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入札結果情報

３回目

6,400,000
２回目

勝海電気㈱
１回目 6,365,000 6,400,000 6,420,000 6,300,000 6,400,000 6,400,000

平成28年2月29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

6,300,000
工事場所 大樹町字芽武 予定価格 6,998,400 契約金額 6,804,000

114

入札名 芽武地区農業用排水路支障木伐採処理工事 入札書比較価格 6,480,000 落札価格

工事概要 Ｌ＝700ｍ 期間 平成28年1月16日

入札日時場所 平成28年1月13日 10:00 大樹町役場4階委員会室
番号

入札結果情報

㈲福岡測量設計事務所 丸菱測量設計㈱ ㈲吉田設計事務所

落札価格 850,000

調査設計　Ｌ＝30ｍ 期間 平成27年12月25日 有限会社　福岡測量設計事務所

入札日時場所 平成27年12月24日 10:00 大樹町役場4階委員会室
番号

78

３回目
２回目
１回目 850,000 860,000 860,000
指名業者

918,000
工事概要 平成28年2月29日 落札業者名
工事場所 大樹町字下大樹 予定価格 993,600 契約金額
入札名 下大樹２３号線交差点調査設計業務 入札書比較価格 920,000

入札結果一覧

入札日時場所 平成27年11月11日 10:00 大樹町役場4階委員会室
番号

75

入札名 坂下取水場エプロン修繕工事 入札書比較価格 1,950,000 落札価格

工事概要 エプロン修繕 期間 平成27年11月13日

1,890,000
工事場所 坂下浄水場 予定価格 2,106,000 契約金額 2,041,200

平成28年1月29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 1,907,000 1,890,000 1,922,000 1,926,000 1,920,000 1,914,000 1,917,000
２回目
３回目

76

入札名 観光看板設置工事 入札書比較価格 6,450,000 落札価格 6,350,000
工事場所 大樹町字大樹８６番地１ 予定価格 6,966,000 契約金額 6,858,000

㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所
工事概要 看板１基 期間 平成27年11月13日 平成28年3月18日 落札業者名

6,390,000 6,410,000

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
１回目 6,365,000 6,360,000 6,400,000 6,350,000 6,395,000
２回目

690,000
３回目

77

入札名 坂下浄水場緩速ろ過池ろ材調査業務 入札書比較価格 1,130,000 落札価格
工事場所 坂下浄水場 予定価格 1,220,400 契約金額 745,200
工事概要 緩速ろ過池ろ材調査 期間 平成27年11月13日 平成28年1月29日 落札業者名 日本原料株式会社
指名業者 水ing㈱北海道支店 新栄クリエイト㈱ 日本原料㈱
１回目 850,000 850,000 690,000
２回目

入札結果情報

３回目
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2,310,000 落札価格 2,250,000

入札日時場所 平成27年10月28日 10:15 大樹町役場4階委員会室
番号

71

工事場所 大樹町給水区域 予定価格 2,494,800 契約金額 2,430,000
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

工事概要 消火栓　4箇所 期間 平成27年10月30日 平成27年12月18日 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
１回目 2,250,000 2,265,000 2,285,000 2,270,000 2,270,000
２回目
３回目

72

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 1,780,000 落札価格 1,735,000
工事場所 大樹町字芽武 予定価格 1,922,400 契約金額 1,873,800
工事概要 浄化槽７人槽１式 期間 平成27年10月30日 平成27年12月21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 1,735,000 1,750,000 1,750,000 1,746,000 1,750,000 1,750,000 1,769,000 1,739,000 1,743,000
２回目
３回目

73

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 1,580,000 落札価格 1,528,000
工事場所 大樹町字萠和 予定価格 1,706,400 契約金額 1,650,240
工事概要 浄化槽７人槽１式 期間 平成27年10月30日 平成27年12月21日 落札業者名 株式会社　北海道アルファ
指名業者 ㈲恩田設備工業所 ㈲上野興設 ㈱北海道アルファ 田中工業㈲ ㈱エフリード ㈲間組 大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,550,000 1,555,000 1,528,000 1,569,000 1,570,000 1,540,000 1,565,000 1,542,000 1,578,000
２回目

工事場所
工事概要 配管修繕２系統 期間

３回目

㈱エフリード ㈱髙橋工務店

契約金額 1,779,840

74

入札名 晩成温泉床暖・パネルヒーター直暖系統床下配管工事 入札書比較価格 1,700,000 落札価格

落札業者名 株式会社　北海道アルファ平成27年12月25日

1,648,000

㈲北海道藤棚工業

1,836,000
平成27年10月30日

大樹町字晩成２番地 予定価格

1,648,000
㈱北海道アルファ 勝海電気㈱

１回目 1,664,000 1,660,000 1,680,000 1,694,000
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲

