【建設工事】（130万円以上）
入札執行 入札番
入札の方
工
事
名
日
号
法
H22.4.23 工事1 舗装補修工事（第１工区）
指名競争
H22.4.23 工事2 道路区画線設置工事
指名競争
H22.4.23 工事3 道路維持工事（西1線道路側溝土砂上
指名競争
げ）
H22.4.23 工事4 道路維持工事（東２線法止め補修外） 指名競争
H22.4.23 工事5 北星山リフト維持工事
随意契約
H22.4.23 工事8 寿団地外壁屋根塗装工事
指名競争
H22.4.23 工事9 南寿団地外壁屋根塗装工事
指名競争
H22.4.28 工事6 北星山駐車場周辺舗装工事
指名競争
H22.4.28 工事10 町営住宅地上デジタル放送改修工事 指名競争
H22.4.28 工事14 中富中フェンス補修工事
指名競争
H22.5.17 工事15 量水器取替工事（第１工区）
指名競争
H22.5.17 工事16 量水器取替工事（第２工区）
指名競争
H22.5.17 工事17 量水器取替工事（第３工区）
指名競争
H22.5.27 工事18 精進団地フェンス設置工事
指名競争
H22.5.27 工事19 本幸小スロープ設置工事
指名競争
H22.5.27 工事20 宇文小校舎油配管取替工事
指名競争
H22.6.21 工事21 町営住宅窓改修工事
指名競争
H22.6.21 工事22 基線第２線配水管布設替工事
指名競争
H22.6.21 工事23 消火栓改修工事（第１工区）
指名競争
条件付一
H22.6.21 工事24 中富小耐震改修工事
般
H22.7.26 工事25 消火栓改修工事（第２工区）
指名競争
H22.7.26 工事26 庁舎庭園池修復工事
指名競争
H22.8.23 工事30 消火栓改修工事（第３工区）
指名競争
H22.9.21 工事31 舗装補修工事（第２工区）
指名競争
H22.9.27 工事32 道路維持工事（吉井奈江線法面補修） 指名競争
H22.11.4 工事34 第1･第2水源導水管布設替工事
指名競争
H22.11.25 工事33 橋梁維持工事
指名競争
H22.11.25 工事35 全国瞬時警報システム整備等工事 随意契約
H22.11.25 工事36 地上デジタル放送導入工事
指名競争

中富良野町
落札金額 落 札 業 者 名
（税抜）
6,180,000 道路工業㈱旭川営業所
5,900,000 日本マーキング㈱
2,580,000 ㈱ソケイズ中富良野支店
5,480,000 ㈱下久根建設
2,300,000 日本ケーブル㈱札幌支店
3,040,000 ㈱吉田塗装店
5,800,000 ㈱イトウ塗装
1,400,000 ㈱下久根建設
1,410,000 ㈱藤下電気商会
1,230,000 ㈱下久根建設
3,100,000 東洋設備㈱中富良野支店
1,410,000 ㈱有我工業所
1,780,000 ㈱ソケイズ中富良野支店
1,360,000 ㈱下久根建設
2,240,000 ㈱下久根建設
1,250,000 東洋設備㈱中富良野支店
4,080,000 ㈱軽米組
1,400,000 ㈱下久根建設
5,400,000 ㈱ソケイズ中富良野支店
10,300,000 高橋建設㈱
5,550,000 東洋設備㈱中富良野支店
1,780,000 清香園山田植木㈱
6,500,000 後田設備工材㈱
5,000,000 道路工業㈱旭川営業所
9,100,000 ㈱下久根建設
2,950,000 後田設備工材㈱
2,800,000 ㈱下久根建設
8,030,000 北海道日立電子サービス㈱
4,100,000 ㈱藤下電気商会
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【建設工事】（130万円以下）
中富良野町
入札執行 入札番
入札の方
落
札
金
額
工
事
名
日
号
法 （税抜） 落 札 業 者 名
H22.4.23 工事7 北星ハウス屋根塗装工事
随意契約 940,000 ㈲はら塗装
H22.4.23 工事12 下水道管渠新設工事（公共枡設置その１） 随意契約 480,000 ㈱下久根建設
H22.4.28 工事11 町営住宅維持工事（精進団地敷地内車
随意契約 320,000 ㈱下久根建設
庫移設）
H22.4.28 工事13 西中小トラフ敷設替工事
随意契約 650,000 ㈱下久根建設
H22.7.26 工事27 中富小グラウンド暗渠工事
随意契約 720,000 ㈱下久根建設
H22.8.5 工事28 下水道管渠新設工事（公共桝設置その２） 随意契約 860,000 ㈱下久根建設
H22.8.5 工事29 中富小校舎煙突陣笠設置工事
随意契約 320,000 高橋建設㈱
H23.3.28 工事37 地上デジタル放送導入工事（その２） 随意契約 118,800 ㈱藤下電気商会
平成２２年度公共工事等の入札結果

