
入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

平成31年4月15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 日の出公園オートキャンプ場バーベキューハウス改修工事 （有）黄田建設 2,450,000 契約業者名 （有）木津建設

場所 上富良野町 日の出公園オートキャンプ場 （株）佐川建設 2,420,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 2,520,000 契約金額 2,570,400円

概要 （株）玉島工業 2,500,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 2,380,000 ○ 完了時期 令和1年6月28日

（有）創成建業 2,480,000 

予定価格 2,400,000円

工事名 日の出公園オートキャンプ場バンガロー新築工事(１工区) （有）黄田建設 4,560,000 ○ 契約業者名 （有）黄田建設

場所 上富良野町 日の出公園オートキャンプ場 （株）佐川建設 4,700,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 4,750,000 契約金額 4,924,800円

概要 （株）玉島工業 4,690,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 4,800,000 完了時期 令和1年7月12日

（有）創成建業 4,730,000 

予定価格 4,600,000円

工事名 日の出公園オートキャンプ場バンガロー新築工事(２工区) （有）黄田建設 4,700,000 契約業者名 （株）佐川建設

場所 上富良野町 日の出公園オートキャンプ場 （株）佐川建設 4,500,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 4,550,000 契約金額 4,860,000円

概要 （株）玉島工業 4,600,000 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 4,590,000 完了時期 令和1年7月12日

（有）創成建業 4,630,000 

予定価格 4,550,000円

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

バーベキューハウス　屋根改修
既存　屋根丸太撤去　　64.2㎡×2棟
新設　長尺金属板葺き　64.2㎡×2棟

予定工期　着工日から平成31年6月28日まで

バンガロー新築工事
木造　平屋建て　床面積10.86㎡×2棟
サイン工事一式

予定工期　着工日から平成31年7月15日まで

バンガロー新築工事
木造　平屋建て　床面積10.86㎡×2棟

予定工期　着工日から平成31年7月15日まで

・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

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）



工事名 社会教育総合センター防災用自家発電設備設置工事実施設計委託業務 （株）アイエイ研究所 1,950,000 契約業者名 （株）中原建築設計事務所

場所 上富良野町 （株）中原建築設計事務所 1,800,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 設計 （株）創明建築設計事務所 1,950,000 契約金額 1,944,000円

概要 （株）西村建築設計事務所 1,850,000 着手時期 契約の日から

日本都市設計（株） 1,900,000 完了時期 令和1年7月31日

予定価格 2,040,000円

防災用自家発電設備設置についての実
施設計
社会教育総合センター
昭和62年建築　RC・S造　2階建　延べ
面積 4,966.37㎡

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4月26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 日の出公園オートキャンプ場バンガロー外構外整備工事　 （株）アラタ工業 6,780,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 日の出公園オートキャンプ場 高橋建設（株） 6,700,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 菅原建設（有） 6,650,000 ○ 契約金額 7,182,000円

概要 山本建設（株） 6,830,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 6,850,000 完了時期 令和1年7月19日

（株）有我工業所 7,000,000 

予定価格 6,800,000円 （株）佐川建設 6,900,000 

入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年5月9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 役場庁舎暖房機改修工事 （株）有我工業所 54,800,000 ○ 契約業者名 （株）有我工業所

場所 上富良野町 大町 （株）玉島工業 58,000,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （有）志賀住宅設備 57,300,000 契約金額 59,184,000円

概要 （株）西塚清掃社 58,500,000 着手時期 契約の日から

高橋建設（株） 56,700,000 完了時期 令和元年9月30日

後田設備工業(株) 56,600,000 

予定価格 55,180,000円

役場庁舎暖房機改修工事
暖房機更新
庁舎棟温度保持機（581kw）
消防棟温度保持機（233kw）
真空式温水暖房機（93kw）

・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

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

・バンガロー外構整備　5カ所
・既存アスレチック撤去　3カ所
・テントサイト整備　2カ所

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

令和元年5月23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 鰍の沢道路ガ－ドレール設置工事 （株）アラタ工業 4,680,000 契約業者名 高橋建設（株）

場所 上富良野町 鰍の沢道路 高橋建設（株） 4,650,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 4,770,000 契約金額 5,022,000円