辞退
２回目

1,680,000 1,680,000

入札結果情報

３回目

1,680,000
大木建設㈱
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入札日時場所 平成27年10月21日 9:00 大樹町役場4階委員会室
番号

69

入札名 振別地区被害地特殊地拵請負工事 入札書比較価格 638,000 落札価格

工事概要 特殊地拵2.98ha 期間 平成27年10月23日

580,000
工事場所 大樹町字振別２９９－１外 予定価格 689,040 契約金額 626,400

平成27年12月25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 580,000 600,000
２回目
３回目

70

入札名 振別地区外１箇所被害地保育間伐請負工事 入札書比較価格 494,000 落札価格 450,000
工事場所 大樹町字振別２９９－１外 予定価格 533,520 契約金額 486,000
工事概要 被害木整理4.76ha 期間 平成27年10月23日 平成27年12月25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 450,000 480,000
２回目
３回目

入札結果情報
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入札結果情報
入札日時場所 平成27年9月28日 9:00 大樹町役場4階委員会室

３回目
２回目
１回目 4,200,000 4,300,000

落札業者名 大樹町森林組合
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

大樹町字振別299-1 予定価格 4,653,720 契約金額 4,536,000
工事概要 全刈地拵13.24ha 期間 平成27年9月30日 平成28年3月25日

66

入札名 振別地区被害地造林準備地拵請負工事（第1工区） 入札書比較価格 4,309,000 落札価格 4,200,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 3,750,000 3,650,000

有限会社八巻木材店
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
工事概要 全刈地拵9.95ha 期間 平成27年9月30日 平成28年3月25日 落札業者名

3,650,000
工事場所 大樹町字振別152外 予定価格 4,061,880 契約金額 3,942,000

65

入札名 振別地区外１箇所造林準備地拵請負工事 入札書比較価格 3,761,000 落札価格
３回目
２回目
１回目 3,920,000 4,000,000
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

4,233,600
工事概要 全刈地拵8.59ha 期間 平成27年9月30日 平成28年3月25日 落札業者名 大樹町森林組合

入札書比較価格 4,026,000 落札価格
大樹町字振別282-1 予定価格 4,348,080 契約金額

3,920,000
工事場所

64

入札名 振別地区造林準備地拵請負工事
３回目

2,470,000
２回目

㈲北海道藤棚工業
１回目 2,450,000 2,420,000 2,420,000 2,462,000 2,460,000 2,380,000 2,460,000 2,425,000

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 放流管１式 期間 平成27年9月30日 平成27年11月20日 落札業者名

2,380,000
工事場所 大樹町字浜大樹 予定価格 2,678,400 契約金額 2,570,400

63

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 2,480,000 落札価格
３回目

1,480,000 1,470,000 1,480,000
２回目

㈱エフリード ㈱髙橋工務店 勝海電気㈱
１回目 1,480,000 1,480,000 1,460,000 1,480,000 1,480,000
指名業者 北東建設工業㈱ 播間建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈲間組 ㈱北海道アルファ

契約金額 1,576,800
工事概要 管渠 L=8m、汚水桝 2箇所 期間 平成27年9月30日 平成27年11月20日 落札業者名 菊池建設株式会社

番号

62

入札名 大樹公共下水道単独工事第５工区 入札書比較価格 1,500,000
工事場所 大樹町西本通、鏡町、松山町 予定価格 1,620,000

落札価格 1,460,000
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３回目
２回目
１回目 3,950,000 4,040,000 4,060,000

4,266,000
落札業者名 株式会社　岡田設計

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

平成27年9月30日 平成28年3月18日

3,950,000
大樹町寿通３丁目４４番地１ 予定価格 4,499,280 契約金額

68

入札名 寿町団地実施設計 入札書比較価格 4,166,000 落札価格
工事場所
工事概要 木造平屋建　2棟8戸　実施設計 期間

３回目
２回目
１回目 3,900,000 3,800,000

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 全刈地拵11ha 期間 平成27年9月30日 平成28年3月25日 落札業者名
工事場所 大樹町字振別282-1外 予定価格 4,195,800 契約金額 4,104,000

67

入札名 振別地区被害地造林準備地拵請負工事（第２工区） 入札書比較価格 3,885,000 落札価格 3,800,000
番号 入札結果情報
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入札結果情報

３回目
２回目
１回目 1,760,000 1,780,000 1,800,000 1,760,000 1,758,000

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

大樹町字拓進 予定価格 1,944,000 契約金額 1,898,640
工事概要 施設清掃 期間 平成27年9月11日 平成27年11月30日

61

入札名 坂下取水場等施設清掃委託業務 入札書比較価格 1,800,000 落札価格 1,758,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 2,830,000 2,860,000 2,870,000 2,850,000 2,890,000 2,880,000 2,880,000