【業務】
入札執行 入札番
工
事
名
入札の方法
日
号
H22.4.19 業務2 プール監視業務委託
指名競争
H22.4.23 業務4 フラワーパーク・ドリームパーク等
条件付一般
維持管理業務委託
H22.4.23 業務8 町有林整備業務委託（その1）
随意契約
H22.4.28 業務3 学校警備業務委託（月額）
指名競争
H22.4.28 業務5 道路維持工事調査設計委託
指名競争
H22.4.28 業務6 橋梁維持工事調査設計委託
指名競争
H22.4.28 業務7 基線道路所管替え業務委託
指名競争
H22.5.17 業務11 町有林整備業務委託（その２） 随 意 契 約
H22.5.17 業務12 簡易水道統合基本計画委託
指名競争
H22.5.27 業務13 ポスター掲示板設置等委託
指名競争
H22.6.11 業務14 駐車場警備業務委託
指名競争
H22.6.11 業務15 中山間地域等図面データ作成委託 指 名 競 争
H22.6.21 業務16 地籍調査事業委託
条件付一般
H22.6.21 業務17 特殊建築物等定期調査業務委託 指 名 競 争
H22.6.21 業務18 消防用設備等点検業務委託
指名競争
H22.6.21 業務19 防災設備修繕
指名競争
H22.6.21 業務20 中富小耐震改修工事監理委託
随意契約
H22.7.26 業務21 固定資産（土地）評価鑑定委託 随 意 契 約
H22.7.26 業務22 樹木剪定業務
指名競争
H22.7.26 業務24 展示用航空機輸送業務委託
随意契約
H22.8.23 業務23 橋梁点検業務委託
指名競争
H22.8.23 業務26 地上デジタル放送受信状況調査委託 随 意 契 約
H22.9.3 業務29 冷水川災害復旧工事調査設計委託 指 名 競 争
H22.9.21 業務30 河川維持工事調査設計委託
指名競争
H22.9.27 業務32 下水道管渠ＴＶカメラ調査
指名競争

中富良野町
落札金額 落 札 業 者 名
（税抜）
1,905,750 東京美装北海道㈱旭川支店
9,300,000 大北土建工業㈱
1,658,000 富良野地区森林組合
66,220 セコム㈱
600,000 ㈱タイホクプランニング
1,100,000 ㈱タイホクプランニング
2,400,000 新和測量㈱富良野支店
183,000 富良野地区森林組合
3,700,000 ㈱引谷設計事務所
650,000 ㈱下久根建設
920,000 極東警備保障㈱
1,750,000 ㈱北海道朝日航洋
17,500,000 ㈱北海道朝日航洋
800,000 ㈱アイエイ研究所
2,470,000 ㈱藤下電気商会
1,340,000 ㈱藤下電気商会
738,000 ㈱柴滝建築設計事務所
1,008,000 ㈱システム鑑定
2,480,000 清香園山田植木㈱
1,114,000 日本通運㈱旭川支店
960,000 ㈱アサヒ建設コンサルタント
400,000 日本アンテナ㈱札幌営業所
1,350,000 ㈱タイホクプランニング
1,800,000 ㈱タイホクプランニング
1,800,000 道興加茂㈱
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H22.10.12
H22.10.12
H22.10.15
H22.10.26
H22.11.4
H22.11.4
H22.11.4
H22.11.30
H22.12.14
H22.12.14
H23.1.17
H23.1.17
H23.2.17
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1
H23.3.1