概要 菅原建設（有） 4,700,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 4,730,000 完了時期 令和1年9月10日

山本建設（株） 4,700,000 

予定価格 4,760,000円 （株）佐川建設 4,750,000 

工事名 大町３丁目１条通り簡易舗装工事 （株）アラタ工業 2,880,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 大町３丁目１条通り 高橋建設（株） 2,890,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 3,090,000 契約金額 3,024,000円

概要 菅原建設（有） 2,950,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 3,020,000 完了時期 令和1年8月30日

山本建設（株） 2,800,000 ○

予定価格 2,840,000円 （株）佐川建設 3,000,000 

工事名 中の沢道路横断管布設工事 （株）アラタ工業 2,770,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 中の沢道路 高橋建設（株） 2,760,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 2,900,000 契約金額 2,916,000円

概要
横断管渠設置工
 鉄筋コンクリート台付管

菅原建設（有） 2,800,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,850,000 完了時期 令和1年9月10日

山本建設（株） 2,700,000 ○

予定価格 2,770,000円 （株）佐川建設 2,820,000 

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

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

簡易舗装延長
　L=56.2m　　W=5.5m
 粗粒度アスコン　T=4㎝
 下層路盤　　　　T=20㎝
 凍上抑制層　　　T=30㎝

ガ－ドレール設置工　L=609.5m



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年6月12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 旭町4丁目2番通り簡易舗装工事 （株）アラタ工業 4,880,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 東2線南道路 高橋建設（株） 4,900,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 5,000,000 契約金額 0円

概要 菅原建設（有） 4,920,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 4,970,000 完了時期 令和1年9月20日

（株）佐川建設 5,030,000 

予定価格 4,880,000円 山本建設（株） 480,000 ○

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 2,030,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 旭町4丁目2番通り （有）志賀住宅設備 1,990,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 2,020,000 契約金額 2,149,200円

概要 （株）玉島工業 2,030,000 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年7月31日

予定価格 2,003,000円

工事名 西部地区簡易水道配水管新設工事 （株）有我工業所 11,450,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 西部地区簡易水道 （有）志賀住宅設備 11,500,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 11,580,000 契約金額 12,258,000円

概要 （株）玉島工業 11,350,000 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年9月27日

予定価格 11,640,000円

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）

配水管布設替
旭町4丁目2番通り
¢50L＝79ｍ

・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

簡易舗装延長
　L=83.1m　　W=5.0m
 粗粒度アスコン　T=4㎝
 下層路盤　　　　T=20㎝
 凍上抑制層　　　T=30㎝

配水管新設
北28号西道路及び西5線北道路
¢50L＝902ｍ

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）



工事名 雨水管新設詳細設計委託業務 冨洋設計(株)北海道支社 - 契約業者名 (株)NJS

場所 上富良野町 上富良野町 日本水工設計(株) 12,550,000 住　　　所 上富良野町

種別 委託 (株)日水コン北海道支所 13,000,000 契約金額 9,746,000円

概要 (株)ダイイチプランニング 9,980,000 着手時期 契約の日から

中央開発(株) 11,880,000 完了時期 令和2年1月31日

(株)ＮＪＳ 8,860,000 ○

予定価格 13,340,000円

工事名 草分地区（西部）配水管新設工事 （株）有我工業所 1,550,000 契約業者名 （株）西塚清掃社

場所 上富良野町 草分地区 （有）志賀住宅設備 1,520,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 1,420,000 ○ 契約金額 1,533,600円

概要 （株）玉島工業 1,490,000 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年9月27日

予定価格 1,454,000円

雨水管詳細設計　L=1,725m（開削工
法）
公共下水道補助事業（社会資本整備交
付金事業）の設計業務の受注実績があ
ること。

配水管新設
北28号西道路
¢50L＝72ｍ

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

令和元年6月27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 東橋外1橋補修設計委託業務 ㈱アサヒ建設コンサルタント 15,500,000 契約業者名 和光技術（株）

