令和2年7月31日 落札業者名 有限会社　福岡測量設計事務所

指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所

１回目 445,000 460,000 450,000

２回目

３回目

65

入札名 大樹公共下水道ストックマネジメント計画策定業務 入札書比較価格 8,470,000 落札価格 7,900,000

工事場所 大樹町 予定価格 9,317,000 契約金額 8,690,000

工事概要 調査・修繕改築計画策定　１式 期間 令和2年6月5日 令和3年2月19日 落札業者名 株式会社　ドーコン

指名業者 ㈱ドーコン ㈱日水コン北海道支所 ㈱グローバル設計 ㈱NJS　札幌事務所

１回目 7,900,000 8,100,000 8,100,000 8,500,000

２回目

３回目

66

入札名 大樹公共下水道事業計画変更委託業務 入札書比較価格 6,290,000 落札価格 5,900,000

工事場所 大樹町 予定価格 6,919,000 契約金額 6,490,000

工事概要 事業認可変更書作成　１式 期間 令和2年6月5日 令和3年2月19日 落札業者名 株式会社　ドーコン

指名業者 ㈱ドーコン ㈱日水コン北海道支所 ㈱グローバル設計 ㈱NJS　札幌事務所

１回目 5,900,000 6,200,000 6,150,000 6,200,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年6月17日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

67

入札名 舗装道路区画線設置工事 入札書比較価格 2,350,000 落札価格 2,270,000

工事場所 大樹町 予定価格 2,585,000 契約金額 2,497,000

工事概要 L=9,494m 期間 令和2年6月19日 令和2年9月30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 2,270,000 2,300,000 2,310,000 2,290,000

２回目

３回目

68

入札名 幸町団地４号線改良舗装工事 入札書比較価格 31,140,000 落札価格 30,500,000

工事場所 大樹町幸町 予定価格 34,254,000 契約金額 33,550,000

工事概要 L=122.52m 期間 令和2年6月24日 令和2年12月10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㈱ ㈲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 30,680,000 30,640,000 30,500,000 30,690,000 31,100,000 30,700,000 31,000,000

２回目

３回目

69

入札名 南町１３号線改良舗装工事 入札書比較価格 21,170,000 落札価格 20,580,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 23,287,000 契約金額 22,638,000

工事概要 L=135.41m 期間 令和2年6月19日 令和2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㈱ ㈲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 20,660,000 20,700,000 21,100,000 20,580,000 21,100,000 20,680,000 21,140,000

２回目

３回目

70

入札名 松山２１号線改良舗装工事 入札書比較価格 15,790,000 落札価格 15,400,000

工事場所 大樹町松山 予定価格 17,369,000 契約金額 16,940,000

工事概要 L=58.46m 期間 令和2年6月24日 令和2年12月10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㈱ ㈲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 15,550,000 15,550,000 15,400,000 15,600,000 15,700,000 15,550,000 15,730,000

２回目

３回目

71

入札名 麻友北仲通線調査設計業務 入札書比較価格 1,180,000 落札価格 1,090,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 1,298,000 契約金額 1,199,000

工事概要 測量・設計　L=40m 期間 令和2年6月19日 令和2年10月30日 落札業者名 有限会社　吉田設計事務所

指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所

１回目 1,095,000 1,097,000 1,090,000

２回目

３回目
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72

入札名 振別団地８号線調査設計業務 入札書比較価格 1,400,000 落札価格 1,300,000

工事場所 大樹町字振別 予定価格 1,540,000 契約金額 1,430,000

工事概要 測量・設計　L=70m 期間 令和2年6月19日 令和2年10月30日 落札業者名 丸菱測量設計株式会社

指名業者 ㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所

１回目 1,320,000 1,300,000 1,340,000

２回目

３回目

73

入札名 南町１１号線調査設計業務 入札書比較価格 1,260,000 落札価格 1,160,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 1,386,000 契約金額 1,276,000

工事概要 測量・設計　L=50m 期間 令和2年6月19日 令和2年10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 1,160,000 1,190,000 1,180,000

２回目

３回目

74

入札名 マイクロバス売払い 入札書比較価格 140,000 落札価格 161,000

工事場所 大樹町 予定価格 140,000 契約金額 177,100

工事概要 マイクロバス1台 期間 令和2年6月19日 令和2年7月17日 落札業者名 0

指名業者 西山　弘志 (株)スギヤマ (有)福田自動車商会 ヤスダリネンサプライ(株)

