
平成１８年度公共工事等の入札結果
建設工事（130 ）万円以上 中富良野町

入札執行日 入札番号 工 事 名 落 札 金 額 落 札 業 者 名

H18.4.20 工事1 舗装補修工事（第１工区） 3,200,000 道路工業㈱旭川営業所

H18.4.20 工事2 道路区画線設置工事 4,400,000 ㈱タダノ

H18.4.20 工事3 道路維持工事 5,430,000 ㈱下久根建設

H18.4.20 工事4 北星山リフト維持工事（その1） 1,980,000 日本ケーブル㈱札幌支店

H18.4.20 工事5 町営住宅復旧工事 5,900,000 (有)嵯峨建設

H18.4.20 工事6 教職員住宅簡易水洗トイレ設置工事 2,750,000 東洋設備㈱中富良野支店

H18.5.12 工事8 町営住宅維持工事 3,650,000 ㈱吉田塗装

H18.5.12 工事9 量水器取替工事（第１工区） 2,100,000 ㈱有我工業所

H18.5.12 工事10 量水器取替工事（第２工区） 1,610,000 ㈱ソケイズ中富良野支店

H18.5.12 工事11 量水器取替工事（第３工区） 1,470,000 後田設備工材㈱

H18.6.20 工事14 西中小学校屋上防水工事 5,400,000 日本防水総業㈱旭川

H18.6.20 工事15 中富小トイレ改修工事 2,360,000 (有)嵯峨建設

H18.9.26 工事16 北１４号線改良舗装工事（地特） 25,500,000 北道建設工業㈱

H18.9.26 工事17 道路維持工事（第２工区） 1,880,000 (有)モリ建設

H18.9.26 工事18 舗装補修工事（第２工区） 3,600,000 道路工業㈱旭川営業所

H18.9.26 工事19 道路舗装工事（基線東第１線） 2,850,000 道路工業㈱旭川営業所

H18.10.24 工事21 本幸小教室等改修工事 1,740,000 (有)嵯峨建設

H18.12.14 工事23
ベベルイ零号線改良舗装工事（国債第
１工区）

42,600,000 ㈱下久根建設

H18.12.14 工事24
ベベルイ零号線改良舗装工事（国債第
２工区）

15,500,000 ㈱山伏パコム

H18.12.26 工事25
富良野川１４号歩道橋新設工事（下部
工）

14,700,000 ㈱下久根建設

H18.12.26 工事26 河川維持工事 3,400,000 ㈱下久根建設



平成１８年度公共工事等の入札結果
建設工事（130 ）万円以下 中富良野町

入札執行日 入札番号 工 事 名 落 札 金 額 落 札 業 者 名

H18.5.12 工事6-1
教職員住宅簡易水洗トイレ設置工事
（その2）

430,000 東洋設備㈱中富良野支店

H18.5.12 工事7
一般廃棄物最終処分場埋立施設浸出
水切替工事

450,000 ㈱下久根建設

H18.5.12 工事12 北星山リフト維持工事（その２） 540,000 ㈱下久根建設

H18.6.20 工事13
下水道管渠新設工事（公共桝設置工
事その１）

940,000 ㈱下久根建設

H18.9.26 工事20 北１４号線配水管移設工事 1,000,000 ㈱下久根建設

H18.11.27 工事22 道路維持工事（第３工区） 410,000 ㈱下久根建設



平成１８年度業務委託等の入札結果
【委託業務】 中富良野町

入札執行日 入札番号 工 事 名 落 札 金 額 落 札 業 者 名

H18.4.20 業務1
フラワーパーク・ドリームパーク等維
持管理業務委託

9,100,000 大北土建工業㈱

H18.4.20 業務2 パークゴルフ場維持管理業務委託 3,300,000 清香園山田植木㈱

H18.4.20 業務3 プール監視業務委託 1,710,000 東京美装興業㈱

H18.4.20 業務4 森林公園警備委託 1,314,000 北斗警備保障㈱

H18.4.20 業務6-1 町有林整備業務委託（その１） 430,000 富良野地区森林組合

H18.4.20 業務6-2 町有林整備業務委託（その２） 2,273,700 富良野地区森林組合

H18.5.12 業務7
富良野川１４号歩道橋新設工事調査設
計委託（その1）

31,000,000 ダイシン設計㈱

H18.6.20 業務10 特定建築物等定期調査業務委託 500,000 ㈱アイエイ研究所

H18.6.20 業務11 地籍調査事業委託 23,800,000 ㈱北海道朝日航洋

H18.6.20 業務16
富良野川１４号歩道橋新設工事調査設
計委託（その2）

1,100,000 新和測量㈱富良野支店

H18.6.28 業務14 南中小校舎防音機能復旧工事設計委託 690,000 ㈱建設コンサルタント

H18.6.28 業務15 町有地測量業務委託 420,000 新和測量㈱富良野支店

H18.6.28 業務17 消防用設備等点検業務委託 2,600,000 ㈱藤下電気商会

H18.9.26 業務21 道路・河川維持工事調査設計委託 1,360,000 タイホクプランニング