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
工事概要 Ｖ型トラフ装工　Ｌ＝50ｍ 期間 平成27年9月11日 平成27年12月18日 落札業者名
工事場所 大樹町字開進 予定価格 3,142,800 契約金額 3,056,400

60

入札名 開進地区農業用排水路修繕工事 入札書比較価格 2,910,000 落札価格 2,830,000
３回目

3,952,000
２回目

㈲恩田設備工業所
１回目 3,980,000 3,910,000 3,954,000 3,949,000 3,950,000 3,964,000

平成27年12月18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

3,910,000
工事場所 大樹町字生花 予定価格 4,330,800 契約金額 4,222,800

59

入札名 普通河川支五の沢川修繕工事 入札書比較価格 4,010,000 落札価格

工事概要 ふとん篭　Ｌ＝128ｍ 期間 平成27年9月11日

入札日時場所 平成27年9月9日 9:00 大樹町役場1階大会議室
番号
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入札結果情報

３回目
２回目
１回目 1,105,000 1,090,000 1,100,000
指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱ 椿電気商会

予定価格 1,198,800 契約金額 1,177,200
期間 平成27年8月28日 平成27年10月5日 落札業者名 勝海電気株式会社

1,090,000

58

入札名 大樹中学校防犯カメラ設置工事 入札書比較価格 1,110,000 落札価格
大樹町鏡町１番地１工事場所

工事概要 防犯カメラ設置

３回目

3,130,000 3,080,000
２回目

勝海電気㈱ 播間建設工業㈱
１回目 3,087,000 3,140,000 3,087,000 3,088,000 3,100,000 3,060,000 3,088,000

落札業者名 佐藤建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設 ㈱創樹

大樹町栄通５６－１ 予定価格 3,402,000 契約金額 3,304,800
工事概要 屋根面積588㎡・カバー工法 期間 平成27年8月28日 平成27年10月30日

57

入札名 高齢者健康増進センター屋根改修工事 入札書比較価格 3,150,000 落札価格 3,060,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 1,900,000 1,895,000 1,880,000 1,890,000 1,848,000 1,900,000 1,900,000 1,890,000

株式会社　北海道アルファ
指名業者 北東建設工業㈱ 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 汚水桝１箇所 期間 平成27年8月28日 平成27年10月30日 落札業者名

1,848,000
工事場所 大樹町西本通 予定価格 2,062,800 契約金額 1,995,840

56

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 1,910,000 落札価格
３回目
２回目
１回目 71,500,000 71,360,000 71,000,000 71,400,000 71,600,000
指名業者 新栄クリエイト㈱ 北海道富士電機㈱ JFEエンジニアリング㈱北海道支店 ㈱日星電機 荏原商事㈱北海道支店

契約金額 76,680,000
工事概要 次亜鉛注入設備・ＰＡＣ注入設備の更新 期間 平成27年9月1日 平成28年2月29日 落札業者名 JFEエンジニアリング株式会社　北海道支店

番号

55

入札名 住吉浄水場浄水設備更新工事 入札書比較価格 72,000,000
工事場所 大樹町字住吉 予定価格 77,760,000

落札価格 71,000,000

入札日時場所 平成27年8月26日 10:00 大樹町役場2階中会議室
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入札日時場所 平成27年8月12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

1,250,000
２回目

㈲北海道藤棚工業
１回目 1,250,000 1,250,000 1,242,000 1,254,000 1,260,000 1,250,000 1,240,000 1,249,000

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㈱ 播間建設工業㈱
工事概要 浄化槽５人槽１式、放流管１式 期間 平成27年8月13日 平成27年10月15日 落札業者名
工事場所 大樹町字生花 予定価格 1,371,600 契約金額 1,339,200

54

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 1,270,000 落札価格 1,240,000
３回目

1,700,000 1,697,000 1,690,000
２回目

大木建設㈱ 播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,675,000 1,695,000 1,682,000 1,681,000 1,700,000 1,700,000

平成27年10月15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

1,675,000
工事場所 大樹町字芽武 予定価格 1,846,800 契約金額 1,809,000

53

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 1,710,000 落札価格

工事概要 浄化槽５人槽１式、浸透桝１式 期間 平成27年8月13日



～

～

～

～

入札日時場所 平成27年7月22日 10:00 大樹町役場4階委員会室
番号 入札結果情報

49

入札名 特別養護老人ﾎｰﾑ屋上防水改修工事 入札書比較価格 19,710,000 落札価格

工事概要 防水工事等 期間 平成27年7月24日

19,300,000
工事場所 大樹町暁町６番地１ 予定価格 21,286,800 契約金額 20,844,000

平成27年10月30日 落札業者名 菊池建設株式会社
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード
１回目 19,300,000 19,570,000 19,500,000
２回目
３回目