１回目 185,000 271,000 161,000 350,000

２回目

３回目

75

入札名 水槽付消防ポンプ自動車売払い 入札書比較価格 190,000 落札価格 301,000

工事場所 大樹町 予定価格 190,000 契約金額 331,100

工事概要 水槽付消防ポンプ自動車1台 期間 令和2年6月19日 令和2年7月17日 落札業者名 0

指名業者 西山　弘志 (株)スギヤマ (有)福田自動車商会

１回目 324,000 371,000 301,000

２回目

３回目
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入札結果一覧

入札日時場所 令和2年7月8日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

76

入札名 経鼻内視鏡カメラ 入札書比較価格 0 落札価格 2,902,900

工事場所 大樹町立国民健康保険病院 予定価格 3,410,000 契約金額 2,902,900

工事概要 経鼻内視鏡カメラ一式 期間 令和2年7月10日 令和3年3月31日 落札業者名 株式会社　竹山　帯広支店　

指名業者 ㈱常光帯広営業所 ㈱竹山帯広支店 ㈱ムトウ帯広支店

１回目 3,300,000 2,902,900 辞退

２回目

３回目

77

入札名 ハンフリーフィールドアナライザー（自動視野計） 入札書比較価格 0 落札価格 6,908,000

工事場所 大樹町立国民健康保険病院 予定価格 6,930,000 契約金額 6,908,000

工事概要 自動視野計一式 期間 令和2年7月10日 令和3年3月31日 落札業者名 株式会社　竹山　帯広支店　

指名業者 ㈱常光帯広営業所 ㈱竹山帯広支店 ㈱ムトウ帯広支店

１回目 7,700,000 6,908,000 辞退

２回目

３回目

78

入札名 大樹２７号線調査設計業務 入札書比較価格 890,000 落札価格 820,000

工事場所 大樹町字大樹 予定価格 979,000 契約金額 902,000

工事概要 L=130m 期間 令和2年7月10日 令和2年10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 820,000 840,000 835,000

２回目

３回目

79

入札名 拓進５０号線外１調査設計業務 入札書比較価格 940,000 落札価格 870,000

工事場所 大樹町字拓進外 予定価格 1,034,000 契約金額 957,000

工事概要 拓進50号線　L=150ｍ・石坂１５号線　L=30ｍ 期間 令和2年7月10日 令和2年10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 870,000 880,000 880,000

２回目

３回目

80

入札名 萠和忠類線横断管修繕工事 入札書比較価格 2,040,000 落札価格 2,000,000

工事場所 大樹町字萠和 予定価格 2,244,000 契約金額 2,200,000

工事概要 L=11.1m 期間 令和2年7月10日 令和2年10月30日 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 ㈲清樹園

１回目 2,010,000 2,035,000 2,000,000 2,020,000 2,025,000 2,040,000 2,030,000

２回目

３回目
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81

入札名 日方１８号線道路拡幅修繕工事 入札書比較価格 4,030,000 落札価格 3,900,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 4,433,000 契約金額 4,290,000

工事概要 L=34.46m 期間 令和2年7月10日 令和2年10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 3,930,000 4,020,000 3,920,000 3,900,000 3,930,000 4,000,000 3,950,000

２回目

３回目

82

入札名 尾田減圧弁室減圧設備等更新工事 入札書比較価格 18,160,000 落札価格 17,800,000

工事場所 大樹町字尾田 予定価格 19,976,000 契約金額 19,580,000

工事概要 減圧弁・ｽﾄﾚｰﾅ・仕切弁等 期間 令和2年7月10日 令和2年11月20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 17,900,000 17,800,000 18,000,000

２回目

３回目

83

入札名 個別排水処理施設移転補償工事 入札書比較価格 3,230,000 落札価格 3,180,000

工事場所 大樹町字大樹 予定価格 3,553,000 契約金額 3,498,000

工事概要 設置７人槽１基・撤去１０人槽１基 期間 令和2年7月10日 令和2年8月31日 落札業者名 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

１回目 3,200,000 3,220,000 3,210,000 3,220,000 3,180,000 3,205,000 3,226,300

２回目

３回目



～

～

～

～

～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年7月21日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

84

入札名 町営住宅屋根改修工事 入札書比較価格 2,800,000 落札価格 2,750,000

工事場所 大樹町鏡町２１番地 予定価格 3,080,000 契約金額 3,025,000

工事概要 鏡町団地CB造2階建(2-1号)、1棟12戸屋根板金補修、既存面塗装工事 期間 令和2年7月23日 令和2年10月20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㈱

