
整理表

区分 工事番号 契約方法 工事名（委託業務名） 予定価格 契約金額 工事種別 入札日 落札率 備考

工事 1044  簡易公募型指名競争 基幹水利施設補修南２１号地区１工区 106,234,800 78,540,000 機械器具設置 １８．８．２４ 73.9% 荏原由倉ハイドロテック（株）

2602 随意契約 経営体育成基盤整備柏木大成地区３０工区 15,587,250 15,540,000 農業土木 １８．４．６ 99.7% 岸本産業（株）

1041 地域限定型一般競争 経営体育成基盤整備上山口中央地区３工区 29,788,500 22,365,000 農業土木 １９．８．２８ 75.1% （株）シイナ重建

1025 簡易公募型指名競争 経営体育成基盤整備上山口中央地区３工区 270,490,500 259,350,000 農業土木 １９．６．２６ 95.9% 宮永建設（株）

委託 3010 指名競争 経営体育成基盤整備当別南部地区委託５４ 35,259,000 24,958,500 測量 １８．４．２５ 70.8% 北海航測（株）

3015 随意契約 地域水田農業支援緊急整備袋達布地区委託１ 31,615,500 30,975,000 土木設計 １８．５．２３ 98.0% 北海道土地改良事業団体連合会

3029 地域限定型一般競争 経営体育成基盤整備茂平沢地区用地１ 3,843,000 2,373,000 測量 １９．６．２６ 61.7% （株）白広測量



石狩支庁

工事

Ｈ１８年度工事 Ｈ１８年度工事 Ｈ１９年度工事 Ｈ１９年度工事

工事番号 １０４４ ２６０２ １０４１ １０２５

工事名（委託業務名）
基幹水利施設補修
南２１号地区１工区

経営体育成基盤整備
柏木大成地区３０工区

経営体育成基盤整備
上山口中央地区３工区

経営体育成基盤整備
中原地区３工区

工事場所 千歳市 石狩市 恵庭市 新篠津村

工事等級 Ａ Ｄ C A

入札方法 簡易公募型指名競争入札 随意契約 地域限定型一般競争入札 簡易公募型指名競争入札

工事概要（業務概要） ポンプ機械設備更新・改修 区画整理・附帯工・排水路 用水路工 区画整理

予定価格（税込） 106,234,800 15,587,250 29,788,500 270,490,500

低制限（税込） 76,671,000 － 22,281,000 207,543,000

落札額（税込） 78,540,000 15,540,000 22,365,000 259,350,000

落札率 73.9% 99.7% 75.1% 95.9%

参加業者数 ５ １ ６ ７

入札日 １８．８．２４ １８．４．６ １９．８．２８ １９．６．２６

参
加
業
者
・
入
札
額

（
税
抜

）

（株）日星電気 札幌市 91,000

（株）電業社機械製作所 東京都 100,000

荏原商事（株） 東京都 79,000

（株）荏原由倉ハイドロテック 東京都 74,800 落札

（株）酉島製作所 大阪府 100,000

岸本産業（株） 石狩市 15,540 決定

（株）松島組 恵庭市 25,500

北広島建設工業（株） 北広島市 24,680

金田一建設（株） 千歳市 24,150

エルム建設（株） 北広島市 26,100

（株）シイナ重建 北広島市 21,300 落札

共創技建（株） 札幌市 辞退

宮永建設（株） 当別町 247,000 落札

北成建設（株） 当別町 248,000

玉川・草野・千歳建設　経常ＪＶ 恵庭市 252,000

恵庭・開発工建・山王　経常ＪＶ 恵庭市 250,000

河村・荒井・坂本　経常ＪＶ 当別町 249,000

田中・中山・協和八光　経常ＪＶ 札幌市 251,000

鼻和・岸本・石山　経常ＪＶ 恵庭市 250,000

指名選考 機械器具設置工事業 北海道財務規則運用方針 総合評価 農業土木Ａ

過程　等 道内に営業所を有すること。 第３節第１項２号（随意契約関係） 農業土木Ｃ等級 道内に営業所を有すること