50

入札名 松並東通線改良舗装工事 入札書比較価格 32,020,000 落札価格 31,300,000
工事場所 大樹町松並町 予定価格 34,581,600 契約金額 33,804,000
工事概要 改良舗装　L=149ｍ 期間 平成27年7月24日 平成27年12月21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㈱ 北東建設工業㈱ 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 31,380,000 31,750,000 31,400,000 31,543,000 31,500,000 31,500,000 31,300,000 31,810,000
２回目
３回目

51

入札名 検定満期メータ器更新工事第６工区 入札書比較価格 1,700,000 落札価格 1,640,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,836,000 契約金額 1,771,200
工事概要 メータ器更新。⏀13=55ヶ、⏀20=56ヶ、⏀25=2ヶ 期間 平成27年7月24日 平成27年10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 1,654,000 1,660,000 1,665,000 1,640,000 1,685,000
２回目
３回目

52

入札名 検定満期メータ器更新工事第７工区 入札書比較価格 1,719,000 落札価格 1,658,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,856,520 契約金額 1,790,640
工事概要 メータ器更新。⏀13・20=各57ヶ 期間 平成27年7月24日 平成27年10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 1,694,000 1,680,000 1,680,000 1,700,000 1,658,000
２回目
３回目



～

～

～

～

～

39

入札名 旧尾田中学校改修工事及び外構工事 入札書比較価格 131,810,000 落札価格

工事概要 改修工事・外構工事一式 期間 平成27年7月15日

128,800,000
工事場所 大樹町字尾田798-1の内 予定価格 142,354,800 契約金額 139,104,000

平成27年12月10日 落札業者名 株式会社　髙橋工務店
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード
１回目 129,500,000 128,800,000 129,900,000
２回目
３回目

40

入札名 大樹町立国民健康保険病院外構工事 入札書比較価格 53,040,000 落札価格 51,980,000
工事場所 大樹町暁町６番地２ 予定価格 57,283,200 契約金額 56,138,400
工事概要 外構工事一式 期間 平成27年7月10日 平成27年10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㈱ 北東建設工業㈱ 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 51,980,000 52,300,000 52,300,000 52,500,000 52,500,000 52,800,000 52,100,000 52,500,000
２回目
３回目

41

入札名 振別２３号線改良舗装工事 入札書比較価格 36,810,000 落札価格 36,000,000
工事場所 大樹町字振別 予定価格 39,754,800 契約金額 38,880,000
工事概要 Ｌ＝201.55ｍ 期間 平成27年7月10日 平成27年12月21日 落札業者名 菊池建設株式会社
指名業者 播間建設工業㈱ 北東建設工業㈱ 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 36,060,000 36,250,000 36,000,000 36,500,000 36,490,000 36,300,000 36,100,000 36,580,000
２回目
３回目

42

入札名 大進橋補修工事 入札書比較価格 20,610,000 落札価格 20,190,000
工事場所 大樹町字開進 予定価格 22,258,800 契約金額 21,805,200
工事概要 伸縮装置取替　４箇所 期間 平成27年7月10日 平成28年2月10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㈱ 北東建設工業㈱ 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 20,190,000 20,300,000 20,350,000 20,300,000 20,500,000 20,300,000 20,200,000 20,450,000
２回目
３回目

43

入札名 町営住宅屋根張替工事 入札書比較価格 4,810,000 落札価格 4,740,000
工事場所 大樹町字石坂619番地1 予定価格 5,194,800 契約金額 5,119,200
工事概要 改修工事2棟8戸 期間 平成27年7月10日 平成27年9月7日 落札業者名 及川建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲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 4,770,000 4,770,000 4,750,000 4,750,000 4,740,000 4,745,000 4,800,000 4,780,000 4,750,000
２回目
３回目

入札日時場所 平成27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
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44

入札名 松並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 8,266,000 落札価格 8,100,000
工事場所 大樹町西本通 予定価格 8,927,280 契約金額 8,748,000
工事概要 配水管DKP75 38.7ｍ等 期間 平成27年7月10日 平成27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 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲ ㈱北海道アルファ
１回目 8,140,000 8,120,000 8,100,000 8,180,000
２回目

1,480,000
工事場所

３回目

45

入札名 町道維持補修調査設計業務 入札書比較価格 1,590,000 落札価格
大樹町 予定価格 1,717,200 契約金額 1,598,400

工事概要 調査設計４路線 期間 平成27年7月10日 平成27年9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 1,480,000 1,510,000 1,500,000
２回目
３回目

46

入札名 緑町幹線調査設計業務 入札書比較価格 1,100,000 落札価格 1,020,000
工事場所 大樹町緑町 予定価格 1,188,000 契約金額 1,101,600
工事概要 調査測量・実施設計　Ｌ＝50ｍ 期間 平成27年7月10日 平成27年9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 1,060,000 1,070,000 1,020,000
２回目
３回目

