
入札結果の公表

対照番号  1

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

榎木配水池地質調査及び測量業務委託

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市松井田町五料字榎木地内

 3,200,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,920,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01新水設計（株）  3,050,000

01都市開発設計（株）  3,200,000

01（株）冨永調査事務所  3,180,000

落札者01（株）明水設計  3,000,000



入札結果の公表

対照番号  2

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道原３６７号線　路線測量設計業務委託

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市嶺字赤坂地内

 3,400,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 2,040,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01（株）コイデ  3,330,000

01（株）高崎測量  3,200,000

落札者01富岡測量設計（株）  3,100,000

01（株）冨永調査事務所  3,240,000

01（株）横田調査設計  3,500,000



入札結果の公表

対照番号  3

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道原５４０号線　道路改良工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市原市字馬場東地内

 7,250,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 5,075,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01安中土建（株）  7,050,000

01鬼形建設（有）  7,070,000

01関東建設工業（株）  7,050,000

01（有）須藤工業  7,000,000

01（株）田中土木  7,030,000

01（有）中曽根組  7,080,000

01（株）野口組  7,050,000

落札者01（株）半田組  6,900,000



入札結果の公表

対照番号  4

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道幹１１８号線　道路維持（舗装）工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市下磯部字水口前地内

 5,520,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 3,864,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01井上道路（株）  5,450,000

01小板橋建設（株）  5,390,000

01（有）さくら工務店  5,510,000

01佐藤産業（株）  5,510,000

落札者01（有）須藤工業  5,370,000

01（株）半田組  5,500,000

01（株）ユーキ建設  5,450,000



入札結果の公表

対照番号  5

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

上間仁田(日影)地区配水管φ100布設工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市上間仁田字日影地内

 9,850,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 6,895,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01（有）内堀設備工事  9,270,000

01（有）黒須設備工業  9,000,000

01群栄工業（株）  9,810,000

01（有）ジーワイ燃設  9,030,000

01（有）武美工業  8,850,000

01（株）半田組  8,800,000

落札者01（有）松本住設  8,600,000

01（株）茂木設備  8,900,000



入札結果の公表

対照番号  6

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道安632号線舗装本復旧工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市安中三丁目字新町地内

 1,650,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,155,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01井上道路（株）  1,650,000

落札者01小板橋建設（株）  1,630,000

01（株）ユーキ建設  1,650,000



入札結果の公表

対照番号  7

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道原805号線舗装本復旧工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市原市字天王西地内

 4,680,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 3,276,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01安中土建（株）  4,650,000

01井上道路（株）  4,620,000

落札者01関東建設工業（株）  4,600,000

01小板橋建設（株）  4,650,000

01（株）田中土木  4,680,000

01（株）野口組  4,700,000

01萩原建設（株）  4,650,000

01（株）ユーキ建設  4,620,000



入札結果の公表

対照番号  8

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道原651号線舗装本復旧工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市簗瀬字堤上地内

 5,370,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 3,759,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

落札者01（株）相川管理  5,100,000

01安中土建（株）  5,240,000

01井上道路（株）  5,210,000

01（株）大手組  5,300,000

01関東建設工業（株）  5,250,000

01小板橋建設（株）  5,300,000

01（株）半田組  5,250,000

01（株）ユーキ建設  5,200,000



入札結果の公表

対照番号  9

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道9115号線　道路舗装工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市松井田町新井字大久保地内

 6,330,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 4,431,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01（有）石井組  6,230,000

01井上道路（株）  6,350,000

01群栄工業（株）  6,350,000

01小板橋建設（株）  6,300,000

01土屋建設（株）  6,300,000

落札者01（株）萩原工業  6,200,000

01峰岸土木（株）  6,350,000

01（株）ユーキ建設  6,280,000



入札結果の公表

対照番号  10

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道93164号線外1　道路舗装工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市松井田町二軒在家字東光寺地内外1

 2,630,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,841,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01（株）飯沼組  2,650,000

01（有）石井組  2,640,000

01井上道路（株）  2,620,000

落札者01小板橋建設（株）  2,580,000

01（株）ユーキ建設  2,600,000



入札結果の公表

対照番号  11

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

毛勝谷津地区　用水路維持工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市古屋字山崎地内

 1,460,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,022,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01（有）内田組  1,480,000

01鬼形建設（有）  1,510,000

01（株）田中土木  1,500,000

落札者01（株）半田組  1,450,000



入札結果の公表

対照番号  12

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

古屋地区　農道舗装工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市古屋字下沖地内

 2,450,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,715,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01安中土建（株）  2,240,000

01鬼形建設（有）  2,280,000

落札者01関東建設工業（株）  2,200,000

01小板橋建設（株）  2,400,000

01（株）田中土木  2,250,000



入札結果の公表

対照番号  13

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

東上磯部地区　農道維持工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市東上磯部字田中前地内

 2,130,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,491,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01（株）飯沼組  2,250,000

落札者01（有）須藤工業  2,100,000

01（株）田中土木  2,180,000

01（株）半田組  2,200,000

01（株）ユーキ建設  2,150,000



入札結果の公表

対照番号  14

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

横野平地区　農道舗装工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市中野谷地内

 3,080,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 2,156,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01安中土建（株）  3,100,000

01小板橋建設（株）  3,000,000

01（株）田中土木  3,100,000

落札者01（株）ユーキ建設  2,950,000



入札結果の公表

対照番号  15

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

細野小学校防犯カメラ設置工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市松井田町新井３６５

 2,180,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,526,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01一栄電気（株）  2,355,000

落札者01信栄電気工事（株）  1,650,000

01高崎ホンダ電設（株）  2,200,000

辞退01（有）萩原電気工事



入札結果の公表

対照番号  16

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

九十九小学校防犯カメラ設置工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市松井田町下増田４４６

 2,130,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 1,491,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

辞退01一栄電気（株）

01信栄電気工事（株）  2,080,000

落札者01高崎ホンダ電設（株）  1,990,000

辞退01（有）萩原電気工事



入札結果の公表

対照番号  17

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

磯部小学校便所改修工事

平成29年12月20日

指名競争入札

安中市磯部4-12-8

 3,380,000 円(税抜)

最低制限価格 円(税抜) 2,366,000

指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視し
て選定した。

入札者 備考入札金額(税抜：円)回数

入札経過

01（有）ジーワイ燃設  3,680,000

落札者01（有）武美工業  3,350,000

01第一設備工業（有）  3,490,000

無効01（有）山田タイル工業  0

01（株）ユタカ  3,570,000