１回目 2,770,000 2,750,000 辞退 2,792,000

２回目

３回目

85

入札名 処理水用圧力水ユニットポンプ交換修繕工事 入札書比較価格 3,190,000 落札価格 2,880,000

工事場所 大樹下水終末処理場 予定価格 3,509,000 契約金額 3,168,000

工事概要 圧力水ユニットポンプ交換　２台 期間 令和2年7月23日 令和2年11月20日 落札業者名 水ｉｎgエンジニアリング㈱北海道支店

指名業者 水ｉｎgエンジニアリング㈱北海道支店 荏原商事㈱北海道支店

１回目 2,880,000 3,000,000

２回目

３回目

86

入札名 拓進地区第１区準備地拵請負工事 入札書比較価格 2,990,000 落札価格 2,900,000

工事場所 大樹町字拓進１９６－１ 予定価格 3,289,000 契約金額 3,190,000

工事概要 6.11ha 期間 令和2年7月23日 令和2年11月27日 落札業者名 有限会社　八巻木材店

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

１回目 3,000,000 2,900,000

２回目

３回目

87

入札名 拓進地区第２区準備地拵請負工事 入札書比較価格 2,880,000 落札価格 2,800,000

工事場所 大樹町字拓進１９６－１ 予定価格 3,168,000 契約金額 3,080,000

工事概要 5.89ha 期間 令和2年7月23日 令和2年11月27日 落札業者名 大樹町森林組合

指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

１回目 2,800,000 2,950,000

２回目

３回目

88

入札名 連絡３号車売払い 入札書比較価格 0 落札価格 15,000

工事場所 大樹町 予定価格 15,000 契約金額 15,000

工事概要 日産ウンイグロード１台 期間 令和2年7月23日 令和2年8月21日 落札業者名 0

指名業者 山下雄也

１回目 15,000

２回目

３回目



～

89

入札名 ワゴン１号車売払い 入札書比較価格 0 落札価格 140,000

工事場所 大樹町 予定価格 140,000 契約金額 140,000

工事概要 トヨタハイエースワゴン１台 期間 令和2年7月23日 令和2年8月21日 落札業者名 (株)スギヤマ

指名業者 (株)スギヤマ 阿部　昭

１回目 140,000 辞退

２回目

３回目



～

～

～

～

～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年8月5日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

90

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 1,820,000 落札価格 1,795,000

工事場所 大樹町字尾田 予定価格 2,002,000 契約金額 1,974,500

工事概要 浄化槽５人槽１基、浸透桝１基 期間 令和2年8月7日 令和2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 ㈱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 1,800,000 1,800,000 1,810,000 1,810,000 1,800,000 1,800,000 1,795,000

２回目

３回目

91

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 1,820,000 落札価格 1,775,000

工事場所 大樹町字芽武 予定価格 2,002,000 契約金額 1,952,500

工事概要 浄化槽５人槽１基、浸透桝１基 期間 令和2年8月7日 令和2年9月30日 落札業者名 有限会社　上野興設

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

１回目 1,775,000 1,800,000 1,800,000 1,810,000 1,800,000 1,795,000 1,797,000

２回目

３回目

92

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 2,150,000 落札価格 2,060,000

工事場所 大樹町字石坂 予定価格 2,365,000 契約金額 2,266,000

工事概要 浄化槽７人槽１基、浸透桝１基 期間 令和2年8月7日 令和2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 ㈱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 2,140,000 2,060,000 2,120,000 2,140,000 2,110,000 2,100,000 2,104,000

２回目

３回目

93

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 2,220,000 落札価格 2,170,000

工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 2,442,000 契約金額 2,387,000

工事概要 浄化槽７人槽１基、浸透桝１基 期間 令和2年8月7日 令和2年9月30日 落札業者名 田中工業有限会社

指名業者 ㈲上野興設 ㈱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 2,190,000 2,200,000 2,170,000 2,210,000 2,190,000 2,190,000 2,181,000

２回目

３回目

94

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 1,980,000 落札価格 1,900,000

工事場所 大樹町字大樹 予定価格 2,178,000 契約金額 2,090,000

工事概要 浄化槽７人槽１基、放流管設置26.14m 期間 令和2年8月7日 令和2年9月30日 落札業者名 播間建設工業株式会社

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

１回目 1,930,000 1,960,000 1,950,000 1,970,000 1,940,000 1,900,000 1,958,000

２回目

３回目



～

～

～

～

95

入札名 児童生徒用タブレット端末 入札書比較価格 0 落札価格 39,380,000

工事場所 大樹小学校及び大樹中学校 予定価格 40,450,300 契約金額 39,380,000

工事概要 タブレットパソコン：大樹小学校275台・大樹中学校127台 期間 令和2年8月7日 令和3年3月31日 落札業者名 大丸株式会社　道東支店

指名業者 大丸(株)道東支店 (株)曽我 富士ゼロックス北海道(株)