場所 上富良野町 東橋、五丁目橋 ㈱シン技術コンサル 14,900,000 住　　　所 上富良野町

種別 設計 ダイシン設計㈱ 13,300,000 契約金額 9,889,000円

概要 ㈱ルーラルエンジニアリング 15,000,000 着手時期 契約の日から

㈱アリヤス設計コンサルタント 10,948,000 完了時期 令和2年1月31日

和光技研㈱ 8,990,000 ○

㈱帝国設計事務所 11,200,000 

㈱ダイイチプランニング 15,240,000 

㈱ズコーシャ 12,400,000 

㈱アイネス 15,000,000 

予定価格 17,060,000円 北王コンサルタント㈱ 15,200,000 

工事名 共和橋外1橋補修工事 （株）アラタ工業 19,600,000 契約業者名 高橋建設（株）

場所 上富良野町 共和橋・北26号橋 高橋建設（株） 19,450,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 19,770,000 契約金額 21,395,000円

概要 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年12月20日

予定価格 19,950,000円

橋梁補修設計
2橋（東橋、五丁目橋）

・共和橋
支承防錆一式、排水施設補修一式、ひ
び割れ補修（上下部）一式、断面補修
（上下部・地履）一式、表面被履（上下
部）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

契約変更等の
内容及び理由

随意契約相
手方の選定
理由



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年6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 南町3丁目2条東通り簡易舗装工事 （株）アラタ工業 5,050,000 契約業者名 山本建設（株）

場所 上富良野町 南町3丁目2条東通り 高橋建設（株） 5,080,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 5,220,000 契約金額 5,346,000円

概要 菅原建設（有） 5,100,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 5,130,000 完了時期 令和1年9月30日

（株）佐川建設 5,200,000 

予定価格 4,980,000円 山本建設（株） 4,950,000 ○

工事名 東2線南道路改良舗装工事 （株）アラタ工業 3,180,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 東2線南道路 高橋建設（株） 3,150,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 32,590,000 契約金額 3,348,000円

概要 菅原建設（有） 3,100,000 ○ 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 3,250,000 完了時期 令和1年9月30日

（株）佐川建設 3,220,000 

予定価格 3,120,000円 山本建設（株） 3,200,000 

契約変更等の
内容及び理由

・延長　L=115.3ｍ
・幅員　W=5.5ｍ
・舗装　T=4ｃｍ
・路盤　T=50ｃｍ（下層20ｃｍ＋凍上30ｃ
ｍ）

・延長　舗装工　L=427ｍ
・幅員　W=3.0ｍ
・粗粒度As　t=4㎝　1281㎡
・不陸整正　A=1281㎡

・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（２）



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年7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 江幌ストックヤードネット修繕 （株）アラタ工業 2,980,000 契約業者名 高橋建設（株）

場所 上富良野町 江幌地区 高橋建設（株） 2,900,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 3,070,000 契約金額 3,132,000円

概要 菅原建設（有） 3,050,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 2,950,000 完了時期 令和1年9月30日

（株）佐川建設 3,000,000 

予定価格 3,000,000円 山本建設（株） 3,000,000 

工事名 上水道検満量水器取替工事（その１） （株）有我工業所 1,990,000 契約業者名 （株）西塚清掃社

場所 上富良野町 上富良野町 （有）志賀住宅設備 1,970,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 1,910,000 ○ 契約金額 2,101,000円

概要 （株）玉島工業 2,000,000 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年10月31日

予定価格 2,013,000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 2,210,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 上富良野町 （有）志賀住宅設備 2,090,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 2,190,000 契約金額 2,299,000円

概要 （株）玉島工業 2,170,000 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年10月31日

予定価格 2,279,000円

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

検満量水器取替91個

検満量水器取替93個

防風ネットの取替
268.8㎡

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

指名基準
　第２基準　１
　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 2,220,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 上富良野町 （有）志賀住宅設備 2,180,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 2,170,000 契約金額 2,365,000円

概要 （株）玉島工業 2,150,000 ○ 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年10月31日

予定価格 2,324,000円

工事名 中の沢飲供施設導水管更新工事 （株）有我工業所 2,330,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 上富良野町 （有）志賀住宅設備 2,270,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 2,320,000 契約金額 2,451,600円

概要 （株）玉島工業 2,300,000 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年9月27日

予定価格 2313000

工事名 富町2丁目1番通り簡易舗装工事 （株）アラタ工業 3,750,000 契約業者名 菅原建設（有）

場所 上富良野町 富町2丁目1番通り 高橋建設（株） 3,700,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 3,880,000 契約金額 3,942,000円

