
別記第2号様式（第3条関係）

円（税抜）

円（税込）
円（税込）

別記第2号様式（第3条関係）

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年6月6日 ～ 令和5年6月5日

指名理由 　登録業者から水処理機器を扱っている業者を選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

㈱西原環境北海道支店 辞退

落札
金額(税抜) 金額(税抜)

共和化工㈱札幌支店 10,600,000
㈱前澤エンジニアリングサービス
北海道営業所

11,800,000

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜)

上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

契約相手方の住所 札幌市中央区北２条東2丁目１番17号
契約金額 11,660,000
変更後の契約金額

入札執行日 令和4年4月18日
予定価格（随意契約を除く） 10,850,000
契約相手方の名称 共和化工㈱札幌支店

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（令和4年6
月6日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 1 所管課 町民課

工事の概要 水処理施設シーケンサ更新
工事の工期 令和4年4月19日 ～ 令和5年3月31日

工事の名称 令和４年度　クリーンセンターシーケンサ更新工事　
工事の場所 古平町内
工事の種別 機械器具及び電気



円（税抜）

円（税込）
円（税込）

別記第2号様式（第3条関係）

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（令和4年6
月6日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 2 所管課 企画課
工事の名称 令和４年度　恵比須小路線道路改良工事　
工事の場所 古平町内
工事の種別 土木一式
工事の概要 路盤工・舗装工　外
工事の工期 令和4年6月1日 ～ 令和4年9月15日
入札執行日 令和4年5月30日
予定価格（随意契約を除く） 33,930,000
契約相手方の名称 ㈱福津組
契約相手方の住所 古平町大字港町3番地
契約金額 36,300,000
変更後の契約金額
上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 33,400,000
㈱福津組 33,000,000 落札
㈱古垣建設 33,750,000
中村建設㈱ 33,600,000
和田建設工業㈱ 33,480,000

指名理由 　本町又は近隣町に本社を有する登録業者から選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年6月6日 ～ 令和5年6月5日



円（税抜）

円（税込）
円（税込）

別記第2号様式（第3条関係）

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（令和4年6
月6日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 3 所管課 建設水道課
工事の名称 令和４年度　公園遊具更新工事　
工事の場所 みどり公園・あけぼの公園
工事の種別 土木一式
工事の概要 公園遊具更新
工事の工期 令和4年5月30日 ～ 令和4年8月31日
入札執行日 令和4年5月30日
予定価格（随意契約を除く） 3,820,000
契約相手方の名称 水見建設㈲
契約相手方の住所 古平町大字浜町758番地
契約金額 4,026,000
変更後の契約金額
上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 3,960,000
㈲ヤマチ伊藤建設 3,780,000
水見建設㈲ 3,660,000 落札

指名理由 　本町に本社を有する登録業者から3社を選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年6月6日 ～ 令和5年6月5日

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（令和4年6
月6日）



円（税抜）

円（税込）
円（税込）

城野電機工業㈱

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（令和4年6
月6日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 4 所管課 教育委員会
工事の名称 令和３年度（繰越）　オンライン学習環境整備工事
工事の場所 古平小学校・古平中学校
工事の種別 電気工事
工事の概要 無線LANアクセスポイント設置
工事の工期 令和4年6月1日 ～ 令和5年1月31日
入札執行日 令和4年5月30日
予定価格（随意契約を除く） 5,980,000
契約相手方の名称 三立機電㈱
契約相手方の住所 小樽市色内２丁目10番１号
契約金額 6,545,000
変更後の契約金額
上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜)
㈲平野電機商会 6,028,000
㈲山本電機 辞退
㈱大江電気 辞退

辞退
三立機電㈱ 5,950,000 落札

指名理由 　本町又は近隣市町に本社を有する登録業者から選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年6月6日 ～ 令和5年6月5日


