
入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年4月11日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 社会教育総合センタートイレ洋式化改修工事実施設計委託業務 株式会社　アイエイ研究所 1,080,000 契約業者名 （株）創明建築設計事務所

場所 上富良野町 緑町 株式会社　中原建築設計事務所 1,050,000 住　　　所 上富良野町

種別 委託 株式会社　創明建築設計事務所 850,000 ○ 契約金額 918,000円

概要 株式会社　西村建築設計事務所 1,070,000 着手時期 契約の日から

日本都市設計　株式会社 1,120,000 完了時期 平成30年6月22日

予定価格 1,120,000円

工事名 日の出公園オートキャンプ場駐車場整備工事 （株）アラタ工業 2,900,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 日の出公園 高橋建設（株） 2,850,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,800,000 ○ 契約金額 3,024,000円

概要 山本建設（株） 2,830,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 3,000,000 完了時期 平成30年6月15日

（株）有我工業所 2,950,000 

予定価格 2,850,000円 （株）佐川建設 2,950,000 

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由

トイレ洋式化改修工事の実施設計
（改修面積49.5㎡、大便器洋式化10か所）
・建築主体工事　一式
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

・下層路盤　t200
・密粒度AS　t30
・区画線
・20台分

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年4月26日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 泉町南団地町営住宅4号棟新築工事（建築主体工事） アラタ・玉島特定共同企業体 236,444,000 契約業者名 高橋・木津特定共同企業体

場所 上富良野町 泉町 サンエービルド・創成特定建設工事共同企業体 233,200,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 那知・黄田特定共同企業体 235,500,000 契約金額 249,480,000円

概要 高橋・木津特定共同企業体 231,000,000 ○ 着手時期 契約の日から

軽米・健名工建特定共同企業体 232,800,000 完了時期 平成31年3月15日

北菱・佐川特定共同企業体 233,900,000 

予定価格 236,340,000円

工事名 泉町南団地町営住宅4号棟新築工事（電気設備工事） 株式会社一戸電建 23,000,000 契約業者名 （有）鈴木電設

場所 上富良野町 泉町 有限会社鈴木電設 22,900,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 電気 有限会社田中電気 22,978,000 契約金額 24,732,000円

概要 着手時期 契約の日から

完了時期 平成31年3月15日

予定価格 23,920,000円

工事名 泉町南団地町営住宅4号棟新築工事（機械設備工事） 株式会社西塚清掃社 43,200,000 契約業者名 （株）有我工業所

場所 上富良野町 泉町 後田設備工材株式会社 43,800,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 株式会社有我工業所 42,900,000 ○ 契約金額 46,332,000円

概要 株式会社玉島工業 44,000,000 着手時期 契約の日から

有限会社志賀住宅設備 43,500,000 完了時期 平成31年3月15日

予定価格 44,110,000円

工事名 上富良野中学校外構整備工事 高橋建設株式会社 55,400,000 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 旭町 株式会社アラタ工業 55,150,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 契約金額 59,562,000円

概要 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年12月10日

予定価格 57,270,000円

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由

■電気設備工事一式
構造：鉄筋コンクリート造
階数：2階建て
延べ面積：911.62㎡
戸数：11戸（1LDK×3戸、2DK×4戸、2LDK×2戸、
3LDK×2戸）

■機械設備工事一式
構造：鉄筋コンクリート造
階数：2階建て
延べ面積：911.62㎡
戸数：11戸（1LDK×3戸、2DK×4戸、2LDK×2戸、
3LDK×2戸）

【上中外構】
・駐車場整備普通車40台自転車300台
・路盤改良3875 ㎡(車道部t=50 ㎝、歩道部t=27 ㎝)
・舗装整備3894 ㎡(車道部t=8 ㎝、歩道部t=3 ㎝)
・排水整備1 式(U240、φ450)
・付属施設整備1 式(給水、電気、通路)
【宮町1 丁目駐車場】
・駐車場整備普通車38 台
・路盤改良903 ㎡（t=20 ㎝）

■建築主体工事一式
構造：鉄筋コンクリート造
階数：2階建て
延べ面積：911.62㎡
戸数：11戸（1LDK×3戸、2DK×4戸、2LDK×2戸、
3LDK×2戸）