概要 菅原建設（有） 3,650,000 ○ 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 3,800,000 完了時期 令和1年9月20日

（株）佐川建設 3,800,000 

予定価格 3,690,000円 山本建設（株） 3,690,000 

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

検満量水器取替90個

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）

導水管更新 ＶＰ¢50L＝201ｍ

簡易舗装延長　L=74.0m
道路幅員　　　W=5.0m
粗粒度アスコン　T=4㎝
下層路盤　　　　T=20㎝
凍上抑制層　　　T=30㎝



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年7月25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 本町5丁目4番通り改良舗装工事 （株）アラタ工業 16,780,000 契約業者名 高橋建設（株）

場所 上富良野町 本町5丁目4番通り 高橋建設（株） 16,600,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 土木 （株）有我工業所 16,950,000 契約金額 18,260,000円

概要 菅原建設（有） 16,850,000 着手時期 契約の日から

（株）西塚清掃社 16,900,000 完了時期 令和1年12月30日

（株）佐川建設 17,000,000 

予定価格17000000 山本建設（株） 16,870,000 

工事名 丘町会館屋根・外壁改修工事 ㈲江島塗装 1,350,000 契約業者名 ㈱アイ・ディー・エフ

場所 上富良野町 丘町会館 ㈱イトウ塗装 1,370,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 ㈱ニサカ 1,400,000 契約金額 1,458,000円

概要 ㈱アイ・ディー・エフ 1,350,000 ○ 着手時期 契約の日から

フクタカ工業㈱ 1,385,000 完了時期 令和1年9月30日

予定価格1360000

工事名 ラベンダーハイツ屋根改修工事 ㈲江島塗装 12,700,000 ○ 契約業者名 ㈲江島塗装

場所 上富良野町 ラベンダーハイツ ㈱イトウ塗装 12,800,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 ㈱ニサカ 12,840,000 契約金額 13,716,000円

概要 ㈱アイ・ディー・エフ 12,800,000 着手時期 契約の日から

フクタカ工業㈱ 12,850,000 完了時期 令和1年9月30日

予定価格 13,430,000円

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）

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

延長　81.69ｍ
幅員　5.5（4.0）ｍ
舗装　12cm（密粒度3ｃｍ＋粗粒度4ｃｍ
＋安定処理5ｃｍ）
路盤　80ｃｍ（下層20ｃｍ＋凍上60ｃｍ）

屋根塗装（錆止め1回、シリコン系塗装2
回塗り）　113㎡
外壁塗装（下塗り1回、シリコン系塗装2
回塗り）　78㎡

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）

屋根塗装（錆止め1回、シリコン系塗装2
回塗り）　1,288㎡
屋根ハゼ部分シーリング　9,016ｍ



工事名 ラベンダーハイツ屋上防水改修工事 ㈲江島塗装 7,691,000 契約業者名 フクタカ工業㈱

場所 上富良野町 ラベンダーハイツ ㈱イトウ塗装 7,629,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 ㈱ニサカ 7,772,000 契約金額 8,143,200円

概要 ㈱アイ・ディー・エフ 7,608,000 着手時期 契約の日から

フクタカ工業㈱ 7,540,000 ○ 完了時期 令和1年9月30日

予定価格 1,540,000円

工事名 上富良野小学校校長住宅改修工事 （有）黄田建設 1,830,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 上富良野町宮町 （株）佐川建設 1,830,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）健名工建 1,810,000 契約金額 1,980,000円

概要 （株）玉島工業 1,800,000 ○ 着手時期 契約の日から

（有）木津建設 1,840,000 完了時期 令和1年10月31日

（有）創成建業 1,860,000 

予定価格 2,190,000円

工事名 新町4丁目1番通り配水管布設替工事 （株）有我工業所 5,380,000 ○ 契約業者名 （株）有我工業所

場所 上富良野町 新町4丁目1番通り （有）志賀住宅設備 5,490,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 5,450,000 契約金額 5,918,000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 令和1年11月22日