47

入札名 新大樹１号線調査設計業務 入札書比較価格 1,360,000 落札価格 1,260,000
工事場所 大樹町栄通 予定価格 1,468,800 契約金額 1,360,800
工事概要 調査測量・実施設計　Ｌ＝80ｍ 期間 平成27年7月10日 平成27年9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 1,280,000 1,260,000 1,290,000
２回目
３回目

48

入札名 水道施設電気計装設備更新工事 入札書比較価格 38,670,000 落札価格 36,700,000
工事場所 大樹町 予定価格 41,763,600 契約金額 39,636,000
工事概要 機器類及び現場電気計装設備の更新（耐用年数15年） 期間 平成27年7月10日 平成27年11月30日 落札業者名 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㈱
１回目 36,700,000 37,600,000 38,320,000
２回目

番号 入札結果情報

３回目



～

～

～

～

～

入札結果情報

３回目

1,800,000 1,800,000
２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 1,830,000 1,810,000 1,802,000 1,780,000 1,800,000 1,810,000 1,820,000

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㈱

大樹町字大樹 予定価格 1,987,200 契約金額 1,922,400
工事概要 浄化槽7人槽1式、浸透桝1式 期間 平成27年6月26日 平成27年8月31日

34

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 1,780,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 13,000,000 12,960,000 12,980,000 12,947,000 12,950,000 12,830,000 12,900,000 13,055,000

株式会社　北海道アルファ
指名業者 播間建設工業㈱ 北東建設工業㈱ 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 伸縮装置取替　3箇所 期間 平成27年6月26日 平成28年1月29日 落札業者名
工事場所 大樹町字生花 予定価格 14,158,800 契約金額 13,856,400

33

入札名 生花１６号橋補修工事 入札書比較価格 13,110,000 落札価格 12,830,000
３回目

34,690,000
２回目

勝海電気㈱
１回目 34,250,000 34,280,000 34,300,000 34,250,000 34,000,000 34,180,000 34,500,000

落札業者名 有限会社　間組
指名業者 播間建設工業㈱ 北東建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ ㈱エフリード

大樹町字浜大樹 予定価格 37,551,600 契約金額 36,720,000
工事概要 Ｌ＝216.7ｍ 期間 平成27年6月26日 平成27年10月30日

32

入札名 浜大樹地区道路改良舗装工事 入札書比較価格 34,770,000 落札価格 34,000,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 10,850,000 10,870,000 10,900,000 10,950,000 10,700,000 10,820,000 11,000,000 10,970,000

有限会社　間組
指名業者 播間建設工業㈱ 北東建設工業㈱ 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＝67.93ｍ 期間 平成27年6月26日 平成27年10月30日 落札業者名
工事場所 大樹町三条通 予定価格 11,901,600 契約金額 11,556,000

31

入札名 川沿１号線改良舗装工事 入札書比較価格 11,020,000 落札価格 10,700,000
３回目

1,615,000 1,625,000 1,620,000
２回目

㈱創樹 勝海電気㈱ 播間建設工業㈱
１回目 1,610,000 1,625,000 1,605,000 1,620,000 1,630,000 1,615,000

平成27年8月17日 落札業者名 有限会社　野村建設
指名業者 北東建設工業㈱ ㈲間組 ㈲野村建設 ㈱阿部建設 及川建設 佐藤建設

1,605,000
工事場所 大樹町柏木町１４番地１ 予定価格 1,792,800 契約金額 1,733,400

30

入札名 町営住宅屋根塗装工事 入札書比較価格 1,660,000 落札価格

工事概要 1棟16戸分 期間 平成27年6月26日

入札日時場所 平成27年6月24日 10:00 大樹町役場1階大会議室
番号



～

～

～

～

番号 入札結果情報

３回目
２回目
１回目 1,840,000 1,850,000 1,820,000 1,840,000

落札業者名 株式会社　北海道ロードサービス道東支店
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

大樹町 予定価格 2,160,000 契約金額 1,965,600
工事概要 破線 Ｌ＝11,885m　実線 Ｌ＝2,413m　ドット線 Ｌ＝97m 期間 平成27年6月26日 平成27年8月31日

38

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 1,820,000
工事場所

３回目
２回目
１回目 5,400,000 5,400,000 5,370,000 5,380,000 5,400,000 5,410,000 5,450,000

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 Ｌ＝250m 期間 平成27年6月26日 平成27年9月30日 落札業者名
工事場所 大樹町新通 予定価格 5,918,400 契約金額 5,799,600

37

入札名 新通南仲通線歩道修繕工事 入札書比較価格 5,480,000 落札価格 5,370,000
３回目

2,375,000 2,400,000
２回目

播間建設工業㈱ ㈲北海道藤棚工業
１回目 2,400,000 2,370,000 2,378,000 2,395,000 2,380,000 2,400,000 2,400,000