工事名 西部地区簡易水道配水管布設工事 （株）有我工業所 5,650,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 （株）西塚清掃社 5,700,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 5,720,000 契約金額 5,994,000円

概要 （株）玉島工業 5,550,000 ○ 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年7月31日

予定価格 5,616,000円

【配水管布設】
・VP φ50　L=500m

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年5月22日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 上富良野中学校渡り廊下及び講堂鋼製建具改修工事 （有）黄田建設 2,050,000 契約業者名 （有）創成建業

場所 上富良野町 上富良野中学校 （株）佐川建設 2,380,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 3,150,000 契約金額 2,106,000円

概要 （株）玉島工業 2,450,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 2,300,000 完了時期 平成30年8月31日

（有）創成建業 1,950,000 ○

予定価格 2,020,000円

工事名 上富良野中学校物置設置工事 （有）黄田建設 6,280,000 ○ 契約業者名 （有）黄田建設

場所 上富良野町 上富良野中学校 （株）佐川建設 6,590,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 6,530,000 契約金額 6,782,400円

概要 （株）玉島工業 6,460,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 6,410,000 完了時期 平成30年9月28日

（有）創成建業 6,650,000 

予定価格 6,360,000円

工事名 東中小学校トイレ改修工事 （株）有我工業所 2,300,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 東中小学校 （株）西塚清掃社 2,200,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 2,140,000 ○ 契約金額 2,311,200円

概要 （株）玉島工業 2,350,000 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 2,250,000 完了時期 平成30年8月31日

予定価格 2,160,000円

工事名 北1条仲通り配水管布設替工事 （株）有我工業所 5,410,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 宮町 （株）西塚清掃社 5,350,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 5,250,000 ○ 契約金額 5,670,000円

概要 （株）玉島工業 5,520,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年8月31日

予定価格 5,286,000円

物置設置工事　一式
　・カスケードガレージ４連棟　61.10㎡

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

①職員トイレ
大便器洋式化2か所（男子1か所、女子1か所）
②講堂トイレ
大便器洋式化3か所（男子1か所、女子2か所）

配水管布設
VPφ75
L=130m

随意契約相
手方の選定
理由

渡り廊下　内部塗装塗替え　一式
　　　　　プラストサッシ新設　5か所
　　　　　木製両開き戸新設　2か所
講堂　　　鋼製両開き戸取替　1か所

契約変更等の
内容及び理由

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）



工事名 北1条仲通り道路側溝補修工事 （株）アラタ工業 5,050,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 宮町 高橋建設（株） 5,080,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 4,950,000 ○ 契約金額 5,346,000円

概要 山本建設（株） 5,000,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 5,100,000 完了時期 平成30年8月31日

（株）有我工業所 5,100,000 

予定価格 5,050,000円 （株）佐川建設 5,050,000 

工事名 泉町1丁目3番通り道路側溝補修工事 （株）アラタ工業 2,100,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 泉町 高橋建設（株） 2,080,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,130,000 契約金額 2,160,000円

概要 山本建設（株） 2,000,000 ○ 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,180,000 完了時期 平成30年8月31日

（株）有我工業所 2,200,000 

予定価格 2,110,000円 （株）佐川建設 2,150,000 

工事名 泉町本通り歩道補修工事 （株）アラタ工業 1,810,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 泉町 高橋建設（株） 1,800,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 1,750,000 ○ 契約金額 1,890,000円

概要 山本建設（株） 1,820,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 1,830,000 完了時期 平成30年8月31日

（株）有我工業所 1,850,000 

予定価格 1,820,000円 （株）佐川建設 1,850,000 

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

①道路側溝補修工
　U240アゴ付トラフ　L=107.9m
 （新材L=58.7m、再利用L=38.5m、最終部舗装のみ
L=10.7m)
②不陸区間の側溝敷設替え
　暗渠埋設φ50　L=194.36m

①道路側溝補修
　U240アゴ付トラフ　L=78.2m（再利用）
②暗渠埋設
　不陸区間の側溝敷設替え区間　φ50㎜　L=204.8m
　暗渠単独区間　φ50㎜　L=24.0m

