
平成３０年度
建設工事等入札結果

入札日 整理番号 工事名（委託業務名） 落札業者 契約金額（円）

H30.4.11 土木　第1号 ＪＲ跡地地籍測量業務委託 株式会社　グリーン測量 28,080,000 平成30年　4月16日 ～ 平成31年　3月27日

H30.5.22 土木　第2号 橋梁点検業務委託 ダイシン設計　株式会社 14,018,400 平成30年　5月24日 ～ 平成30年　10月1日

H30.5.22 土木　第3号 下幌加内線実測線調査設計業務委託 株式会社　北開測地 8,175,600 平成30年　5月25日 ～ 平成30年　8月31日

H30.6.20 土木　第4号 東二条北線舗装及び側溝改修工事 新共開発　株式会社 18,684,000 平成30年　6月21日 ～ 平成30年　9月10日

H30.6.20 土木　第5号 四丁目線舗装及び側溝改修工事 幌加内土建　株式会社 6,080,400 平成30年　6月25日 ～ 平成30年　8月30日

H30.7.13 土木　第6号 北七号線舗装新設工事 新共開発　株式会社 17,064,000 平成30年　7月17日 ～ 平成30年　9月5日

H30.7.13 土木　第7号 下幌加内線用地確定測量業務委託 協立測量設計　株式会社 3,348,000 平成30年　7月18日 ～ 平成30年　10月31日

H30.8.6 土木　第8号 南五号線外１側溝改修工事 幌加内土建　株式会社 7,322,400 平成30年　8月10日 ～ 平成30年　10月12日

H30.8.6 土木　第9号 美深越沢川護岸工事 Ｓ．Ｓ工業　株式会社 1,479,600 平成30年　8月6日 ～ 平成30年　9月28日

H30.8.6 土木　第10号新東六線橋補修工事 三津橋建設　株式会社 20,628,000 平成30年　8月8日 ～ 平成30年　11月20日

H30.9.18 土木　第12号下幌加内線道路改良工事 新共開発　株式会社 9,288,000 平成30年　9月19日 ～ 平成30年　11月30日

H30.9.28 土木　第13号中西橋外１橋補修調査設計業務委託 株式会社　アサヒ建設コンサルタント 8,337,600 平成30年　10月1日 ～ 平成31年　1月31日

H30.4.11 建築　第1号 町民保養センター「ルオント」機械設備改修実施設計業務委託 株式会社　柴滝建築設計事務所 4,644,000 平成30年　4月13日 ～ 平成30年　11月15日

H30.4.11 建築　第2号 幌加内高等学校屋内体育館天井耐震化改修実施設計業務委託 株式会社　柴滝建築設計事務所 2,505,600 平成30年　4月13日 ～ 平成30年　9月14日

H30.5.22 建築　第3号 幌加内町立朱鞠内小学校教室改修工事 三津橋建設　株式会社 7,722,000 平成30年　5月23日 ～ 平成30年　8月30日

H30.5.22 建築　第4号 幌加内町立幌加内中学校校舎トップライト改修工事 三津橋建設　株式会社 15,951,600 平成30年　5月23日 ～ 平成30年　8月30日

H30.5.22 建築　第5号 幌加内町政和コミュニティセンター屋上防水改修工事 株式会社　アイ・ディー・エフ 4,190,400 平成30年　5月25日 ～ 平成30年　7月25日

H30.5.22 建築　第6号 幌加内町農業活性化センター屋上防水改修工事 フクタカ工業　株式会社 4,320,000 平成30年　5月24日 ～ 平成30年　7月25日

H30.5.22 建築　第7号 幌加内町農村公園周辺施設塗装工事 株式会社　三洋 2,015,280 平成30年　5月22日 ～ 平成30年　7月25日

H30.5.22 建築　第8号 幌加内町一般廃棄物最終処分場整備基本設計業務委託 株式会社　ドーコン 28,080,000 平成30年　5月25日 ～ 平成31年　3月15日

