
入札執
行番号

件　　　　名 概　　要
契約金額（円）

（税込み）
予定価格（円）

（税込み）
落札率 落札業者 入札日 発注所管

1
深川駅周辺複合施設等整備基本計画
策定支援業務委託

建設コンサルタ
ントの都市計画
及び地方計画
部門

                                     858,000 ― ―
株式会社
まちづくり計画設計

4月6日 都市建設課計画係

2 卓球フェンス・運搬車 運動用品 1,265,000 ― ― ヒロノ株式会社 4月6日
生涯学習スポーツ課
文化・スポーツ係

3
深川市総合庁舎及び深川市健康福祉
センター消防用設備等点検業務

消防用設備
保守点検

561,000 ― ― 富士電機工業株式会社 4月6日 総務課総務係

* 4
噴水及びアンダーパス外保守点検委
託業務

水道施設工事
及び管工事

1,727,000 ― ― 株式会社　山一工業 4月6日
都市建設課
維持管理係

5 合併処理浄化槽保守点検業務その１
浄化槽

保守点検
4,631,000 ― ― 株式会社　山一工業 4月6日 上下水道課工務係

6 合併処理浄化槽保守点検業務その2
浄化槽

保守点検
3,003,000 ― ― 深川美装株式会社 4月6日 上下水道課工務係

7 合併処理浄化槽保守点検業務その3
浄化槽

保守点検
2,618,000 ― ― 深川美装株式会社 4月6日 上下水道課工務係

8 合併処理浄化槽保守点検業務その4
浄化槽

保守点検
1,974,500 ― ― 株式会社　山一工業 4月6日 上下水道課工務係

トヨタ  ハイエースワゴン 10人乗り
1台1日当たり(税抜)　　   　16,500

トヨタ　ハイエースバン  9人乗り
1台1日当たり(税抜)　　       8,000

トヨタ　ハイエース　リフト車
1台1日当たり(税抜)　　     16,500

トヨタ　ハイエースバン  6人乗り
1台1日当たり(税抜)　　       8,000

トヨタ　コースター  26～29人乗り
1台1日当たり(税抜)　　     25,000

トヨタ　アルミバン  ２t標準
1台1日当たり(税抜)　　    10,400

トヨタ　アルミバン  ２tロング
1台1日当たり(税抜)　　     14,600

トヨタ　アルミバン  ２tロングP／Ｇ付
1台1日当たり(税抜)　　    16,600

9 スポーツ合宿等車両借上単価契約
リース部門
－自動車

― ―
株式会社
トヨタレンタリース旭川

4月6日
生涯学習スポーツ課
文化・スポーツ係

令和４年度　一般競争入札結果
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令和４年度　一般競争入札結果

深川～旭川市内
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　　58,000

深川～旭川市内
中型バス27人乗り以上貨物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　50,000

深川～旭川市内
小型バス21人乗り以上荷物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　42,000

深川～旭川空港
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　　64,000

深川～旭川空港
中型バス27人乗り以上貨物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　54,000

深川～旭川空港
小型バス21人乗り以上荷物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　45,000

深川～札幌市内
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　100,000

深川～札幌市内
中型バス27人乗り以上貨物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　85,000

深川～札幌市内
小型バス21人乗り以上荷物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　70,000

深川～千歳空港
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　125,000

深川～千歳空港
中型バス27人乗り以上貨物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　107,000

深川～千歳空港
小型バス21人乗り以上荷物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　90,000

深川(陸上競技場)～旭川(駅前周辺ホテル)
３往復　大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　130,000

深川(陸上競技場)～旭川(駅前周辺ホテル)
３往復　中型バス27人乗り以上貨物室あり

1台1日当たり(税抜)　　110,000

10
スポーツ合宿等送迎バス借上単価

契約
運送請負 ― ― 4月6日

生涯学習スポーツ課
文化・スポーツ係
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深川(陸上競技場)～旭川(駅前周辺ホテル)
３往復　小型バス21人乗り以上荷物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　93,000

深川市内（終日）
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　　65,000

深川市内（終日）
中型バス27人以上乗り貨物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　55,000

深川市内（終日）
小型バス21人乗り以上荷物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　46,000

深川～紋別
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　　137,000

深川～紋別
中型バス27人乗り以上貨物室あり
1台1日当たり(税抜)　　　　117,000

深川～網走
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　　174,000

深川～網走
中型バス27人乗り以上貨物室あり
1台1日当たり(税抜)　　　　148,000

深川～網走
小型バス21人乗り以上荷物室あり
1台1日当たり(税抜)　　　　123,000

深川～北見
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　　150,000

深川～北見
中型バス27人乗り以上貨物室あり
1台1日当たり(税抜)　　　　128,000

深川～北見
小型バス21人乗り以上荷物室あり
1台1日当たり(税抜)　　　　107,000

深川～士別
大型バス45人乗り以上

1台1日当たり(税抜)　　　　　90,000

深川～士別
中型バス27人乗り以上貨物室あり
1台1日当たり(税抜)　　　　 77,000

10
スポーツ合宿等送迎バス借上単価

契約
運送請負 ― ― 4月6日

生涯学習スポーツ課
文化・スポーツ係
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深川～士別
小型バス21人乗り以上荷物室あり

1台1日当たり(税抜)　　　　65,000

11 小学校社会科副読本印刷
オフセット・
活版印刷

649,000 ― ― 松本印刷株式会社 4月6日 学務課学校教育係

13㎜（税抜）　　　11,400円

20㎜（税抜）　   12,100円

25㎜(税抜）　   13,900円

40㎜（税抜）　  29,000円

30㎜（税抜）　   26,420円

　　　　　　　50㎜（税抜）     64,200円

　　　　　　　75㎜（税抜）　   84,900円

10
スポーツ合宿等送迎バス借上単価

契約
運送請負 ― ―

― ―

4月6日

4月6日
生涯学習スポーツ課
文化・スポーツ係

― ―

※＊印は、再度入札で不落札となったため地方自治法施行令第１６７条の２ 第１項第８号の規定により随意契約となったもの

水道１ 令和３年度新設水道用量水器単価
　計測機械
  器具

上下水道課工務係

空知ガス株式会社

札幌水材株式会社