①歩道桝補修
　新規8か所（グレーチング蓋）
　既設2カ所（モルタル補修）
②植木桝補修　20か所　防草シート42㎡
③下層路盤　0-40　T=10cm 177㎡
④凍上抑制層　0-80　T=17cm 177㎡

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年6月14日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 雨水管新設詳細設計委託業務 日本水工設計 株式会社 9,200,000 契約業者名 株式会社 NJS

場所 上富良野町 役場 株式会社 NJS 8,800,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 委託 株式会社 日水コン 9,200,000 契約金額 9,504,000円

概要 株式会社 帝国設計事務所 9,000,000 着手時期 契約の日から

冨洋設計 株式会社 9,100,000 完了時期 平成31年2月28日

予定価格 9,300,000円

工事名 上富良野中学校講堂防音機能復旧工事 （株）有我工業所 22,500,000 ○ 契約業者名 （株）有我工業所

場所 上富良野町 上富良野中学校 （株）西塚清掃社 23,780,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 2,300,000 契約金額 24,300,000円

概要 （株）玉島工業 23,600,000 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 辞退 完了時期 平成30年10月31日

予定価格 22,770,000円

工事名 上水道検満量水器取替工事（その1） （株）有我工業所 4,040,000 契約業者名 （株）西塚清掃社

場所 上富良野町 （株）西塚清掃社 3,800,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 3,970,000 契約金額 4,104,000円

概要 （株）玉島工業 3,960,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年10月31日

予定価格 4,046,000円

工事名 上水道検満量水器取替工事（その2） （株）有我工業所 3,850,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 （株）西塚清掃社 3,910,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 3,770,000 ○ 契約金額 4,071,600円

概要 （株）玉島工業 3,970,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年10月31日

予定価格 3,990,000円

契約変更等の
内容及び理由

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（６）

雨水管詳細設計
L=840m

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

量水器取替　189個

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

量水器取替　188個

講堂　空気調和設備等の防音機能復旧
工事（温度保持機250,000kcal）
工事内容　機械設備工事 １式
 　　　　　　 電気設備工事 １式

指名基準
　第３基準　２（２）



工事名 上水道検満量水器取替工事（その3） （株）有我工業所 4,100,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 （株）西塚清掃社 4,120,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 4,160,000 契約金額 4,352,400円

概要 （株）玉島工業 4,030,000 ○ 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年10月31日

予定価格 4,353,000円

工事名 簡易水道検満量水器取替工事 （株）有我工業所 2,520,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 （株）西塚清掃社 2,570,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 2,530,000 契約金額 2,656,800円

概要 （株）玉島工業 2,460,000 ○ 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年10月31日

予定価格 2,676,000円

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

量水器取替　99個

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

量水器取替　191個



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年7月10日 入札執行分　事後審査型条件付き一般競争入札

契約業者名

住　　　所

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約金額

工事着手時期

工事完了時期

工事名 共和橋補修工事 高橋建設株式会社 19,300,000 ○ 契約業者名 高橋建設株式会社

場所 上富良野町 東町 株式会社アラタ工業 19,480,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 株式会社北菱 19,530,000 契約金額 20,844,000円

概要 菅原建設有限会社 19,600,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成31年1月31日

予定価格 19,610,000円

・橋面防水　一式
・舗装打替　一式
・伸縮装置補修　一式

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年7月10日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 上富良野町橋梁補修設計（北26号橋）委託業務 内外エンジニアリング北海道（株） 4,300,000 契約業者名 ダイシン設計（株）

場所 上富良野町 役場 パブリックコンサルタント（株） 4,300,000 住　　　所 上富良野町

種別 委託 （株）ドーコン 4,200,000 契約金額 3,909,600円

概要 ダイシン設計（株） 3,620,000 ○ 着手時期 契約の日から

北海道土木設計（株） 4,320,000 完了時期 平成30年11月30日

（株）アリヤス設計コンサルタント 4,100,000 

予定価格 4,880,000円

工事名 上富良野中学校講堂外部改修工事 （有）黄田建設 5,530,000 契約業者名 （株）佐川建設

場所 上富良野町 上富良野中学校 （株）佐川建設 5,250,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 5,340,000 契約金額 5,670,000円

概要 （株）玉島工業 5,450,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 5,500,000 完了時期 平成30年10月12日

