
落札
比率

完成又は
完了期限

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱シビテック

札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 東日本設計㈱

札幌市 グローバル設計㈱

札幌市 ㈱管研 札幌市 ㈱北海道ロードサービス

札幌市 ㈱クリーンアップ 稚内市 ㈱稚内衛生公社

札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス

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 ㈲北栄

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 ㈲北栄

札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 東日本設計㈱

札幌市 グローバル設計㈱ 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル

札幌市 ㈱ドート

稚内市 ㈱桜井電業所 天塩町 三村電機工業㈱

稚内市 ㈱電建 中川町 ㈱三和電機

豊富町 ㈱広瀬電工舎

豊富町 ㈱佐々木組 天塩町 ㈱メイク

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱

豊富町 ㈱佐々木組 天塩町 ㈱メイク

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱

豊富町 ㈱佐々木組 天塩町 ㈱メイク

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈲北栄

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ダイシン設計㈱

札幌市 ㈱シビテック 北見市 中神土木設計事務所

網走市 ㈱ズコーシャ網走支店

豊富町 ㈱佐々木組 天塩町 ㈱メイク

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱

豊富町 ㈱佐々木組 天塩町 ㈱メイク

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱

豊富町 ㈱佐々木組 天塩町 ㈱メイク

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈲北栄

・配水管敷設φ75　L=709.4m
・給水管敷設工　19戸
・道路横断工　1箇所

有圧換気扇　給気用2台
　エアー搬送ファン4台新設
　1階便所・2階便所
　レイアウト変更改修

98.0%

97.0%

40,920,000
41,404,000

橋梁補修
　下の橋　橋長　28m
　豊栄橋　橋長　26.8m
　支承補修工（塗装塗替）一式
　仮設工（単管足場）一式

10,791,000

56,485,000

13,442,000
12,980,000

(12,925,000)

96.8%

（予定価格130万円以上の入札のみ）

93.4%

97.2%

予 定 価 格

96.7%

測量調査　L=252m
地質調査　N=3孔
定点観測　N=6箇所

97.8%2,475,000

清掃・調査工　L=2,377m
洗浄工　L=2,130m
本管補修工　5箇所

取付道路横断管改修
　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管1種
　φ600　L=24m（2箇所）

R3.10.20

橋梁補修
　下平橋　橋長　115.5m
  断面修復工（下部）一式
　袖擁壁補修工（A1）一式
　支承補修工（ﾓﾙﾀﾙ打替え・塗装塗替え）一式
  地覆目地補修工　一式
　仮設工（吊足場・単管足場）一式

有圧換気扇
給気用1台・排気用1台
エアー搬送ファン4台新設

設備更新設計業務一式
・主ポンプ
・ポンプ所ポンプ
・計測機器（6機器）

R3.11.10
13,090,000

(13,486,000)

2,420,000

下平橋橋梁補修工事

R4.2.28

R3.11.30

R4.1.31

工 事 概 要 又 は 委 託 業 務 概 要

町道駅前仲通線測量地質調
査業務

町営草地幌延団地耕作道横
断管改修工事

11,605,000㈱シビテック

幌延小学校体育館換気設備
改修工事

幌延下水道管理センタース
トックマネジメント主ポン
プ外詳細設計業務

下水道管路維持管理業務
㈱北海道グリー
ンメンテナンス

13,530,000

92.5%

㈱高橋建設

工 事 名 又 は 委 託 業 務 名
受 注 ・ 受 託
業 者 名

契 約 金 額
(設計変更後 )

㈱桜井電業所

町道幌延19号線外取付道路
横断管改修工事

10,835,000

(11,935,000)

㈱森崎組

R3.11.18

R3.9.30

R4.1.20㈱高橋建設

R3.7.30

4,400,000

54,670,000

10,450,000

(11,165,000)

㈱開発工営社

㈲北栄

土屋建設㈱

R3.10.29

96.6%

参 加 業 者 名

R3.6.30

R3.12.10

2,013,660

96.8%

町営草地幌延団地耕作道横断管改修
φ600　L=7.0m（3箇所）

93.9%

16,291,000

R4.1.31

98.8%

・測量業務　L=8.25㎞
・設計業務　L=8.25㎞
・調査業務　ボーリング調査
　　　　　　4孔　L=32m

・配水管敷設φ75　L=2464.4m
・給水管敷設工　9戸
・道路横断工　3箇所

玄関・診察室改修
X線室他出入口改修

97.0%

上幌延開進地区給配水管改
修工事

48,070,000
問寒別地区農業用水道施設
改修事業給配水管調査設計
業務

㈱中神土木設計
事務所

65,890,000

幌延町総合体育館改修工事

63,910,000㈱高橋建設

㈱森崎組

51,183,000

下の橋外橋梁補修工事

問寒別地区給配水管改修工
事

幌延町国民健康保険診療所
改修工事

86,526,000 89,177,000土屋建設㈱

建 設 工 事 等 入 札 結 果 の 公 表

(2,816,000)

