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(10)

札幌市 荏原エンジニアリングサービス㈱北海道支店

旭川市 ㈱テクノス北海道

小樽市 道央エンジニアリング㈱

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 日興建設㈱

稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 日興建設㈱

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 矢野建設㈱

中川町 ㈱中川水道

旭川市 大成ロテック㈱道北営業所 中川町 ㈱北部興業

稚内市 北新道路㈱ 札幌市 三井住建道路㈱北海道支店

稚内市 北都道路㈱

稚内市 ㈱恵菱設備 旭川市 日進設備工業㈱

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 矢野建設㈱

中川町 ㈱中川水道

旭川市 池田煖房工業㈱道北支店 幌延町 日興建設㈱

稚内市 石塚建設興業㈱ 札幌市 みずほ機工㈱

滝川市 田中管工㈱滝川本店

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱協電舎 天塩町 三村電機工業㈱

豊富町 ㈲斉藤電設工業 中川町 ㈱三和電機

天塩町 ㈱広瀬電気商会

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

旭川市 大成ロテック㈱道北営業所 中川町 ㈱北部興業

稚内市 北新道路㈱ 札幌市 三井住建道路㈱北海道支店

稚内市 北都道路㈱

旭川市 大成ロテック㈱道北営業所 中川町 ㈱北部興業

稚内市 北新道路㈱ 札幌市 三井住建道路㈱北海道支店

稚内市 北都道路㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈱藤門産業

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 日興建設㈱

旭川市 池田煖房工業㈱道北支店 滝川市 田中管工㈱滝川本店

旭川市 開成設備㈱ 旭川市 日進設備工業㈱

旭川市 大洋設備㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 ㈱藤門産業

旭川市 ㈱柴滝建築設計事務所 札幌市 ㈱日本技建札幌事務所

札幌市 ㈱大建設計札幌事務所 札幌市 ㈱日本工房

留萌市 ㈱高田建築設計事務所

札幌市 ㈱管研 札幌市 ㈱ティーエムエス東日本

札幌市 協業組合公清企業 札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス

札幌市 ㈱クリーンアップ

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 日興建設㈱

管理センター維持管理
汚水・放流水試験
ポンプ場点検

１棟４戸内部全面改修、水洗化
（設計変更後 11,970,000円）

工事延長Ｌ＝540ｍ、幅員Ｗ＝7.5ｍ
（設計変更後 45,360,000円）

外部出入口建具改修

ポリエチレン管、ＶＷＰ管、ダクタイル管
（φ13～φ150ｍｍ）
総延長Ｌ＝193.5ｍ 道路横断２箇所

幌延下水道管理セン
ター維持管理業務

㈱テクノス
北 海 道

21,840,000 22,564,500 96.8％

96.5％11,970,00011,550,000
幌 延 建 設
工 業 ㈱

職員住宅改修工事

町道幌延１号線凍雪害
防止道路改良工事

土屋建設㈱ 41,895,000 42,861,000 97.7％

96.7％2,520,0002,436,000岡本建設㈱町立病院建具改修工事

町道幌延１号線凍雪害
防止道路改良工事に伴
う支障水道管移設工事

新 日 興
建 設 ㈲

4,389,000 4,525,500 97.0％

96.0％3,675,0003,528,000
三井住建道路㈱
北海道支店

町道維持舗装補修工事 ５路線９箇所、舗装・区画線補修
（設計変更後 3,717,000円）

送水管布設Ｌ＝111.8ｍ φ50ｍｍ
配水管布設Ｌ＝1,700.5ｍ φ75ｍｍ
（設計変更後 24,874,500円）

97.3％27,195,00026,460,000矢野建設㈱
幌延簡易水道送配水管
布設工事（第１工区）

幌延簡易水道送配水管
布設工事（第２工区）

日興建設㈱ 26,355,000 27,195,000 96.9％
配水管布設Ｌ＝1,264.5ｍ φ75ｍｍ
推進工φ267.4＊14.5ｍ 橋梁添架工L＝25.4ｍ
（設計変更後 23,289,000円）