（有）創成建業 5,390,000 

予定価格 5,580,000円

工事名 東2線南道路改良舗装工事 （株）アラタ工業 4,110,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 島津地区 高橋建設（株） 4,100,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 4,050,000 ○ 契約金額 4,374,000円

概要 山本建設（株） 4,080,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 4,250,000 完了時期 平成30年11月30日

（株）有我工業所 4,290,000 

予定価格 4,160,000円 （株）佐川建設 4,280,000 

・橋梁修繕設計　1橋
　（北26号橋）

①基礎改修
既存塗膜撤去、補修、仕上げ塗材塗り（119㎡）
②玄関改修
床タイル撤去、ゴムチップタイル新設

・延長　舗装工　L=500m
・幅員　W=3.0m
・舗装　T=4cm
・装甲路盤　T=4cm

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

指名基準
　第３基準　２（２）
　第４基準

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年7月27日 入札執行分　事後審査型条件付き一般競争入札

契約業者名

住　　　所

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約金額

工事着手時期

工事完了時期

工事名 富町2丁目3 番通り改良舗装工事 株式会社北菱 26,550,000 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 富町 株式会社アラタ工業 26,210,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設有限会社 26,650,000 契約金額 28,306,800円

概要 高橋建設株式会社 26,350,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年12月30日

予定価格 27,170,000円

工事名 本町5丁目4 番通り改良舗装工事 株式会社アラタ工業 19,500,000 契約業者名 （株）北菱

場所 上富良野町 本町 菅原建設有限会社 19,800,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 株式会社北菱 19,300,000 ○ 契約金額 20,844,000円

概要 高橋建設株式会社 19,380,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年12月30日

予定価格 20,200,000円

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由

・延長改良舗装L=154ｍ
・幅員5.5(4.0)ｍ
・舗装12 ㎝(密粒度3 ㎝+粗粒度4 ㎝+安定処理5 ㎝)
・路盤80 ㎝(下層20 ㎝+凍上60 ㎝）
・排水1 式

・延長改良舗装L=91ｍ
・幅員5.5(4.0)ｍ
・舗装12 ㎝(密粒度3 ㎝+粗粒度4 ㎝+安定処理5 ㎝)
・路盤80 ㎝(下層20 ㎝+凍上60 ㎝）
・排水1 式



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年7月27日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 社会教育総合センター屋上防水改修工事 フクタカ工業株式会社 9,520,000 ○ 契約業者名 フクタカ工業株式会社

場所 上富良野町 緑町 アイ・ディーエフ株式会社 8,613,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築（防水） 有限会社江島塗装 9,610,000 契約金額 10,281,600円

概要 （株）ニサカ 9,630,000 着手時期 契約の日から

（株）イトウ塗装 9,670,000 完了時期 平成30年10月31日

予定価格 9,760,000円

工事名 保健福祉総合センター屋上防水改修工事 フクタカ工業株式会社 8,830,000 契約業者名 有限会社江島塗装

場所 上富良野町 大町 アイ・ディーエフ株式会社 8,890,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築（防水） 有限会社江島塗装 8,800,000 ○ 契約金額 9,504,000円

概要 （株）ニサカ 8,960,000 着手時期 契約の日から

（株）イトウ塗装 8,950,000 完了時期 平成30年10月5日

予定価格 9,070,000円

工事名 旭町4丁目2番通り配水管布設替工事 （株）有我工業所 2,080,000 ○ 契約業者名 （株）有我工業所

場所 上富良野町 旭町 （株）西塚清掃社 2,130,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 2,190,000 契約金額 2,246,400円