H18.10.24 業務23 除雪委託（第１工区） 8,600,000 ㈱山伏パコム

H18.10.24 業務24 除雪委託（第２工区） 1,600,000 ㈱山伏パコム

H18.12.26 業務26 道路台帳整備業務委託 484,000 国際航業㈱北海道支店

H19.1.31 業務27 役場庁舎夜間・休日等警備委託 3,588,000 北斗警備保障㈱

H19.1.31 業務28 公民館等巡視業務委託 725,000 東京美装興業㈱

H19.1.31 業務29 こぶし苑警備業務委託 3,960,000 東京美装興業㈱

H19.1.31 業務30 町立病院夜間休日警備業務委託 3,948,000 東京美装興業㈱

H19.1.31 業務31
総合スポーツセンター機械警備業務委
託

612,000 東京美装興業㈱

H19.1.31 業務32 中富良野町有施設清掃業務委託 22,480,000 東京美装興業㈱

H19.1.31 業務33 給食業務委託 28,370,000 ㈱西川食品

H19.1.31 業務34 給食配送委託 3,375,000 ㈱中富良野ハイヤー

H19.1.31 業務35 環境衛生管理業務委託 27,400,000 ㈱テクノス北海道

H19.1.31 業務36 電気保安業務委託 2,140,000 （財）北海道電気保安協会

H19.1.31 業務37 浄化槽保守点検業務委託 800,000 ㈱西塚清掃社



H19.1.31 業務38 塵芥収集業務委託 19,631,000 富良野地区清掃事業協同組合

H19.1.31 業務39
資源回収センター選別等処理業務委託
（びん）【単価契約】

6,000 富良野地区清掃事業協同組合

H19.1.31 業務40
資源回収センター選別等処理業務委託
（ペットボトル）【単価契約】

28,300 富良野地区清掃事業協同組合

H19.1.31 業務41
資源回収センター選別等処理業務委託
（プラスチック）【単価契約】

4,890 富良野地区清掃事業協同組合

H19.1.31 業務42 医療事務業務委託 6,367,200 ㈱ニチイ学館

H19.2.21 業務43 ポスター掲示板設置等委託 1,140,000 （有）嵯峨建設

H19.3.19 業務45 防災行政無線保守業務委託 822,000 ㈱北海道日立ソリューションズ

H19.3.19 業務46 パーソナルコンピュータ保守業務委託 1,490,000
中央コンピュータシステム㈱札幌
支社

H19.3.19 業務47 量水器検針業務委託 1,250,000 ㈱ソケイズ中富良野支店

H19.3.19 業務48 緊急通報システム保守点検業務委託 780,000 東日本電信電話㈱北海道支店

H19.3.19 業務49 Ｘ線ＣＴ装置保守点検業務委託 4,740,000
東芝メディカルシステムズ㈱旭川サー
ビスセンター

H19.3.19 業務50 Ｘ線ＴＶ装置保守点検業務委託 648,000
東芝メディカルシステムズ㈱旭川サー
ビスセンター

H19.3.19 業務51 診療報酬請求事務機器借上 1,581,000 ㈱エイチ・アイ・ディ

H19.3.19 業務52 診療報酬請求事務機器等 900,000 ㈱エイチ・アイ・ディ

H19.3.19 業務53 グリコヘモグロビン分析装置借上 480,000 ㈱モロオ旭川第一営業所

H19.3.19 消防1 消防通信指令システム保守点検委託 1,260,000
㈱富士通ゼネラル北海道情報通信ネッ
トワーク営業部



平成１８年度物品購入等の入札結果
【物品購入】 中富良野町

入札執行日 入札番号 工 事 名 落 札 金 額 落 札 業 者 名

H18.4.20 業務5 防災行政無線戸別受信機購入 760,000 ㈱北海道日立ソリューションズ

H18.5.12 業務8 キャンプ用テント購入 1,467,700 (有)三野スポーツ

H18.5.12 業務9 パーソナルコンピュータ購入 460,116 ㈱コダマ

H18.6.20 業務12 公用車購入 6,750,000 ふらの農業協同組合

H18.6.28 業務13 物置購入 880,000 ㈱亀屋斎藤商店

H18.9.26 業務18 医療機器購入（超音波画像診断装置） 11,428,000 明成メディカル㈱

H18.9.26 業務19
医療機器購入（電子スコープモニ
ター）

6,380,000 ㈱エム・イー器械

H18.9.26 業務20 高齢者福祉台帳システム購入 2,560,000
中央コンピュータシステム㈱札幌
支店

H18.10.24 業務22 柔道畳等購入 1,200,000 (有)カネフト富士スポーツ

H18.12.14 業務25 緊急通報システム購入 8,100,000 東日本電信電話㈱

H19.1.31 業務44 医療機器購入（骨塩量測定装置） 2,800,000
ノア・インタナショナル㈱旭川営
業所
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