予定価格 5,419,000円

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）屋上　ウレタン防水　835㎡

渡り廊下　ウレタン防水　37.7㎡

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）既存玄関ドア撤去、断熱玄関ドア新設

既存サッシ撤去、断熱樹脂サッシ新設
8ヶ所

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（２）配水管敷設

　新町4丁目1番通り
　ＶＰ¢75　L＝206ｍ



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年7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 新町4丁目1番通り改良舗装工事 （株）アラタ工業 28,260,000 ○ 契約業者名 （株）アラタ工業

場所 上富良野町 新町4丁目1番通り （株）有我工業所 29,000,000 住　　　所 上富良野町

種別 土木 高橋建設（株） 28,400,000 契約金額 31,086,000円

概要 菅原建設（有） 28,800,000 着手時期 契約の日から

（株）北菱 28,800,000 完了時期 令和2年1月31日

予定価格 29,130,000円

延長　176.12ｍ
幅員　5.5（4.0）ｍ
舗装　12cm（密粒度3ｃｍ＋粗粒度4ｃｍ
＋安定処理5ｃｍ）
路盤　80ｃｍ（下層20ｃｍ＋凍上60ｃｍ）

・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

令和元年9月10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 道営農業農村整備事業に伴う配水管移設工事 （株）有我工業所 2,380,000 契約業者名 （株）玉島工業

場所 上富良野町 東5線北17号 （有）志賀住宅設備 2,400,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 2,450,000 契約金額 2,552,000円

概要 （株）玉島工業 2,320,000 ○ 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年10月31日

予定価格2531000

工事名 東5丁目通り配水管布設替工事 （株）有我工業所 12,000,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 東5丁目通り （有）志賀住宅設備 11,900,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 12,170,000 契約金額 13,090,000円

概要 （株）玉島工業 12,260,000 着手時期 契約の日から

完了時期 令和1年12月13日

予定価格12079000

・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

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）配水管移設

　ＶＰ　¢75　L＝225ｍ

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）配水管布設

　EFPE　¢150　L＝97ｍ



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年9月19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 草分地区（東部）配水管新設工事 （株）有我工業所 24,240,000 契約業者名 （株）西塚清掃社

場所 上富良野町 草分地区（東部） （㈲）志賀住宅設備 25,420,000 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 23,800,000 ○ 契約金額 26,180,000円

概要 高橋建設（株） 24,410,000 着手時期 契約の日から

（株）玉島工業 25,660,000 完了時期 令和1年12月13日

後田設備工材(株) 24,380,000 

予定価格 23,978,000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

配水管布設
　EFPE　¢50　L＝271ｍ
橋梁添架
　SUS304　¢50／300　L＝60ｍ



入　札　及　び　契　約　の　結　果　表

令和元年10月7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 日の出公園休憩舎トイレ洋式化改修工事 （株）有我工業所 2,150,000 契約業者名 （有）志賀住宅設備

場所 上富良野町 日の出公園 （有）志賀住宅設備 2,100,000 ○ 住　　　所 上富良野町

種別 管 （株）西塚清掃社 2,180,000 契約金額 2,268,000円

概要 高橋建設（株） 2,190,000 着手時期 契約の日から

（株）玉島工業 2,120,000 完了時期 令和1年12月20日

予定価格2250000

工事名 島津公園河川側東屋及び中島東屋屋根改修工事 （有）黄田建設 1,480,000 ○ 契約業者名 （有）黄田建設

場所 上富良野町 島津公園 （株）健名工建 1,530,000 住　　　所 上富良野町

種別 建築 （株）佐川建設 1,590,000 契約金額 1,598,400円

概要 （有）木津建設 1,540,000 着手時期 契約の日から

（有）創成建業 1,520,000 完了時期 令和1年12月13日

（株）玉島工業 1,580,000 

予定価格1540000

・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

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

大便器洋式化　3か所（男子2ヶ所→1か
所、女子3ヶ所→2か所）
ベビーシート、ベビーチェアの設置（多
目的便所へ各1台設置）
トイレブース改修　一式

指名基準
　第２基準　１
　第３基準　２（３）

河川側東屋　アスファルトシングル葺き
への屋根改修　54㎡
中島東屋　アスファルトシングル葺きへ
の屋根改修　32㎡