概要 （株）玉島工業 2,270,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成30年10月31日

予定価格 2,157,000円

工事名 新町4丁目1番通り改良舗装工事測量調査・実施設計委託業務 タッケン測量㈱ 3,900,000 ○ 契約業者名 タッケン測量㈱

場所 上富良野町 役場 ㈱アサヒ建設コンサルタント 4,120,000 住　　　所 上富良野町

種別 委託 協立測量設計㈱ 4,400,000 契約金額 4,212,000円

概要 ㈱タイホクプランニング 5,200,000 着手時期 契約の日から

旭川設計測量㈱ 6,870,000 完了時期 平成31年2月28日

（株）アリヤス設計コンサルタント 4,860,000 

予定価格 4,610,000円

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

契約変更等の
内容及び理由

配水管布設
・VPφ50　L=94m

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）屋上ウレタン防水改修工事

1494.0㎡（平面・立上り面）

屋上ウレタン防水改修工事
トップコート塗替え　2,990㎡（平面・立上
り面）

・測量調査247.1ｍ
・実施設計247.1ｍ

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）



工事名 草分分館外部改修工事 （有）黄田建設 17,100,000 契約業者名 （株）健名工建

場所 上富良野町 草分 （株）佐川建設 16,540,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 15,900,000 ○ 契約金額 17,172,000円

概要 （株）玉島工業 16,980,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 16,820,000 完了時期 平成30年12月14日

（有）創成建業 16,200,000 

予定価格 16,150,000円

工事名 島津公園トイレ外部改修工事 （有）黄田建設 3,800,000 ○ 契約業者名 （有）黄田建設

場所 上富良野町 島津公園 （株）佐川建設 4,070,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 4,065,000 契約金額 4,104,000円

概要 （株）玉島工業 3,950,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 4,130,000 完了時期 平成30年10月31日

（有）創成建業 4,000,000 

予定価格 3,880,000円

工事名 富町1丁目3条通り簡易舗装工事 （株）アラタ工業 2,560,000 ○ 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 富町 高橋建設（株） 2,600,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,580,000 契約金額 2,764,800円

概要 山本建設（株） 2,600,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,620,000 完了時期 平成30年12月25日

（株）有我工業所 2,660,000 

予定価格 2,750,000円 （株）佐川建設 2,700,000 

工事名 緑町1丁目3番通り簡易舗装工事 （株）アラタ工業 6,580,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 緑町 高橋建設（株） 6,520,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 6,500,000 契約金額 6,966,000円

概要 山本建設（株） 6,450,000 ○ 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 6,680,000 完了時期 平成30年10月31日

（株）有我工業所 6,620,000 

予定価格 6,660,000円 （株）佐川建設 6,660,000 

工事名 旭町4丁目2番通り簡易舗装工事 （株）アラタ工業 4,270,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 旭町 高橋建設（株） 4,280,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 4,300,000 契約金額 4,536,000円

概要 山本建設（株） 4,200,000 ○ 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 4,350,000 完了時期 平成30年10月31日

（株）有我工業所 4,380,000 

予定価格 4,370,000円 （株）佐川建設 4,400,000 

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・延長L=128.5ｍ
・幅員5.7ｍ
・舗装4 ㎝
・路盤50 ㎝(下層20 ㎝+凍上30 ㎝）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・延長L=91.0ｍ
・幅員5.5ｍ
・舗装4 ㎝
・路盤50 ㎝(下層20 ㎝+凍上30 ㎝）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

①外壁塗装面　塗装塗替え　340㎡
②外壁タイル面　タイル部分張り替え　9㎡
③屋根板金面　ポリウレタン塗装　339㎡
④ポーチ床　ゴムチップタイル貼り　33.6㎡

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

①外壁塗装面　塗装塗替え　35.8㎡
②外壁タイル面　ガルバリウム鋼板カバー工法
67.6㎡
③屋根板金面　ポリウレタン塗装　113㎡

・延長L=65.5ｍ
・幅員5ｍ
・舗装4 ㎝
・路盤50 ㎝(下層20 ㎝+凍上30 ㎝）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年8月10日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 社会教育総合センタートイレ洋式化改修工事 （株）有我工業所 7,800,000 ○ 契約業者名 （株）有我工業所

場所 上富良野町 緑町 （株）西塚清掃社 8,070,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 7,930,000 契約金額 8,424,000円

概要 （株）玉島工業 8,150,000 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 8,260,000 完了時期 平成30年11月16日

予定価格 7,930,000円

工事名 上富良野中学校教頭住宅改修工事 （有）黄田建設 4,180,000 契約業者名 （有）創成建業

場所 上富良野町 旭町 （株）佐川建設 4,000,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 4,150,000 契約金額 4,233,600円

概要 （株）玉島工業 4,280,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 4,200,000 完了時期 平成30年11月16日

