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株式会社　飯田工業 1,300,000 104,000 1,404,000

大和谷工業　株式会社 1,320,000

大起ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 6,550,000

太平洋総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社
北見支店

6,520,000

株式会社　中神土木設計事務所 6,500,000 520,000 7,020,000

株式会社　ドボク管理 6,550,000

大起ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 6,150,000

太平洋総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社
北見支店

6,170,000

株式会社　中神土木設計事務所 6,070,000 485,600 6,555,600

株式会社　ドボク管理 6,100,000

アラタ設計　株式会社 1,850,000

有限会社　協和測量設計 1,800,000 144,000 1,944,000

大起ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 1,850,000

株式会社　地域開発ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 1,820,000

株式会社　中神土木設計事務所 1,850,000

株式会社　ﾎｸﾘﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 1,860,000

委５ 8/2 随意
交流促進センター大規模改修工事監
理委託業務

置戸町
字常元

工事監理に関する業務
工事の指導監督に関する業務
その他業務外

10,368,000 1 株式会社　アトリエアク 9,400,000 752,000 10,152,000
自H28.08.03
至H29.02.15

委６ 8/2 随意
ファミリースポーツセンター耐震補強及
び大規模改修工事監理委託業務

置戸町
字置戸

工事監理に関する業務
工事の指導監督に関する業務
その他業務外

8,931,600 1 株式会社 日本工房 7,950,000 636,000 8,586,000
自H28.08.03
至H29.03.15

7,495,200 1
自H28.06.08
至H28.11.30

ﾄﾞｯﾄ線L=77ｍ 破線 L=6,700m

委2 6/7 指名
社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕実施設計委託業務
（下秋田橋）

置戸町
字雄勝

実施設計
下秋田橋　L=53ｍ（２径間）

1,468,800 1
自H28.04.26
至H28.05.27

平成２８年度委託入札結果
（予定価格１３０万円以上の工事等の公表です）

委１ 4/25 指名 町道ロードマーク塗装委託業務 置戸町

現地測量A=7,500㎡
路線測量L=100ｍ
道路詳細設計L=100ｍ
下水道設計L=100ｍ

1,998,000

委3 6/23 指名
社会資本整備総合交付金事業
橋梁点検委託業務

置戸町
点検１４橋（１５径間）
調書１７橋（２１径間）

2
自H28.06.24
至H28.11.30

6,901,200 1
自H28.06.24
至H28.11.30

委4 6/23 指名 公営住宅建替用地測量設計委託業務
置戸町
字置戸
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株式会社 建設技術研究所北海道支
社

5,800,000

一般財団法人 高度映像情報セン
ター

2,200,000

株式会社 通電技術 900,000 72,000 972,000

株式会社　ドーコン 6,100,000

株式会社 無線放送設計事務所
仙台支店

2,700,000

株式会社　ｱﾄﾘｴﾌﾞﾝｸ 1,800,000

株式会社　日本工房 2,100,000

日本都市設計　株式会社 2,200,000

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 1,800,000 144,000 1,944,000 ※抽選により決定

アラタ設計　株式会社 1,380,000

有限会社　協和測量設計 1,370,000 109,600 1,479,600

大起ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 1,400,000

株式会社　地域開発ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 1,400,000

株式会社　中神土木設計事務所 1,390,000

株式会社　ﾎｸﾘﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 1,420,000

アラタ設計　株式会社 1,250,000

有限会社　協和測量設計 1,200,000 96,000 1,296,000

大起ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 1,230,000

株式会社　地域開発ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 1,230,000

株式会社　中神土木設計事務所 1,250,000

株式会社　ﾎｸﾘﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 1,210,000

自H28.10.12
至H28.12.09

委１０

1
自H28.10.12
至H28.12.09

10/11 指名
町道秋田中里線災害復旧調査委託業
務（その２）

置戸町
字秋田 測量・設計　Ｌ＝80ｍ 1,382,400 1

1,976,400 1

自H28.10.05
至H29.02.28

委９ 10/11 指名
町道秋田中里線災害復旧調査委託業
務（その１）

置戸町
字秋田 測量・設計　Ｌ＝100ｍ 1,576,800

委８ 10/3 指名 耐震改修促進計画策定委託業務
置戸町
一円

現状調査・分析、計画の策定、
計画概要版作成外

自H28.07.29
至H29.03.22

委７ 7/25 指名 置戸町防災無線実施設計委託業務 置戸町

60MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ同報系無線方式比
較検討書
ｼｽﾃﾑ検討、詳細ｼｽﾃﾑ設計、
電波伝搬調査、音響伝搬調査外

7,063,200 1
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大起ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 8,300,000

太平洋総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社
北見支店

8,400,000

株式会社　中神土木設計事務所 8,200,000 656,000 8,856,000

株式会社　ドボク管理 8,250,000

大起ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　株式会社 4,500,000

太平洋総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社
北見支店

4,600,000

株式会社　中神土木設計事務所 4,450,000 356,000 4,806,000

株式会社　ドボク管理 4,500,000

1
自H29.01.31
至H29.03.17

9,374,400 1
自H29.01.31
至H29.03.17

委12 1/30 指名
社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕実施設計委託業務
（四号橋）

置戸町
字豊住

実施設計
四号橋　L=98.2ｍ（４径間）

5,108,400

委11 1/30 指名
社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕実施設計委託業務
（学友橋）

置戸町
字置戸

実施設計
学友橋　L=62.6ｍ（３径間）