工事延長Ｌ＝20ｍ
幅員Ｗ＝7.5ｍ＋歩道2.0ｍ×２
（設計変更後 9,723,000円）

95.9％13,534,50012,978,000㈱高橋建設
町道１条線地特道路改
良工事

街路灯整備工事 ㈱ 協 電 舎 6,636,000 6,867,000 96.6％ 設置 共架17基,単柱２基
撤去 共架・ポール14基

現場打ちボックスカルバート、ＳＰ144.5
Ｂ9.0ｍ×Ｈ2.0ｍ×Ｌ22.0ｍ（Ｂ－1・Ｂ－3）
（設計変更後 40,246,500円）

97.3％40,131,00039,060,000㈱ 森 崎 組
町道幌延下沼線地特道
路改良工事

町道開進４号線防塵処
理工事

北都道路㈱ 2,436,000 2,551,500 95.5％
工事延長Ｌ＝173ｍ Ａ＝995㎡
車道 アス安定処理ｔ＝５㎝
取付道路（３箇所）アス安定処理ｔ＝５㎝

舗装工Ｌ＝407ｍ Ａ＝1,054㎡95.9％2,541,000
大成ロテック㈱
道北営業所

町道幌延36号線他２路
線道路補修工事

森林管理道上幌延線開
設工事

㈱高橋建設 36,960,000 37,905,000 97.5％ 工事延長Ｌ＝580ｍ、幅員Ｗ＝4.0ｍ

送水管敷設Ｌ＝1,000ｍ
ポリエチレン管φ50ｍｍ95.0％3,381,0003,213,000日興建設㈱

幌延町営草地（南沢団
地）雑用水施設送水管
敷設工事

2,436,000

問寒別地区合併処理浄
化槽設置工事（その２）

日興･日進JV 10,185,000 10,605,000 96.0％
18人槽－１基
放流管工事一式、排水設備工事一式
（設計変更後 11,770,500円）

５人槽－２基、７人槽－３基
放流管工事一式
（設計変更後 8,179,500円）

96.2％8,515,5008,190,000日興･日進JV
問寒別地区合併処理浄
化槽設置工事（その３）

幌延地区合併処理浄化
槽設置工事（その１）

岡本･恵菱JV 11,865,000 12,264,000 96.7％
５人槽－１基、７人槽－７基
放流管工事一式
（設計変更後 11,497,500円）

ＣＢ造４棟16戸
屋根塗装,軒天張替,天井防寒施工96.8％5,638,5005,460,000

幌 延 建 設
工 業 ㈱

栄町団地公営住宅補修
工事

町道開進10号線道路改
良工事

㈱藤門産業 5,523,000 5,796,000 95.3％ 工事延長Ｌ＝60ｍ、幅員Ｗ＝6.0ｍ

鉄骨造２階建、外壁・屋根・軒天塗装
手摺取付95.9％7,990,5007,665,000岡本建設㈱

金田心象書道美術館改
修工事

幌延町立病院ボイラー
改修工事

日 進 設 備
工 業 ㈱

7,875,000 8,295,000 94.9％ 蒸気ボイラー１基及び付属機器取替え

整備面積 Ａ＝2,730㎡
整備区画 ６区画97.0％4,872,0004,725,000矢野建設㈱幌延町宅地造成整備工事

問寒別へき地保育所改
築工事実施設計業務

㈱柴滝建築
設計事務所

3,129,000 3,318,000 94.3％
木造平家建
延床面積 272.565㎡
実施設計業務

管渠清掃・調査工 一式
本管洗浄工 一式
本管内面補修工 一式

96.2％9,912,0009,534,000
㈱ 北 海 道
グリーンメンテナンス

下水道管路維持管理業務

職員住宅水洗化工事 ㈱高橋建設 4,452,000 4,641,000 95.9％ 町職員住宅３棟５戸水洗化
教職員住宅１棟１戸水洗化

平成18年
３月31日

平成17年
６月20日

平成17年
11月25日

平成17年
８月10日

平成17年
９月15日

平成17年
７月29日

平成17年
９月29日

平成17年
９月29日

平成17年
８月30日

平成17年
８月10日

平成17年
10月31日

平成17年
８月31日

平成17年
８月31日

平成17年
11月10日

平成17年
９月15日

平成17年
10月20日

平成17年
11月30日

平成17年
９月15日

平成17年
10月28日

平成17年
10月20日

平成17年
10月20日

平成17年
10月7日

平成18年
１月30日

平成18年
３月31日

平成17年
11月15日

平成17年
８月19日

岡本・恵菱JV

高橋・メイクJV

日興・日進JV

岡本・恵菱JV

高橋・メイクJV

日興・日進JV

岡本・恵菱JV

高橋・メイクJV

日興・日進JV

森崎・中川水道JV

矢野・渡辺JV

森崎・中川水道JV

矢野・渡辺JV

森崎・中川水道JV

矢野・渡辺JV

（４月～11月の入札で予定価格250万円以上）