（有）創成建業 3,920,000 ○

予定価格 4,130,000円

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・大便器洋式化　10か所（男子3か所、女子7か
所）
・便座のウォシュレット化　2か所（男子1か所、女子
1か所）
・トイレブース改修　一式
・電気設備改修　一式

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

①外壁改修工事
・サイディング張替、断熱材入替　104㎡
②建具改修工事
・断熱玄関ドア及び樹脂サッシへの取替　8ヶ所



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年8月23日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 上富良野中学校講堂照明器具改修工事 ㈲鈴木電設 6,400,000 契約業者名 ㈲田中電気

場所 上富良野町 上富良野中学校 東邦電設㈱富良野支店 6,500,000 住　　　所 上富良野町

種別 電気 ㈱一戸電建 6,800,000 契約金額 6,588,000円

概要 ㈱高崎電気 6,300,000 着手時期 契約の日から

㈲田中電気 6,100,000 ○ 完了時期 平成31年1月31日

㈱デンセツ 欠席

予定価格 6,240,000円

①講堂
・高天井器具撤去（32台）平均照度593ルクス
・ＬＥＤ高天井器具新設（12台）平均照度513ルクス
　※必要平均照度500ルクスを確保
②渡り廊
・下蛍光灯撤去（4台）
・人感センサ付ＬＥＤ照明器具新設（4台）

随意契約相
手方の選定
理由

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

契約変更等の
内容及び理由



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年9月7日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 北26号道路側溝新設工事 （株）アラタ工業 6,550,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 6,550,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 6,500,000 ○ 契約金額 7,020,000円

概要 山本建設（株） 6,530,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 6,660,000 完了時期 平成30年12月14日

（株）有我工業所 6,600,000 

予定価格 6,580,000円 （株）佐川建設 6,700,000 

工事名 島津地区排水路瀬川地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 1,280,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 島津地区 高橋建設（株） 1,300,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 1,310,000 契約金額 1,360,800円

概要 山本建設（株） 1,260,000 ○ 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 1,350,000 完了時期 平成30年12月10日

（株）有我工業所 1,350,000 

予定価格 1,310,000円 （株）佐川建設 1,330,000 

工事名 北30号川白井地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 3,820,000 契約業者名 高橋建設（株）

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 3,770,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 3,850,000 契約金額 4,071,600円

概要 山本建設（株） 3,850,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 3,880,000 完了時期 平成30年12月10日

（株）有我工業所 3,930,000 

予定価格 3,890,000円 （株）佐川建設 3,900,000 

工事名 北30号川阿部地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 2,360,000 契約業者名 （株）西塚清掃社

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 2,350,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,350,000 契約金額 2,484,000円

概要 山本建設（株） 2,320,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,300,000 ○ 完了時期 平成30年12月10日

（株）有我工業所 2,390,000 

予定価格 2,380,000円 （株）佐川建設 2,400,000 

①道路側溝新設
・施工延長　L=344.0m（U450型側溝
L=284m　取付道路管渠工 RCP φ600
L=14m　素掘り側溝 L=46m）
②流末処理

・排水路補修　L=4.0m 　V900敷設替
・吐口工　L=8.0m（L型ブレキャスト擁壁）
・袋詰根固　5袋
・既存擁壁撤去　1カ所

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）・護岸補修　L=60m

・大型連結ﾌﾞﾛｯｸ　120㎡　2段
・小型連結ﾌﾞﾛｯｸ布設替　60㎡

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・護岸補修　L=18m 　H=2.5m
・籠マット　5段

随意契約相
手方の選定
理由

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

契約変更等の
内容及び理由



工事名 北30号川広川地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 2,750,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 2,700,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,680,000 ○ 契約金額 2,894,400円

概要 山本建設（株） 2,770,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,700,000 完了時期 平成30年12月10日

（株）有我工業所 2,800,000 

予定価格 2,710,000円 （株）佐川建設 2,800,000 

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）・護岸補修　L=34m（籠マットL=12m（30

㎡）5段　H=2.5m)、既存積ブロック補修
L=22m）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年9月26日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 北19号道路配水管布設工事 （株）有我工業所 10,900,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 東中地区 （株）西塚清掃社 10,700,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 10,400,000 ○ 契約金額 11,232,000円