１回目 39,380,000 42,130,000 43,450,000

２回目

３回目

96

入札名 町有施設ボイラー等保守点検委託業務 入札書比較価格 1,470,000 落札価格 1,470,000

工事場所 大樹町 予定価格 1,617,000 契約金額 1,617,000

工事概要 ボイラー保守点検13施設、空調機点検１施設 期間 令和2年8月7日 令和3年3月5日 落札業者名 株式会社　奥原商会

指名業者 (株)奥原商会 (有)髙橋ボイラー設備工業

１回目 1,470,000 1,716,000

２回目

３回目

97

入札名 避難所用備蓄品（消耗品） 入札書比較価格 0 落札価格 1,250,000

工事場所 大樹町課 予定価格 1,293,490 契約金額 1,250,000

工事概要 マスク2万枚、ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ400個、防護服200着ほか 期間 令和2年8月7日 令和3年3月31日 落札業者名 伊藤建材店

指名業者 伊藤建材店 (株)清信商店

１回目 1,250,000 1,309,781

２回目

３回目

98

入札名 ワンタッチパーテーション（カーテンタイプ） 入札書比較価格 0 落札価格 8,283,000

工事場所 大樹町 予定価格 8,811,000 契約金額 8,283,000

工事概要 パーテーション１５０台 期間 令和2年8月7日 令和3年3月31日 落札業者名 株式会社　清信商店

指名業者 伊藤建材店 (株)清信商店

１回目 8,350,000 8,283,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年8月19日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

99

入札名 福祉避難所用備蓄品 入札書比較価格 0 落札価格 1,280,000

工事場所 大樹町暁町８番地１　役場保健福祉 予定価格 1,518,000 契約金額 1,280,000

工事概要 マスク20,000枚・ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ400枚・防護服400枚 期間 令和2年8月21日 令和3年3月19日 落札業者名 伊藤建材店

指名業者 伊藤建材店 (株)清信商店 （資）赤玉薬局

１回目 1,280,000 1,641,200 1,800,700

２回目

３回目

100

入札名 衛生消耗品 入札書比較価格 0 落札価格 1,575,000

工事場所 大樹町特別養護老人ホーム「コスモス苑」 予定価格 1,659,350 契約金額 1,575,000

工事概要 マスク11,000枚・ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ600枚・ﾆﾄﾘﾙ手袋51,000枚・防護服200着 期間 令和2年8月21日 令和3年3月31日 落札業者名 伊藤建材店