業務35
業務36
業務33
業務34
業務33
業務37
業務40
業務39
業務43
業務44
業務45
業務46
業務47
業務48
業務49
業務50
業務51
業務52
業務53
業務54
業務55
業務56
業務57
業務58

町有地測量業務委託
随意契約
橋梁点検業務委託（その２）
随意契約
除雪業務委託
条件付一般
防災行政無線親局非常用電源装置 指 名 競 争
バッテリー交換修繕
除雪業務委託
条件付一般
道路台帳整備業務委託（第１業務） 随 意 契 約
冷水川流路補修
指名競争
町有地測量業務委託（その２） 随 意 契 約
道路台帳整備業務委託（第２業務） 随 意 契 約
農地基本台帳システム照合作業委託 随 意 契 約
河川維持修繕（１０号沢川）
指名競争
河川維持（冷水川、８号沢川） 指 名 競 争
農地基本台帳システム改修委託 随 意 契 約
公民館等巡視業務委託
指名競争
役場庁舎夜間・休日等警備業務委託 指 名 競 争
こぶし苑警備業務委託
指名競争
町立病院夜間休日警備業務委託 指 名 競 争
中富良野町有施設清掃業務委託 条件付一般
給食業務委託
指名競争
資源回収センター選別等処理業務委 条件付一般
託
緊急通報用電話機保守点検業務委託 指 名 競 争
浄化槽保守点検業務委託
指名競争
量水器検針業務委託
指名競争
ポスター掲示板設置等委託
指名競争

360,000 新和測量㈱富良野支店
160,000 ㈱アサヒ建設コンサルタント
－ 不調
792,000 北海道日立電子サービス㈱
13,900,000 ㈱山伏パコム
850,000 国際航業㈱北海道支店
9,080,000 ㈱下久根建設
250,000 新和測量㈱富良野支店
1,730,000 国際航業㈱北海道支店
380,000 ユニオンデーターシステム㈱
7,600,000 ㈱下久根建設
8,400,000 ㈱下久根建設
590,000 ユニオンデーターシステム㈱
772,500 東京美装北海道㈱旭川支店
3,840,000 ㈱北斗
4,068,000 東京美装北海道㈱旭川支店
4,068,000 東京美装北海道㈱旭川支店
22,947,000 東京美装北海道㈱旭川支店
34,449,712 ㈱西川食品
9,449,000 富桑工業㈱
1,630,000 東日本電信電話㈱北海道支社
700,000 ㈱西塚清掃社
1,800,000 東洋設備㈱中富良野支店
1,380,000 ㈱下久根建設

【物品】
入札執行 入札番
工
事
名
入札の方法
日
号
H22.4.19 業務1 屋外スピーカー
随意契約
H22.4.28 業務9 公用車（ワゴン車）
指名競争
H22.4.28 業務10 公用車（軽ワゴン車）
指名競争
H22.7.26 業務25 ロータリ除雪車購入
条件付一般
H22.8.23 業務28 医療機器（臨床検査システム）購入 随 意 契 約
H22.9.3 業務27 ロータリ除雪車（草刈装置）購入 随 意 契 約
H22.9.21 業務31 スパイクタイヤ購入
指名競争
H22.11.4 業務38 スノーモービル購入
指名競争
H22.11.25 業務41 医療機器（Ｘ線テレビ装置）
条件付一般
H23.3.28 業務59 グリコヘモグロビン分析装置借上（長
指名競争
期５年）年額

中富良野町
落札金額 落 札 業 者 名
（税抜）
328,000 ㈲矢原電器店
2,798,000 ネッツトヨタ旭川㈱富良野店
1,320,000 ネッツトヨタ旭川㈱富良野店
11,226,000 開発工建㈱
4,480,000 パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン㈱北海道社
5,750,000 開発工建㈱
794,000 ㈱タイヤランド旭川
1,170,000 ふらの農業協同組合中富良野支所
31,900,000 明成メディカル㈱
561,600 ㈱モロオ旭川営業所
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日
号
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落 札 業 者 名
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工
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名
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