概要 （株）玉島工業 11,000,000 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 11,100,000 完了時期 平成30年12月28日

予定価格 10,510,000円

工事名 道営農業農村整備事業に伴う水道管移設工事（その3） （株）有我工業所 1,500,000 ○ 契約業者名 （株）有我工業所

場所 上富良野町 東中地区 （株）西塚清掃社 1,550,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 1,570,000 契約金額 1,620,000円

概要 （株）玉島工業 1,600,000 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 1,600,000 完了時期 平成30年11月30日

予定価格 1,522,000円

工事名 道営農業農村整備事業に伴う水道管移設工事（その4） （株）有我工業所 2,300,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 東中地区 （株）西塚清掃社 2,360,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 2,320,000 契約金額 2,451,600円

概要 （株）玉島工業 2,270,000 ○ 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 2,370,000 完了時期 平成31年1月31日

予定価格 2,323,000円

工事名 エバナマエホロカンベツ川安丸地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 1,700,000 ○ 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 1,720,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 1,730,000 契約金額 1,836,000円

概要 山本建設（株） 1,710,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 1,740,000 完了時期 平成30年12月21日

（株）有我工業所 1,740,000 

予定価格 1,740,000円 （株）佐川建設 1,730,000 

随意契約相
手方の選定
理由

VP φ75
L=800m

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）VP φ75

L=120m

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）VP φ75

L=45m
伏越工 φ100　1カ所

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）・護岸復旧　L=15.5m（ふとん籠　3段

23.3㎡）

契約変更等の
内容及び理由



工事名 エバナマエホロカンベツ川高橋地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 2,050,000 ○ 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 2,070,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,090,000 契約金額 2,214,000円

概要 山本建設（株） 2,080,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,080,000 完了時期 平成30年12月21日

（株）有我工業所 2,060,000 

予定価格 2,060,000円 （株）佐川建設 2,090,000 

工事名 江幌完別第1支流川佐々木地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 5,970,000 ○ 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 6,000,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 6,030,000 契約金額 6,447,600円

概要 山本建設（株） 6,000,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 6,050,000 完了時期 平成31年2月28日

（株）有我工業所 6,050,000 

予定価格 6,060,000円 （株）佐川建設 6,030,000 

工事名 北30号川池田地先災害復旧工事 （株）アラタ工業 2,980,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 草分地区 高橋建設（株） 2,960,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,950,000 ○ 契約金額 3,186,000円

概要 山本建設（株） 3,100,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 3,000,000 完了時期 平成31年2月28日

（株）有我工業所 3,100,000 

予定価格 2,990,000円 （株）佐川建設 3,150,000 

・護岸復旧　L=14m H=2.5m（籠マット5
段）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）・護岸復旧　L=120m（袋型根固

L=40m80袋、大型土嚢 L=10m70袋、天
端コンクリート L=70m）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）・護岸復旧　L=16m（ふとん籠　右8m・左

8m）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年10月4日 入札執行分　事後審査型条件付き一般競争入札

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 東1条通り配水管布設工事 （株）西塚清掃社 22,470,000 ○ 契約業者名 （株）西塚清掃社

場所 上富良野町 栄町 （株）玉島工業 23,010,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 後田設備工材（株） 22,740,000 契約金額 24,267,600円

概要 （有）志賀住宅設備 23,140,000 着手時期 契約の日から

（株）有我工業所 22,520,000 完了時期 平成30年12月28日

予定価格 22,866,000円

随意契約相
手方の選定
理由

GX　φ200
L=247m

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

契約変更等の
内容及び理由



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年10月4日 入札執行分

契約業者名

住　　　所

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約金額

工事着手時期

工事完了時期

工事名 葬斎場給油タンク設置工事 （株）有我工業所 1,580,000 契約業者名 （株）西塚清掃社

場所 上富良野町 島津地区 （株）西塚清掃社 1,450,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 1,520,000 契約金額 1,566,000円

概要 （株）玉島工業 1,510,000 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 1,480,000 完了時期 平成30年12月10日