指名業者 伊藤建材店 (株)清信商店

１回目 1,575,000 2,363,900

２回目

３回目

101

入札名 水道施設電気計装設備更新工事 入札書比較価格 30,410,000 落札価格 28,800,000

工事場所 大樹町字拓進外 予定価格 33,451,000 契約金額 31,680,000

工事概要 Webｻｰﾊﾞｰ、無停電電源装置、電気計装設備更新 期間 令和2年8月21日 令和3年3月19日 落札業者名 荏原商事(株)北海道支店

指名業者 荏原商事㈱北海道支店 ㈱日星電機 北海道富士電機㈱

１回目 28,800,000 29,200,000 29,820,000

２回目

３回目

102

入札名 住吉浄水場急速ろ過設備等更新工事 入札書比較価格 39,150,000 落札価格 38,500,000

工事場所 大樹町字幸徳 予定価格 43,065,000 契約金額 42,350,000

工事概要 前処理設備一式、急速ろ過設備一式更新 期間 令和2年8月21日 令和3年3月10日 落札業者名 JFEｱｸｱｻｰﾋﾞｽ機器(株)北海道営業所

指名業者 新栄クリエイト㈱ JFEｱｸｱｻｰﾋﾞｽ機器㈱北海道営業所 荏原商事㈱北海道支店

１回目 38,900,000 38,500,000 38,750,000

２回目

３回目

103

入札名 ＧＩＧＡスクールネットワーク整備工事 入札書比較価格 38,097,168 落札価格 38,090,000

工事場所 大樹小学校及び大樹中学校 予定価格 41,906,885 契約金額 41,899,000

工事概要 ＬＡＮケーブル、配線工事ほか 期間 令和2年8月21日 令和3年3月31日 落札業者名 勝海電気株式会社

指名業者 勝海電気㈱ ㈱キロコ電気 北原通信㈱

１回目 40,300,000 44,500,000 42,200,000

２回目 随意契約 辞退 辞退

３回目



～

～

～

～

104

入札名 大樹町役場庁舎車寄せ等解体工事 入札書比較価格 3,090,000 落札価格 3,055,000

工事場所 広尾郡大樹町東本通３３番地 予定価格 3,399,000 契約金額 3,360,500

工事概要 ２階北側車寄せ（庇部）解体・ｵｲﾙﾀﾝｸ7,000L撤去等 期間 令和2年8月21日 令和2年10月15日 落札業者名 有限会社　野村建設

指名業者 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

１回目 3,055,000 3,070,000 3,070,000 3,065,000

２回目

３回目

105

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 2,520,000 落札価格 2,468,000

工事場所 大樹町字尾田 予定価格 2,772,000 契約金額 2,714,800

工事概要 浄化槽10人槽１基、放流管設置30.52m 期間 令和2年8月21日 令和2年11月20日 落札業者名 有限会社　上野興設

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

１回目 2,468,000 2,500,000 2,500,000 2,510,000 2,490,000 2,490,000 2,518,000

２回目

３回目

106

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 1,930,000 落札価格 1,860,000

工事場所 大樹町字石坂 予定価格 2,123,000 契約金額 2,046,000

工事概要 浄化槽5人槽１基、浸透桝１基 期間 令和2年8月21日 令和2年11月20日 落札業者名 播間建設工業株式会社

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

１回目 1,880,000 1,900,000 1,900,000 1,920,000 1,890,000 1,860,000 1,894,000

２回目

３回目

107

入札名 萠和地区立木処分売買事業 入札書比較価格 7,137,902 落札価格 0

工事場所 大樹町字萠和４５３番地１外 予定価格 7,851,692 契約金額 0

工事概要 ﾄﾄﾞﾏﾂ2,435m3、ｶﾗﾏﾂ334m3、広葉樹23m3 期間 令和2年8月21日 令和3年3月19日 落札業者名 大樹町森林組合

指名業者 大樹町森林組合 (有)八巻木材店 広尾町森林組合 (有)サンエイ緑化

１回目

２回目

３回目



～
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入札結果一覧

入札日時場所 令和2年9月4日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

108

入札名 中島福祉ホーム解体工事 入札書比較価格 2,170,000 落札価格 2,120,000

工事場所 大樹町字中島１６５番地 予定価格 2,387,000 契約金額 2,332,000

工事概要 木造平屋1棟、120㎡ 期間 令和2年9月5日 令和2年11月20日 落札業者名 株式会社　創樹

指名業者 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

１回目 2,160,000 2,140,000 2,120,000 2,145,000

２回目

３回目

109

入札名 大樹町役場庁舎建設工事（電気設備） 入札書比較価格 319,870,000 落札価格 319,166,000

工事場所 大樹町東本通３３番地 予定価格 351,857,000 契約金額 351,082,600

工事概要 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地下1地上3階建、鉄骨造平屋建・述床面積2,947.61㎡ 期間 令和2年9月10日 令和4年1月14日 落札業者名 勝海・北口・神山特定建設工事共同企業体

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

１回目 319,166,000 319,525,000

２回目

３回目

110

入札名 多目的航空公園倉庫新築工事 入札書比較価格 90,160,000 落札価格 90,000,000

工事場所 大樹町字美成１７０番地１の内 予定価格 99,176,000 契約金額 99,000,000

工事概要 鉄骨平屋建202㎡、電気、設備工事含、車路As工事 期間 令和2年9月10日 令和3年3月23日 落札業者名 株式会社　髙橋工務店

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 90,100,000 90,000,000 90,150,000 90,060,000

２回目

３回目

111

入札名 大樹町役場庁舎建設工事（建築主体） 入札書比較価格 995,780,000 落札価格 973,000,000

工事場所 大樹町東本通３３番地 予定価格 1,095,358,000 契約金額 1,070,300,000

工事概要 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地下1地上3階建、鉄骨造平屋建・述床面積2,947.61㎡ 期間 令和2年9月10日 令和4年1月14日 落札業者名 川田・髙橋・菊池特定建設工事共同企業体

指名業者 川田・髙橋・菊池特定建設工事共同企業体 佐藤・エフリード特定建設工事共同企業体

１回目 973,000,000 988,000,000

２回目

３回目

112

入札名 大樹町役場庁舎建設工事（外構第１工区） 入札書比較価格 121,030,000 落札価格 118,250,000

工事場所 大樹町東本通３３番地 予定価格 133,133,000 契約金額 130,075,000

工事概要 舗装工 A=2245.5㎡,道路工 L=141.9m,擁壁工 2箇所,排水工構造物 1式,構造物撤去工 1式 期間 令和2年9月10日 令和4年1月14日 落札業者名 播間・髙橋・エフリード特定建設工事共同企業体

