
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

事業認可・水利権・簡水統合申請書作成業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市地内

 9,300,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）ＮＪＳ  12,000,000

01（株）東京設計事務所  11,000,000

落札者01（株）日水コン  8,250,000

01日本工営（株）  12,000,000

01日本水工設計（株）  18,000,000



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

野殿地区　環境保全対策調査業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市野殿地内他

 1,990,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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技研コンサル（株）  2,200,000

01（株）黒岩測量設計事務所  2,100,000

01（株）冨永調査事務所  2,100,000

落札者01プロファ設計（株）  1,950,000



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

甲西尾・乙西尾　地籍調査測量（Ｃ・Ｄ・Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡ－１）業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市松井田町五料地内

 13,240,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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新井調査設計（株）  12,700,000

01関東測量（株）  12,600,000

落札者01（株）地測設計  12,200,000

01東洋測量設計（株）  12,500,000

01（株）冨永調査事務所  12,400,000

01（株）フジ開発測量  12,800,000

01プロファ設計（株）  12,400,000

01北毛測量（株）  12,300,000



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

岩の平・山口の一部　地籍調査測量（ＦⅡ-2・Ｇ・Ｈ）業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市松井田町五料地内

 1,370,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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新井調査設計（株）  1,350,000

01関東測量（株）  1,320,000

落札者01（株）地測設計  1,250,000



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

東横野公民館駐車場　用地測量業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市鷺宮字桜林3153番地1

 770,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）上毛測量設計事務所  760,000

01（有）セキネ開発  750,000

落札者01（株）大成測量  720,000



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92290号線　用地測量業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市松井田町高梨子地内

 2,210,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）上毛測量設計事務所  2,100,000

落札者01（有）セキネ開発  2,050,000

01（株）大成測量  2,150,000



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

中木ダム堆砂土浚渫測量設計業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市松井田町五料字中木山地内

 3,320,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）城峰測量設計事務所  3,500,000

01（株）大成測量  3,170,000

落札者01（株）冨永調査事務所  3,100,000



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

安中市消防団第９分団第１部詰所設計業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市松井田町新堀１４１５番地

 1,620,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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（有）サルヤ建築設計事務所  1,100,000

01田中建築設計事務所  1,150,000

辞退01美と建築・三好設計事務所  0

JM213H525D
四角形



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

鷹ノ巣･自性寺・榎木送水ポンプ修理・交換工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市板鼻･下秋間・松井田町五料地内

 3,390,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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クシダ工業（株）  3,200,000

01藤田エンジニアリング（株）  3,750,000

01（株）ヤマト  3,500,000



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

久保井戸浄水場取水予備ポンプ分解整備工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市郷原1085

 3,520,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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荏原商事（株）  2,950,000

01クシダ工業（株）  3,100,000

01水機興業（株）  3,300,000

01メタウォーター（株）  5,100,000



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

一ノ瀬浄水場2号原水ポンプインバータ更新工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市松井田町上増田3906-1

 5,120,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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荏原商事（株）  5,500,000

落札者01クシダ工業（株）  4,800,000

01（株）第一テクノ  6,000,000

01藤田エンジニアリング（株）  5,800,000

01メタウォーター（株）  7,300,000



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

久保井戸浄水場1号人見送水ポンプ電動弁改修工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市郷原1085

 3,600,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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荏原商事（株）  3,400,000

01水機興業（株）  3,700,000

01藤田エンジニアリング（株）  3,850,000

01（株）ヤマト  4,000,000



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

簗瀬二子塚古墳植栽管理業務委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市簗瀬八幡平地内

 3,360,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）安中造園  3,800,000

落札者01（株）関東培樹園  3,200,000

01櫻造園（株）  3,330,000

01（有）柴田造園  3,260,000

01（株）田中園芸  3,350,000



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

市道幹120号線街路樹植栽管理委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市下磯部字鍛冶屋谷戸〜原市字一里山 地内

 850,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）石井造園建設  880,000

01（有）柴田造園  930,000

落札者01（有）関造園  840,000



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

磯部原市線・市道幹222号線街路樹植栽管理委託

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市原市二丁目字上町南〜磯部四丁目字寺西 地内

 1,420,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）佐藤造園  1,600,000

02  1,479,000

01（有）柴田造園  1,480,000

落札者02  1,280,000

01（有）関造園  1,500,000

02  1,430,000



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

後閑小学校フェンスブロック塀改修工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市中後閑字町裏地内

 13,500,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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秋間建設（株）  13,100,000