予定価格 1,480,000円

工事名 役場庁舎暖房機改修工事実施設計委託業務 （株）アイエイ研究所 2,520,000 契約業者名 （株）西村建築設計事務所

場所 上富良野町 大町 （株）中原建築設計事務所 2,450,000 住　　　所 上富良野町

種別 委託 （株）創明建築設計事務所 2,530,000 契約金額 2,592,000円

概要 （株）西村建築設計事務所 2,400,000 ○ 着手時期 契約の日から

日本都市設計（株） 2,500,000 完了時期 平成31年1月31日

予定価格 2,540,000円

・給油タンク設置（490Ｌ）2基
　（うち１基は仮設タンクを移設）
・防油堤設置
・配管工1式
・盗難防止用仮囲設置

役場庁舎暖房機改修工事の実施設計
・設計内容　庁舎棟温度保持機
（500,000kcal/h）
・消防棟温度保持機（200,000kcal/h）
・真空式温水暖房機（80,000kcal/h）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年12月7日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 ヌッカクシ富良野川松岡橋橋梁護岸補修工事 （株）アラタ工業 2,580,000 契約業者名 高橋建設（株）

場所 上富良野町 日の出地区 高橋建設（株） 2,500,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 2,600,000 契約金額 2,700,000円

概要 山本建設（株） 2,600,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,630,000 完了時期 平成31年3月15日

（株）有我工業所 2,650,000 

予定価格 2,590,000円 （株）佐川建設 2,680,000 

袋型根固工　41袋

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成30年12月17日 入札執行分

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 上富良野中学校講堂トイレ改修工事 （有）黄田建設 10,500,000 契約業者名 （有）創成建業

場所 上富良野町 旭町 （株）佐川建設 10,700,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 11,500,000 契約金額 10,908,000円

概要 （株）玉島工業 11,000,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 10,800,000 完了時期 平成31年3月22日

（有）創成建業 10,100,000 ○

予定価格 10,350,000円

①講堂トイレ及び水飲み場の改修
　大便器更新（洋式化）　4か所→3か所（男子2→1、女子2→2）
　小便器更新　　2か所→2か所
　手洗い器更新　3か所→2か所（男子1→1、女子2→1）
　掃除流し更新　1か所→1か所
②内装改修（壁・床・天井・トイレブース・水飲み台）
③電気設備改修（電灯・コンセント・スイッチ）
④機械設備改修（給排水配管・換気・消火・衛生器具）

随意契約相
手方の選定
理由

契約変更等の
内容及び理由

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成31年2月25日 入札執行分　事後審査型条件付き一般競争入札

工　　事　　名　　等 入札業者名 指名理由 入札金額 落札者 契約の情報

工事名 東1線排水路整備工事（H30国債） 株式会社アラタ工業 46,500,000 契約業者名 高橋建設（株）

場所 上富良野町 島津 高橋建設株式会社 46,100,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設有限会社 46,930,000 契約金額 49,788,000円

概要 株式会社北菱 46,750,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成32年2月21日

予定価格 47,410,000円

工事名 南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ）（H30国債） 株式会社アラタ工業 70,370,000 ○ 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 演習場内 高橋建設株式会社 70,500,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設有限会社 70,700,000 契約金額 75,999,600円

概要 株式会社北菱 71,000,000 着手時期 契約の日から

完了時期 平成32年2月21日

予定価格 72,140,000円

排水路工　172.72m
・D型装工　1300*1100(1200)　L=24.0m
・D型変形水路函渠工　1300*1100/170(1200/1800)　L=66.4m
・E型装工　U1200*1100(1200)　L=66.0m
函渠工　1300*1300　L=13.0m
管渠工一式、桝工一式、構造物撤去工一式

随意契約相
手方の選定
理由

・低入札価格調査の経緯
・総合評価入札を行う理由、
落札者決定基準、落札金額
・最低制限価格未満の入札
者

流路工　203.6m
・帯工7基
・【新設】連節ﾌﾞﾛｯｸ　384㎡
・【布設替（撤去）】連節ﾌﾞﾛｯｸ　302㎡、護床ﾌﾞﾛｯｸ　274個、連節ﾌﾞﾛｯｸ（新
設）103㎡、護床ﾌﾞﾛｯｸ57個
・袋型根固1t 630袋

契約変更等の
内容及び理由
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