指名業者 播間・髙橋・エフリード特定建設工事共同企業体 北海道アルファ・菊池・間特定建設工事共同企業体

１回目 118,250,000 118,800,000

２回目

３回目



～

～

～

113

入札名 大樹町役場庁舎建設工事（機械設備） 入札書比較価格 292,160,000 落札価格 290,000,000

工事場所 大樹町東本通３３番地 予定価格 321,376,000 契約金額 319,000,000

工事概要 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地下1地上3階建、鉄骨造平屋建・述床面積2,947.61㎡ 期間 令和2年9月10日 令和4年1月14日 落札業者名 奥原・北海道アルファ・田中特定建設工事共同企業体

指名業者 奥原・北海道アルファ・田中特定建設工事共同企業体 笹原・上野特定建設工事共同企業体

１回目 290,000,000 291,200,000

２回目

３回目

114

入札名 大樹町役場庁舎建設工事（地中熱設備） 入札書比較価格 266,450,000 落札価格 262,900,000

工事場所 大樹町東本通３３番地 予定価格 293,095,000 契約金額 289,190,000

工事概要 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地下1地上3階建、鉄骨造平屋建・述床面積2,947.61㎡ 期間 令和2年9月10日 令和4年1月14日 落札業者名 有我・上野特定建設工事共同企業体

指名業者 有我・上野特定建設工事共同企業体 天内・北海道アルファ特定建設工事共同企業体

１回目 262,900,000 263,700,000

２回目

３回目

115

入札名 木質バイオマスと太陽光発電等を活用したスマート街区構築工事 入札書比較価格 484,000,000 落札価格 484,000,000

工事場所 大樹町東本通３３番地ほか 予定価格 532,400,000 契約金額 532,400,000

工事概要 自営線ネットワーク工事・熱源ネットワーク工事 期間 令和2年9月10日 令和4年3月24日 落札業者名 0

指名業者 大成建設㈱札幌支店

１回目 484,000,000

２回目

３回目



～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年9月16日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

116

入札名 坂下取水場等施設清掃業務 入札書比較価格 1,880,000 落札価格 1,840,000

工事場所 大樹町字拓進 予定価格 2,068,000 契約金額 2,024,000

工事概要 坂下取水沈砂池：２池
坂下導水渠マンホール：４箇所
坂下ポンプ井：１池 期間 令和2年9月18日 令和2年12月10日 落札業者名 有限会社　上野興設

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 1,840,000 1,900,000 1,880,000 1,875,000

２回目

３回目



～

～

～

～

～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年10月9日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

117

入札名 大樹町福祉センター煙突修繕 入札書比較価格 2,230,000 落札価格

工事場所 広尾郡大樹町栄通29番地 予定価格 2,453,000 契約金額 2,409,000

2,190,000

工事概要 外壁取壊し、左官補修、露出鉄筋防錆処理 期間 令和2年10月13日 令和2年12月25日 落札業者名 株式会社　創樹

指名業者 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

１回目 2,210,000 2,220,000 2,190,000 2,215,000

２回目

３回目

118

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 2,130,000 落札価格 2,022,000

工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 2,343,000 契約金額 2,224,200

工事概要 浄化槽設置　７人槽、浸透桝設置　１基 期間 令和2年10月13日 令和2年12月21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 ㈱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 2,040,000 2,100,000 2,070,000 2,120,000 2,060,000 2,034,000 2,022,000

２回目

３回目

119

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 2,220,000 落札価格 2,170,000

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,442,000 契約金額 2,387,000

工事概要 消火栓３基 期間 令和2年10月13日 令和2年12月10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㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ

１回目 2,180,000 2,170,000 2,188,000 2,200,000

２回目

３回目

120

入札名 生花行政区会館・生花簡易郵便局新築工事実施設計委託業務 入札書比較価格 4,500,000 落札価格 4,350,000

工事場所 広尾郡大樹町字生花539番地14の内 予定価格 4,950,000 契約金額 4,785,000

工事概要 木造平屋建170㎡程度、電気、設備工事含、車路As工事 期間 令和2年10月13日 令和3年2月1日 落札業者名 まちの建築家あくてぃぶネット共同組合

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

１回目 4,390,000 4,390,000 4,350,000

２回目

３回目

121

入札名 晩成行政区会館用備品 入札書比較価格 0 落札価格 884,000

工事場所 晩成行政区会館 予定価格 884,642 契約金額 884,000

工事概要 折畳みﾃｰﾌﾞﾙ10台、折畳み椅子40脚、台車1台、座布団37枚、スリッパ37足、掛け時計1台 期間 令和2年10月13日 令和2年12月25日 落札業者名 伊藤建材店