H30.7.2 建築　第9号 公営住宅旭団地解体工事 幌加内土建　株式会社 2,667,600 平成30年　7月4日 ～ 平成30年　8月30日

H30.7.2 建築　第10号公営住宅緑ヶ丘団地解体工事 幌加内土建　株式会社 2,581,200 平成30年　7月4日 ～ 平成30年　8月30日

H30.7.2 建築　第11号公営住宅政和団地解体工事 新共開発　株式会社 5,238,000 平成30年　7月3日 ～ 平成30年　8月30日

H30.8.6 建築　第12号添牛内生活改善センター解体工事 Ｓ．Ｓ工業　株式会社 7,560,000 平成30年　8月8日 ～ 平成30年　10月15日

H30.7.2 建築　第13号幌加内町民プール解体工事 三津橋建設　株式会社 12,603,600 平成30年　7月4日 ～ 平成30年　9月14日

H30.7.2 建築　第14号幌加内町民プール建設実施設計業務委託 株式会社　創明建築設計事務所 6,490,800 平成30年　7月5日 ～ 平成30年　12月25日

H30.7.2 建築　第15号ほろたちスキー場ロマンスリフト支柱等塗装工事 浦辻塗装　株式会社 6,731,640 平成30年　7月6日 ～ 平成30年　9月14日

H30.9.28 建築　第20号町立幌加内歯科診療所ﾎﾞｲﾗｰ取替工事 弘友設備工業　株式会社　幌加内営業所 3,996,000 平成30年　10月2日 ～ 平成30年　11月30日

H30.9.28 建築　第21号幌加内町公共施設浄化槽機械設備改修工事 有限会社　アイテック幌加内 10,962,000 平成30年　10月1日 ～ 平成30年　12月25日

H30.10.23 建築　第22号元職員住宅解体工事 三津橋建設　株式会社 3,164,400 平成30年　10月24日 ～ 平成31年　1月15日

H30.12.26 建築　第23号朱鞠内診療所内部改修工事 三津橋建設　株式会社 2,062,800 平成30年　12月26日 ～ 平成31年　3月15日

H30.3.28 上・下水道　第1号 農業集落排水処理施設維持管理業務及び一般廃棄物最終処分場浸出液処理業務委託 株式会社　データベース 11,664,000 平成30年　4月1日 ～ 平成31年　3月31日

H30.3.28 上・下水道　第4号 幌加内町個別排水処理施設管理業務委託 有限会社　アイテック幌加内 9,882,000 平成30年　4月1日 ～ 平成31年　3月31日

H30.3.28 上・下水道　第5号 幌加内簡易水道施設維持管理業務委託 有限会社　アイテック幌加内 10,854,000 平成30年　4月1日 ～ 平成31年　3月31日

H30.3.28 上・下水道　第6号 幌加内町水道水質精密検査業務委託 北海道エア・ウォーター㈱滝川産業・医療営業所 1,058,400 平成30年　4月1日 ～ 平成31年　3月31日

H30.5.22 上・下水道　第10号 水道メーター器取替え工事 有限会社　アイテック幌加内 1,544,400 平成30年　5月22日 ～ 平成30年　7月10日

H30.7.2 上・下水道　第11号 新成生第1・第2地区簡易給水施設解体工事 Ｓ．Ｓ工業 株式会社 1,306,800 平成30年　7月2日 ～ 平成30年　8月31日

H30.7.2 上・下水道　第12号 山口静子宅外1基合併処理浄化槽設置工事 有限会社　アイテック幌加内 4,460,400 平成30年　7月3日 ～ 平成30年　8月31日

H30.9.18 上・下水道　第15号 幌加内簡易水道下幌加内地区水道管布設替工事 Ｓ．Ｓ工業　株式会社 2,700,000 平成30年　9月19日 ～ 平成30年　11月9日

H30.9.18 上・下水道　第16号 黒田光一宅合併処理浄化槽設置工事 有限会社　アイテック幌加内 2,916,000 平成30年　9月18日 ～ 平成30年　11月9日
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