(1,936,000)

(54,813,000)

(40,854,000)

4,070,000

15,964,300

1,958,000

(16,555,000)



落札
比率

完成又は
完了期限

予 定 価 格 工 事 概 要 又 は 委 託 業 務 概 要工 事 名 又 は 委 託 業 務 名
受 注 ・ 受 託
業 者 名

契 約 金 額
(設計変更後 ) 参 加 業 者 名

稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 ㈱渡辺設備工業

中川町 ㈱中川水道

稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 ㈱渡辺設備工業

中川町 ㈱中川水道

旭川市 アースコンサルタント㈱ 旭川市 大地コンサルタント㈱

札幌市 ㈱アクアジオテクノ 札幌市 トキワ地研㈱

札幌市 上山試錐工業㈱

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 ㈲北栄

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱シビテック

札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 東日本設計㈱

札幌市 グローバル設計㈱

札幌市 ㈱管研 札幌市 ㈱北海道ロードサービス

札幌市 ㈱クリーンアップ 稚内市 ㈱稚内衛生公社

札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス

幌延町 ㈱高橋建設 天塩町 ㈱メイク

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈲北栄

幌延町 ㈱高橋建設 天塩町 ㈱メイク

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈲北栄

幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 北都道路㈱

豊富町 豊成建設㈱

稚内市 北新道路㈱

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 ㈲北栄

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 網走市 ㈱ズコーシャ網走支店

札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ダイシン設計㈱

札幌市 ㈱シビテック

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 網走市 ㈱ズコーシャ網走支店

札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ダイシン設計㈱

札幌市 ㈱シビテック

豊富町
三井住建道路㈱北海道支
店道北営業所

R3.11.30

14,498,000 97.1%

R3.10.20

93.6%

橋梁補修設計
　五条橋、白扇橋、開原橋

15,796,000 R3.11.22

12,122,000

95.9%

取付道路横断管改修
　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管
　φ600　L=14m

96.2%

R3.11.10

97.1%

13,948,000

95.8%

量水器取替
　φ13　137個
　φ20　 41個
　φ25　  9個
　φ40    1個
　計　　188個

歩車道縁石取替
　取替延長　L=1,102m
　桝調整　　N=31箇所

1,936,000

14,080,000

5,280,000

(5,522,000)

幌延町簡易水道量水器取替
業務

㈱中川水道

町道問寒中問寒線取付道路
横断管改修工事

㈱森崎組

㈱北海道グリー
ンメンテナンス

町道3条仲通線実測線実施設
計業務

上山試錐工業㈱

町道管渠清掃業務

外構補修
　円形側溝φ300　L=24m
　集水桝　N=3箇所
　取付道路改修　一式

91.9%

R3.8.31

R3.8.31

R3.8.31

R3.8.31

R3.8.10

R4.3.25

92.1%

7,557,000 96.7%

6号井戸カメラ調査業務

町道上幌1号線道路法面補修
工事

6号井戸カメラ調査　1式

測量調査　L=430m
道路詳細設計　L=430m

道路法面補修
　盛土工　V=3,295㎥
　暗渠排水管φ150　L=142m
　合成樹脂管φ150　L=110m

㈱中川水道

㈱森崎組

(1,837,000)

㈱アサヒ建設コ
ンサルタント

町道南2丁目線配水管布設工
事

2,849,000

93.5%

96.2%

5,511,000

1,419,000

配水管布設工事　L=109.0m
配水用ポリエチレン管
　φ75　L=88.0m
水道用ポリエチレン管
　φ50　L=21.0m
防護管
　φ150　L=9.5m
給水管接続　3箇所

2,013,000

13,035,000

1,540,000

道路清掃工
　側溝清掃工　U300　L=800m
　集水桝清掃工　N=80箇所
　管渠清掃工
　　φ200～φ400　L=422m
　　φ400～φ800　L=500m

町道舗装補修工事

㈱シビテック 93.4%

4,631,000

ダイシン設計㈱ R4.1.31

舗装補修
　車道部ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=　845㎡
  歩道部ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=　266㎡
　打替え　　　　A=2,206㎡

R3.9.30

三井住建道路㈱
北海道支店道北
営業所

14,344,000
13,398,000

7,612,000

・橋梁延長　L=21.0m
　　　　　　W=3.60m
・上部工形式：PC橋　ﾎﾟｽﾃﾝT桁
・下部工形式：逆T式橋台(杭基礎）

14,520,000

五条橋外橋梁補修設計業務

町道栄町4号線外歩車道縁石
取替工事

農道橋梁吉川橋改修実施設
計委託業務

7,128,000

総合体育館外構補修工事 土屋建設㈱
4,455,000

㈱森崎組

(18,128,000)