指名業者 伊藤建材店 田中書店 ㈱たいき調剤薬局　越後屋

１回目 884,000 983,000 辞退

２回目

３回目



～

～

～

～

122

入札名 大樹小学校パソコン周辺機器 入札書比較価格 0 落札価格 657,580

工事場所 大樹小学校 予定価格 1,102,200 契約金額 657,580

工事概要 WEBカメラ、ヘッドセット、カメラ内蔵スピーカー各6台、タブレットスタンド12台 期間 令和2年10月13日 令和3年3月31日 落札業者名 田中書店

指名業者 ベスト電器大樹店 林中家電 田中書店

１回目 748,000 761,640 657,580

２回目

３回目

123

入札名 大樹中学校パソコン周辺機器 入札書比較価格 0 落札価格 747,780

工事場所 大樹中学校 予定価格 1,231,230 契約金額 747,780

工事概要 WEBカメラ、ヘッドセット、カメラ内蔵スピーカー、タブレットスタンド、レーザーポインタ、USBハブ各6台、DVD・BDドライブ2台 期間 令和2年10月13日 令和3年3月31日 落札業者名 田中書店

指名業者 ベスト電器大樹店 林中家電 田中書店

１回目 825,000 898,480 747,780

２回目

３回目

124

入札名 公用車両用タイヤ 入札書比較価格 0 落札価格 690,140

工事場所 大樹町東本通３３番地 予定価格 1,072,360 契約金額 690,140

工事概要 スタッドレスタイヤ46本（タイヤ処分料、組替、ホイールバランス込み） 期間 令和2年10月13日 令和2年10月30日 落札業者名 有限会社　福田自動車商会

指名業者 (有)福田自動車商会 ㈲三浦自動車工業 (有)酒森商事 宮本商産(株)大樹営業所 中村タイヤ工業所 酒森タイヤ工業所

１回目 690,140 1,000,780 735,800 991,600 814,220 1,111,000

２回目

３回目

125

入札名 タイヤショベル用スノータイヤ 入札書比較価格 0 落札価格 1,342,000

工事場所 大樹町営牧場 予定価格 1,390,400 契約金額 1,342,000

工事概要 ヨコハマ製スノータイヤ４本 期間 令和2年10月13日 令和2年12月21日 落札業者名 中村タイヤ工業所

指名業者 中村タイヤ工業所 酒森タイヤ工業所

１回目 1,342,000 1,401,400

２回目

３回目



～

～

～
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入札結果一覧

入札日時場所 令和2年10月21日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

126

入札名 浜大樹線舗装修繕工事 入札書比較価格 1,830,000 落札価格 1,790,000

工事場所 大樹町字浜大樹 予定価格 2,013,000 契約金額 1,969,000

工事概要 舗装修繕 Ａ＝３４０㎡ 期間 令和2年10月23日 令和3年1月20日 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 ㈲清樹園

１回目 1,800,000 1,825,000 1,790,000 1,815,000 1,815,000 1,810,000 1,820,000

２回目

３回目

127

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 2,650,000 落札価格 2,590,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 2,915,000 契約金額 2,849,000

工事概要 浄化槽設置　10人槽・浸透桝設置　１基 期間 令和2年10月23日 令和2年12月21日 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 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業

１回目 2,600,000 2,630,000 2,590,000 2,640,000 2,610,000 2,600,000 2,619,000

２回目

３回目

128

入札名 大樹第３地区給水管等布設替工事 入札書比較価格 1,620,000 落札価格 1,566,000

工事場所 大樹町字生花 予定価格 1,782,000 契約金額 1,722,600

工事概要 給水管切替10箇所 期間 令和2年10月23日 令和3年1月20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

１回目 1,590,000 1,590,000 1,566,000 1,600,000

２回目

３回目

129

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 2,230,000 落札価格 2,187,000

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,453,000 契約金額 2,405,700

工事概要 消火栓３基 期間 令和2年10月23日 令和2年12月21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

１回目 2,200,000 2,200,000 2,187,000 2,200,000

２回目

３回目

130

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 2,040,000 落札価格 1,970,000

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 2,244,000 契約金額 2,167,000

工事概要 消火栓３基 期間 令和2年10月23日 令和2年12月21日 落札業者名 有限会社　上野興設

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 1,970,000 2,010,000 2,018,000 2,020,000