特定建設業者であること ・契約の目的物が代替のないもの 恵庭市、千歳市、北広島市、 特定建設業者であること

指名選考過程又は公募要件等 過去１０年間の実績 札幌市南区、札幌市清田区に 過去５年間の実績

・用排水機場のポンプ制作据付 主たる営業所を有すること。 ・水田整地工25ha以上

過去１０年間の実績 ・農業用水管路1,300ｍ以上

・コンクリートフリューム水路　３００ｍ以上



石狩支庁

委託

Ｈ１８年度委託業務 Ｈ１８年度委託業務
工事番号 ３０１０ ３０１５

工事名（委託業務名）
経営体育成基盤整備
当別南地区委託５４

地域水田農業支援緊
急

整備袋達布地区委託１
工事場所 当別町 新篠津村

工事等級 － －

入札方法 指名競争入札 随意契約

工事概要（業務概要） 航空図化 区画整理実施設計

予定価格（税込） 35,259,000 31,615,500

低制限（税込） 24,958,500 －

落札額（税込） 29,548,500 30,975,000

落札率 83.8% 98.0%

参加業者数 ８ １

入札日 １８．４．２５ １８．５．２３

参
加
業
者
・
入
札
額

（
税
抜

）

アジア航測㈱ 東京都 23,770

朝日航洋（株） 東京都 32,550
内外エンジニアリング北海道（株） 札幌市 32,300

サン技研（株） 札幌市 32,350

（株）シン技術コンサル 札幌市 31,500
パブリックコンサルタント（株） 札幌市 32,170

北海航測㈱ 札幌市 23,770 落札

（株）創生コンサルタント 岩見沢市 32,300
北海道土地改良事業団体連合会 札幌市 30,975,000 決定

指名選考 契約履行可能 573 北海道財務規則運用方針

過程　等 指名実績 402 第３節第１項２号（随意契約関係）

履行経験 14 ・契約の目的物が代替のないもの

指名選考過程又は公募要件等 履行成績 14

個別事由 8



石狩支庁

委託
Ｈ１９年度委託業務

工事番号 ３０２９

工事名（委託業務名）
経営体育成基盤整備
茂平沢地区用地１

工事場所 当別町

工事等級 －

入札方法 地域限定型一般競争入札

工事概要（業務概要） 石標埋設、４級基準点

予定価格（税込） 3,843,000

低制限（税込） 2,373,000

落札額（税込） 2,373,000

落札率 61.7%

参加業者数
入札日 １９．６．２６

参
加
業
者
・
入
札
額

（
税
抜

）

（株）石橋測量 札幌市 2,270

上島技術コンサルタント（株） 札幌市 2,261
北日本コンサルタント（株） 札幌市 2,260

（株）エムケーシステム 札幌市 2,260

（株）サッコウ測地 札幌市 2,500

サン技研（株） 札幌市 2,260

（株）三洋コンサルタント 札幌市 2,600
（株）タケカワ総合コンサルタント 札幌市 2,260

拓新コンサルタント（株） 札幌市 2,260

道都測研（株） 札幌市 2,770

（株）中田測量 札幌市 2,262
（株）西岡測量設計事務所 札幌市 2,290

（株）早坂測量 札幌市 2,200 低制限価格未満

アルスマエヤ（株） 札幌市 2,260

（株）矢本測量 札幌市 2,260
ユニオンデータシステム（株） 札幌市 2,262

（株）ドート 札幌市 2,260

幌栄技研（株） 札幌市 2,200 低制限価格未満

（株）赤沼測量設計 札幌市 2,270

（株）白広測量 札幌市 2,260 落札

アルファ測量設計（株） 札幌市 2,263

（株）ユニテック 札幌市 2,260

㈲中山測量設計事務所 札幌市 2,200 低制限価格未満

指名選考 当別町、新篠津村、札幌市

過程　等 東区、白石区、豊平区、厚別区、

清田区に本店を有する者

指名選考過程又は公募要件等

過去１０年間の実績

・用地確定測量の受託実績
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