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 2,613,600 契約金額 2,559,600
工事概要 浄化槽10人槽1式、放流管1式 期間 平成27年6月26日 平成27年8月31日

36

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 2,420,000 落札価格 2,370,000
工事場所

３回目

1,810,000
２回目

㈲北海道藤棚工業
１回目 1,835,000 1,817,000 1,802,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,820,000 1,800,000

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7人槽1式、浸透桝1式 期間 平成27年6月26日 平成27年8月31日 落札業者名
工事場所 大樹町字振別 予定価格 1,987,200 契約金額 1,944,000

35

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 1,840,000 落札価格 1,800,000
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入札日時場所 平成27年5月27日 10:00 大樹町役場1階大会議室
番号 入札結果情報

株式会社　北海道アルファ

有限会社　上野興設

有限会社　北海道藤棚工業

7,850,000

1,660,000

北東建設工業株式会社

椿電気商会

㈱エフリード 勝海電気㈱

1,503,360
1,392,000

34,000,000

20

入札名 幸町団地１０号線外１路線改良舗装工事 入札書比較価格 34,870,000 落札価格

工事概要 Ｌ＝137.74ｍ、45.92ｍ 期間 平成27年5月29日
工事場所 大樹町幸町 予定価格 37,659,600 契約金額 36,720,000

平成27年9月30日 落札業者名
指名業者 播間建設工業㈱ 北東建設工業㈱ 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈲間組 ㈱北海道アルファ
１回目 34,300,000 34,000,000 34,300,000 34,240,000 34,520,000 34,220,000 34,500,000 34,440,000
２回目
３回目

21

入札名 旭浜地区道路改良舗装工事 入札書比較価格 38,360,000 落札価格 37,510,000
工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 41,428,800 契約金額 40,510,800
工事概要 Ｌ＝380.35ｍ 期間 平成27年5月29日 平成27年10月31日 落札業者名
指名業者 播間建設工業㈱ 北東建設工業㈱ 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 38,000,000 37,700,000 37,700,000 37,650,000 37,960,000 37,510,000 37,900,000 38,000,000
２回目
３回目

22

入札名 旭浜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 7,987,000 落札価格
工事場所 大樹町字旭浜 予定価格 8,625,960 契約金額 8,478,000
工事概要 配水管PP⏀100 291.6ｍ、給水管 1箇所 期間 平成27年5月29日 平成27年9月10日 落札業者名
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 7,850,000 7,880,000 7,920,000 7,880,000
２回目
３回目

23

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 1,716,000 落札価格
工事場所 大樹町 予定価格 1,853,280 契約金額 1,792,800
工事概要 消火栓　3基 期間 平成27年5月29日 平成27年7月31日 落札業者名
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 1,680,000 1,685,000 1,699,000 1,660,000 1,680,000
２回目
３回目

1,450,000 落札価格
工事場所 大樹町字振別３７番地７ 予定価格 1,566,000 契約金額

19

入札名 川南団地共用電灯設備改修工事 入札書比較価格

工事概要 1棟12戸＊3棟　共用電灯LED化 期間 平成27年5月29日

２回目
１回目 1,400,000 1,425,000 1,392,000
指名業者

平成27年7月10日 落札業者名
勝海電気㈱ 椿電気商会㈲神山電気商会

３回目
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有限会社　木戸建設

大樹町森林組合

有限会社八巻木材店

大樹町森林組合

有限会社八巻木材店

有限会社　恩田設備工業所

1,650,000

番号
1,580,000

24

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 1,630,000 落札価格
工事場所 大樹町 予定価格 1,760,400 契約金額 1,706,400
工事概要 消火栓　3基 期間 平成27年5月29日 平成27年7月31日 落札業者名
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 1,590,000 1,580,000 1,613,000 1,600,000 1,595,000
２回目
３回目

25

入札名 川南２１号線歩道修繕工事 入札書比較価格 1,730,000 落札価格
工事場所 大樹町暁町 予定価格 1,868,400 契約金額 1,782,000
工事概要 Ｌ＝18ｍ 期間 平成27年5月29日 平成27年8月31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 ㈲恩田設備工業所
１回目 1,680,000 1,690,000 1,660,000 1,650,000 1,700,000 1,680,000 1,710,000
２回目
３回目

26

入札名 日方地区外３箇所植林保育下刈請負工事 入札書比較価格 4,470,000 落札価格 4,300,000
工事場所 大樹町字日方7-1外35箇所 予定価格 4,827,600 契約金額 4,644,000
工事概要 66.61ha 期間 平成27年5月28日 平成27年8月8日 落札業者名
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 4,300,000 4,400,000
２回目
３回目

27

入札名 拓進地区外３箇所植林保育下刈請負工事 入札書比較価格 3,701,000 落札価格 3,600,000
工事場所 大樹町字拓進196-1外19箇所 予定価格 3,997,080 契約金額 3,888,000
工事概要 54ha 期間 平成27年5月28日 平成27年8月8日 落札業者名
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 3,750,000 3,600,000
２回目
３回目