２回目

３回目



～

～

131

入札名 免疫発光測定装置 入札書比較価格 0 落札価格 7,579,000

工事場所 大樹町立国民健康保険病院 予定価格 7,590,000 契約金額 7,579,000

工事概要 免疫発光測定機器１式・臨床検査システム１式 期間 令和2年10月23日 令和3年3月31日 落札業者名 株式会社　ほくやく帯広支店

指名業者 (株)ほくやく　帯広支店 (株)常光　帯広営業所 (株)モロオ　帯広営業所

１回目 7,579,000 8,910,000 9,350,000

２回目

３回目

132

入札名 災害用備蓄品（食料品・圧縮毛布等） 入札書比較価格 0 落札価格 2,395,000

工事場所 大樹町指定場所 予定価格 2,657,520 契約金額 2,395,000

工事概要 アルファ米2,500食、飲料水2L1,620本、味噌汁・わかめスープ各660食、粉ミルク384食、圧縮毛布200枚ほか 期間 令和2年10月23日 令和3年2月26日 落札業者名 伊藤建材店

指名業者 伊藤建材店 （株)清信商店 合資会社 赤玉薬局 ㈱たいき調剤薬局 越後屋

１回目 2,395,000 2,483,000 辞退 2,872,300

２回目

３回目



～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年11月4日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

133

入札名 晩成福祉会館解体工事 入札書比較価格 4,600,000 落札価格 4,550,000

工事場所 広尾郡大樹町字晩成209番地4 予定価格 5,060,000 契約金額 5,005,000

工事概要 木造2階建263.79㎡ 期間 令和2年11月6日 令和3年1月29日 落札業者名 有限会社　野村建設

指名業者 ㈲野村建設 及川建設 ㈱創樹 播間建設工業㈱

１回目 4,550,000 4,580,000 4,570,000 4,567,000

２回目

３回目



～

～

入札結果一覧

入札日時場所 令和2年11月18日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

134

入札名 大樹公共下水道単独工事第４工区 入札書比較価格 1,490,000 落札価格 1,430,000

工事場所 大樹町字日方 予定価格 1,639,000 契約金額 1,573,000

工事概要 汚水桝　１基 期間 令和2年11月20日 令和3年1月20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 勝海電気㈱

１回目 1,445,000 1,450,000 1,470,000 1,470,000 1,430,000 1,480,000 1,480,000

２回目

３回目

135

入札名 デスクスクリーン・レジスクリーン 入札書比較価格 0 落札価格 2,260,000

工事場所 大樹町役場１階大会議室 予定価格 2,266,880 契約金額 2,260,000

工事概要 レジスクリーンH60A-0659P 30台・H60A-1059P 42台　レジスクリーン 2台 期間 令和2年11月20日 令和3年1月31日 落札業者名 伊藤建材店

指名業者 （株)清信商店 伊藤建材店 ㈱たいき調剤薬局 越後屋 田中書店

１回目 2,717,000 2,260,000 3,295,700 2,915,000

２回目

３回目



～

～
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入札結果一覧

入札日時場所 令和2年12月2日 10:00 大樹町役場４階委員会室

番号 入札結果情報

136

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 2,330,000 落札価格 2,250,000

工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 2,563,000 契約金額 2,475,000

工事概要 浄化槽設置　7人槽、放流管設置　36.6m 期間 令和2年12月4日 令和3年2月19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 ㈱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 2,300,000 2,250,000 2,290,000 2,320,000 2,280,000 2,270,000 2,286,000

２回目

３回目

137

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 1,930,000 落札価格 1,890,000

工事場所 大樹町字石坂 予定価格 2,123,000 契約金額 2,079,000

工事概要 浄化槽設置　5人槽、浸透桝設置　１基 期間 令和2年12月4日 令和3年3月19日 落札業者名 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

１回目 1,910,000 1,900,000 1,910,000 1,920,000 1,890,000 1,905,000 1,909,000

２回目

３回目

138

入札名 市街地防災拠点駐車場整備工事調査設計業務 入札書比較価格 930,000 落札価格 860,000

工事場所 大樹町西本通 予定価格 1,023,000 契約金額 946,000

工事概要 駐車場918㎡ 期間 令和2年12月4日 令和3年3月10日 落札業者名 有限会社　福岡測量設計事務所

指名業者 (有)福岡測量設計事務所 丸菱測量設計(株) (株)安井測量設計事務所

１回目 860,000 880,000 880,000

２回目

３回目
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