(16,005,000)

(4,609,000)

2,970,000

7,304,000

11,770,000

(9,592,000)

(14,245,000)



落札
比率

完成又は
完了期限

予 定 価 格 工 事 概 要 又 は 委 託 業 務 概 要工 事 名 又 は 委 託 業 務 名
受 注 ・ 受 託
業 者 名

契 約 金 額
(設計変更後 ) 参 加 業 者 名

豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈲北栄

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

豊富町 豊成建設㈱

札幌市 ㈱岡田設計 札幌市 ㈱日本工房

旭川市 ㈱中原建築設計事務所 札幌市 北電総合設計㈱

札幌市 ㈱日本技建

旭川市 ㈱三洋 札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス

札幌市 日本マーキング㈱ 札幌市 ㈱北海道ロードサービス

旭川市 北進開発㈱

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 ㈲北栄

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 ㈲北栄

稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 ㈱渡辺設備工業

中川町 ㈱中川水道

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 網走市 ㈱ズコーシャ網走支店

札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ダイシン設計㈱

札幌市 ㈱シビテック

札幌市

札幌市

札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル

札幌市 ㈱シビテック 札幌市 北電総合設計㈱

網走市 ㈱ズコーシャ網走支店

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 ㈲北栄

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 ㈲北栄

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㈱

幌延町 ㈲北栄

93.9%

RC造2階建て
延床面積333.12㎡
屋上防水補修
内外壁塗装塗替え

空調設備改修工事
実施設計業務

公営住宅こざくら団地3号
棟・4号棟改修工事

㈱森崎組 R3.11.30

R4.3.10

R3.9.30

R4.2.28

(5,578,100)

排水管撤去
　ｺﾙｹﾞｰﾄ管φ1200　L=3.75m
　ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ 450  L=11m

94.9%

R3.12.20

R4.3.24

橋梁補修設計
　新糠南橋、ｹﾅｼﾎﾟﾛ1号橋、八線橋

浄化槽工事
浄化槽　5人槽　1基
放流管　φ100　L=8.5m

R3.9.30

R3.10.20

取付道路横断管改修
　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管
　φ450　L=16m
　暗渠排水管
　φ100　L=15.26m
　水道管移設工
　φ40　 L=4m

R4.3.22

R3.9.2194.0%

4,301,000

区画線補修
　中央線　L= 2,535m
　外側線　L=11,282m
　ﾄﾞｯﾄ線　L=　 128m

97.3%

産業・地域振興センター空
調設備改修工事実施設計業
務

北電総合設計㈱

町道区画線補修工事

㈱高橋建設 93.8%1,518,000
町道北進6号線取付道路横断
管改修工事

1,424,500

(1,629,100)

2,585,000

R4.3.31

R4.3.25

土砂除去延長　L=210.00m
仮設工
・汚濁防止施設　一式
・大型土嚢設置　一式

新糠南橋外橋梁補修設計業
務

㈱シビテック

合併処理浄化槽設置工事
（幌延地区）

㈱恵菱設備

町道問寒3号線排水管撤去工
事

町道下沼草原線取付道路横
断管改修工事

㈱高橋建設 1,903,000

9,900,000

(1,771,000)

1,815,000

1,848,000

※担当：　役場建設管理課管理グループ　電話 ５-１１１６（内線２５３）

560,883,400

(574,202,200)

クボタ環境サー
ビス㈱北海道支
店

㈱シビテック

土屋建設㈱

土屋建設㈱

9,438,000

1,903,000

10,978,000

585,101,660 95.9%

93.8%

吹きだめ式防雪柵（仮設式）
設置撤去　L=1,598m（409ｽﾊﾟﾝ）
H=3.5m W=3.9m～4.0m
8路線、8箇所

97.0%

設備更新設計業務一式
地質調査業務（一般・解析）
管路施設実施設計業務（改築・詳細）

97.1%

下水道管路改修工事に伴う
地質調査及び実施設計業務

合　　計

防雪柵設置撤去業務

幌延下水道管理センター除
砂サイクロン外更新工事

8,855,000

(9,361,000)

95.4%

原子の沢川河床堆積土砂除
去作業委託業務

93.6%

設備更新工事
・除砂サイクロン更新
・主ポンプ吊り上げ機更新
・空調換気設備更新

取付道路横断管改修
　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管1種
　φ1000　L=10m

96.0%

10,208,000

6,952,000

2,750,000

17,633,000

12,001,000 91.5%

(18,381,000)

日本マーキング
㈱

33,363,000
31,328,000

(31,625,000)

4,186,600

1,903,000

㈲北栄

6,600,000

(7,986,000)

㈱前澤エンジニアリングサービス北海道営業所

クボタ環境サービス㈱北海道支店

16,500,000

1,826,000