28

入札名 光地園地区除間伐請負工事 入札書比較価格 6,338,000 落札価格 6,000,000
工事場所 大樹町光地園28番地外 予定価格 6,845,040 契約金額 6,480,000
工事概要 30.68ha 期間 平成27年5月28日 平成27年10月31日 落札業者名
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 6,000,000 6,100,000
２回目
３回目

29

入札名 振別地区外２箇所除間伐請負工事 入札書比較価格 6,044,000 落札価格 5,800,000
工事場所 大樹町字振別282-1外6箇所 予定価格 6,527,520 契約金額 6,264,000
工事概要 30.24ha 期間 平成27年5月28日 平成27年10月31日 落札業者名
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 5,900,000 5,800,000
２回目
３回目
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入札結果情報

有限会社　神山電気商会

有限会社　恩田設備工業所

73,990,000

木造平屋建（延床198㎡）１LDK＊3戸＊２棟建設及び通路As、砂利敷 期間 平成27年5月19日

71,900,000
工事場所 大樹町字振別３７番地１０、１１の内 予定価格 79,909,200

株式会社　エフリード

入札名 川南第2団地2,3号棟新築工事（建築主体）及び外構工事 入札書比較価格

平成27年10月20日 落札業者名
指名業者 菊池建設㈱

落札価格

工事概要
契約金額 77,652,000

１回目 72,480,000 72,900,000 71,900,000
㈱高橋工務店

２回目

8,530,000
３回目

9,212,400

17

入札名 川南第2団地2,3号棟新築工事（電気設備） 入札書比較価格 8,990,000 落札価格

平成27年10月20日 落札業者名
工事場所 大樹町字振別３７番地１０、１１の内 予定価格 9,709,200 契約金額

指名業者 ㈲神山電気商会 勝海電気㈱
１回目 8,530,000 8,670,000
２回目
３回目

18

入札名 川南第2団地2,3号棟新築工事（機械設備） 入札書比較価格 12,750,000 落札価格 12,600,000
工事場所 大樹町字振別３７番地１０、１１の内 予定価格 13,770,000 契約金額 13,608,000
工事概要 木造平屋建（延床198㎡）１LDK＊3戸　＊２棟建設 期間 平成27年5月19日 平成27年10月20日 落札業者名
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 12,680,000 12,600,000 12,700,000 12,610,000
２回目

番号

３回目

入札日時場所 平成27年5月13日 10:00 大樹町役場4階委員会室

工事概要 木造平屋建（延床198㎡）１LDK＊3戸　＊２棟建設 期間 平成27年5月19日

16 ㈱エフリード
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有限会社　上野興設
1,242,000

有限会社　北海道藤棚工業

有限会社　恩田設備工業所

菊池建設株式会社

田中工業有限会社

田中工業有限会社

5,076,000
4,700,000

1,120,000

19,880,000

３回目
２回目
１回目 1,120,000 1,109,000 1,130,000 1,120,000 1,116,000

契約金額 1,197,720
工事概要 検定満期メータ器の更新 期間 平成27年4月25日 平成27年7月31日 落札業者名
工事場所 大樹町水道事業区域

㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

予定価格 1,237,680

田中工業㈲ ㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ指名業者6

入札名 検定満期メータ器更新工事第４工区 入札書比較価格 1,146,000 落札価格 1,109,000
３回目
２回目
１回目 1,135,000 1,135,000 1,130,000 1,120,000 1,126,000

平成27年7月31日 落札業者名
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

1,120,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,251,720 契約金額 1,209,600

5

入札名 検定満期メータ器更新工事第３工区 入札書比較価格 1,159,000 落札価格

工事概要 検定満期メータ器の更新 期間 平成27年4月25日

３回目
２回目

田中工業㈲
1,158,000

㈲北海道藤棚工業 ㈱北海道アルファ
期間

落札価格

１回目 1,150,000 1,155,000 1,167,000 1,160,000
指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所