落札者01安中土建（株）  12,850,000

01鬼形建設（有）  13,050,000

01関東建設工業（株）  13,000,000

01（株）田中土木  13,150,000

01萩原建設（株）  13,300,000

01（株）半田組  13,220,000

01（株）ユーキ建設  13,500,000



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

坂本浄水場緩速ろ過池補砂切り返し工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市松井田町坂本９７６

 5,420,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）飯沼組  5,050,000

01群栄工業（株）  5,150,000

01小板橋建設（株）  5,120,000

01峰岸土木（株）  5,100,000

01（株）ユーキ建設  5,250,000



入札結果の公表

対照番号  18

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

野殿(ヒヤ)地区配水管φ100布設替工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市野殿字ヒヤ地内

 2,820,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）渋谷設備  2,800,000

01（有）ジーワイ燃設  3,000,000

落札者01（有）福美商事  2,760,000



入札結果の公表

対照番号  19

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道原404号線舗装本復旧工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市原市字八本木北地内

 11,630,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）  11,500,000

01井上道路（株）  11,200,000

01関東建設工業（株）  11,700,000

01小板橋建設（株）  11,500,000

01（株）野口組  11,600,000

落札者01萩原建設（株）  11,000,000

01（株）半田組  11,400,000

01（株）ユーキ建設  11,600,000



入札結果の公表

対照番号  20

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道原431号線舗装本復旧工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市原市字団右ヱ門塚地内

 23,070,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）  22,680,000

落札者01井上道路（株）  22,400,000

01（株）大手組  22,880,000

01関東建設工業（株）  22,900,000

01小板橋建設（株）  22,750,000

01（株）田中土木  22,950,000

01（株）野口組  22,750,000

01萩原建設（株）  22,900,000

01（株）萩原工業  23,100,000

01（株）ユーキ建設  23,100,000



入札結果の公表

対照番号  21

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

安中公共下水道(第1工区)工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市簗瀬字堤下地内

 18,410,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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  18,200,000

01（株）大手組  18,000,000

01群栄工業（株）  17,950,000

辞退01信越アステック（株）  0

01（有）須藤工業  18,100,000

01（株）田中土木  18,000,000

落札者01（株）半田組  17,900,000

01（株）茂木設備  18,150,000

01（株）ユーキ建設  18,300,000

JM213H525D
四角形



入札結果の公表

対照番号  22

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

安中公共下水道（第2工区）工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市簗瀬字八幡平地内

 22,110,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）  20,450,000

01（株）大手組  20,530,000

01（株）環境保全センター  20,470,000

01関東建設工業（株）  20,390,000

落札者01（株）田中土木  20,300,000

01萩原建設（株）  20,430,000

01（株）萩原工業  20,600,000

01（株）半田組  20,550,000

01峰岸土木（株）  20,580,000

01（株）ユーキ建設  21,000,000



入札結果の公表

対照番号  23

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

安中公共下水道(第5工区)工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市原市字八本木北地内

 22,140,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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  20,800,000

01安中土建（株）  21,300,000

01井上道路（株）  21,700,000

01（株）大手組  21,200,000

01（株）環境保全センター  21,500,000

01関東建設工業（株）  21,500,000

01小板橋建設（株）  21,600,000

01（株）田中土木  21,400,000

01（株）野口組  21,800,000

01萩原建設（株）  21,300,000



入札結果の公表

対照番号  24

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

安中公共下水道(第9工区)工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市簗瀬字名下地内

 21,980,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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）相川管理  22,100,000

01安中土建（株）  22,000,000

01（株）環境保全センター  22,300,000

01群栄工業（株）  22,750,000

01小板橋建設（株）  21,950,000

辞退01信越アステック（株）  0

落札者01（株）野口組  21,800,000

01（株）萩原工業  22,250,000

01峰岸土木（株）  22,500,000

01（株）茂木設備  22,600,000
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入札結果の公表

対照番号  25

開札日

入札方式

入札件名

履行場所

予定価格

市道幹108号線　防護柵設置工事

平成27年 5月26日

指名競争入札

安中市安中字荒浜地内

 1,810,000 円(税抜)

★ 円(税抜)＊＊＊＊＊

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秋間建設（株）  1,800,000

01鬼形建設（有）  1,780,000

落札者01（有）ベステック  1,740,000