平成27年4月25日

1,150,000
工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,273,320 契約金額

平成27年7月31日 落札業者名検定満期メータ器の更新
4

入札名 検定満期メータ器更新工事第２工区 入札書比較価格 1,179,000

２回目

工事概要

１回目 1,150,000 1,130,000 1,120,000 1,140,000 1,128,000

平成27年7月31日 落札業者名
契約金額 1,209,600

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3

入札名 検定満期メータ器更新工事第１工区 入札書比較価格 1,153,000 落札価格

工事概要 検定満期メータ器の更新 期間 平成27年4月25日

工事場所 大樹町三条通
工事概要 配水管移設

2

入札名 川沿１号線改良舗装工事に伴う配水管移設工事

期間 平成27年4月25日 平成27年7月31日 落札業者名
5,231,520予定価格 契約金額

入札書比較価格 4,844,000

２回目
３回目

20,000,000

工事概要 艇庫改修工事一式 期間
指名業者 菊池建設㈱ ㈱高橋工務店 ㈱エフリード1

入札名 海洋ｾﾝﾀｰ艇庫改修工事 入札書比較価格 20,320,000 落札価格
工事場所

１回目 19,880,000 20,120,000

大樹町字晩成１番地先 予定価格 21,946,000 契約金額 21,470,400
平成27年4月25日 平成27年7月17日 落札業者名

落札価格

１回目 4,780,000 4,720,000 4,700,000 4,720,000
２回目

㈱北海道アルファ

３回目

工事場所 大樹町水道事業区域 予定価格 1,245,240

指名業者 ㈲上野興設 ㈲恩田設備工業所 田中工業㈲

大樹町役場4階委員会室平成27年4月23日入札日時場所
番号

13:30

３回目
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大樹町森林組合

有限会社八巻木材店

大樹町森林組合

株式会社　北海道アルファ

有限会社八巻木材店

大樹町森林組合

830,000

12

３回目
２回目
１回目 7,050,000 7,100,000

落札業者名
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

大樹町有林内 予定価格 7,668,000 契約金額 7,614,000
工事概要 町有林整備・森林公園管理等 期間 平成27年4月25日 平成27年11月30日

入札名 大樹町有林整備作業管理委託業務 入札書比較価格 7,100,000 落札価格 7,050,000
工事場所

３回目
２回目

大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 1,560,000 1,600,000

工事概要 新植・仮植　11.56ha 期間 平成27年4月24日 平成27年6月10日 落札業者名
指名業者

工事場所 大樹町萠和 予定価格 1,755,000 契約金額 1,684,800

11

入札名 萠和地区被害地造林新植請負工事（第２工区） 入札書比較価格 1,625,000 落札価格 1,560,000
３回目
２回目
１回目 1,120,000 1,090,000

平成27年6月10日 落札業者名
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

1,090,000
工事場所 大樹町萠和 予定価格 1,215,000 契約金額 1,177,200

10

入札名 萠和地区被害地造林新植請負工事（第1工区） 入札書比較価格 1,125,000 落札価格

工事概要 新植・仮植　8.03ha 期間 平成27年4月24日

３回目
２回目
１回目 830,000 870,000
指名業者 大樹町森林組合 ㈲八巻木材店

契約金額 896,400
工事概要 新植・仮植　6.62ha 期間 平成27年4月24日 平成27年6月10日 落札業者名

9

入札名 萠和地区新植請負工事（第２工区） 入札書比較価格 867,000 落札価格
工事場所 大樹町萠和 予定価格 936,360

３回目
２回目

大樹町森林組合 ㈲八巻木材店
１回目 920,000 900,000

工事概要 新植　ｶﾗﾏﾂ　6.62ha 期間 平成27年4月24日 平成27年6月10日 落札業者名
指名業者

工事場所 大樹町萠和 予定価格 1,001,160 契約金額 972,000

8

入札名 萠和地区新植請負工事（第1工区） 入札書比較価格 927,000 落札価格 900,000

7

３回目
２回目
１回目 1,110,000 1,090,000 1,095,000 1,110,000 1,082,000

落札業者名
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 1,216,080 契約金額 1,168,560
工事概要 検定満期メータ器の更新 期間 平成27年4月25日 平成27年7月31日

入札名 検定満期メータ器更新工事第５工区 入札書比較価格 1,126,000 落札価格 1,082,000
工事場所

番号
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株式会社　シン技術コンサル　帯広支店

有限会社　福岡測量設計事務所

有限会社　福岡測量設計事務所

３回目
２回目
１回目 4,580,000 4,320,000 4,470,000

平成28年3月25日 落札業者名
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

4,320,000
工事場所 大樹町都市計画区域内 予定価格 4,968,000 契約金額 4,665,600

15

入札名 大樹町都市計画道路見直し委託業務 入札書比較価格 4,600,000 落札価格

工事概要 電子成果品作成費簡易製本３０部、図面出力費ほか 期間 平成27年4月25日

３回目
２回目
１回目 6,090,000 6,120,000 6,140,000
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 6,577,200
工事概要 133ha 期間 平成27年4月25日 平成27年6月30日 落札業者名

14

入札名 芽武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 6,470,000 落札価格
工事場所 大樹町字芽武 予定価格 6,987,600

6,090,000
３回目
２回目

㈲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 490,000 520,000 530,000

工事概要 測量業務一式 期間 平成27年4月25日 平成27年6月12日 落札業者名
指名業者

工事場所 大樹町内 予定価格 615,600 契約金額 529,200

13

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 570,000 落札価格 490,000
番号


