
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

市道磯237号線　路線・用地測量調査業務委託

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市磯部４丁目字寺前地内

 3,260,000 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）コイデ  3,280,000

落札者01（有）セキネ開発  3,200,000

01（株）大成測量  3,270,000

01（株）冨永調査事務所  3,250,000

01（株）横田調査設計  3,380,000



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

西毛総合運動公園テニスコート改修工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市安中字下高別当地内

 3,950,000 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）女屋スポーツ工事  4,090,000

落札者01（株）スポーツプロテクト  3,920,000

01日本体育施設（株）  4,100,000

01長谷川体育施設（株）  4,170,000

失格01（株）マエハラスポーツ施設  0

Administrator2
四角形



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

西毛総合運動公園野球場防球ネット設置工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市中宿字下宿北地内

 24,460,000 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奥アンツーカ（株）  22,800,000

落札者01（株）女屋スポーツ工事  22,000,000

01（株）スポーツプロテクト  22,500,000

辞退01長永スポーツ工業（株）  0

01（有）東洋スポーツ  22,800,000

辞退01日勝スポーツ工業（株）  0

01日本体育施設（株）  22,650,000

01日本フィールドシステム（株）  23,800,000

失格01（株）マエハラスポーツ施設  0

01（株）茂木体育器  24,000,000

Administrator2
四角形

Administrator2
四角形

Administrator2
四角形



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

安中市保健センター空調設備改修工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市安中1-23-13

 20,800,000 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）イシイ設備工業  20,800,000

01石田建材工業（株）  20,000,000

01荻原設備（株）  20,300,000

01熊井戸工業（株）  20,000,000

01パナソニックＥＳファシリティエンジニアリング（株）  21,000,000

01藤田エンジニアリング（株）  21,400,000

01細谷工業（株）  20,700,000

落札者01（株）ヤマト  19,500,000



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

人見配水池配水流量計変換器交換工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市松井田町人見字坂の上2641番地1

 2,200,000 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）  2,050,000

01藤田エンジニアリング（株）  2,600,000

01（株）ヤマト  2,180,000



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

旧入牧生きがいセンター体育館等解体及び物置周辺整備工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市松井田町北野牧松葉道１８２０１他

 7,390,000 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

01（株）飯沼組  8,180,000

01小板橋建設（株）  8,100,000

01（株）萩原工業  7,800,000

01（株）ミウラ  7,730,000

落札者01峰岸土木（株）  7,200,000



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

林道赤松沢線　舗装工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市松井田町坂本地内

 1,900,000 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  1,960,000

01土屋建設（株）  1,920,000

落札者01峰岸土木（株）  1,850,000

01（株）ユーキ建設  1,980,000



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

横野平地区　農道舗装工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市中野谷地内

 2,730,000 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）  2,670,000

01小板橋建設（株）  2,650,000

01（株）田中土木  2,700,000

落札者01（株）ユーキ建設  2,630,000



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

市道アプトの道　道路維持工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市松井田町坂本地内

 2,790,000 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小板橋建設（株）  2,800,000

01土屋建設（株）  3,050,000

落札者01峰岸土木（株）  2,700,000

01（株）ユーキ建設  2,960,000



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9112号線　道路側溝工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市松井田町五料地内

 2,570,000 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  2,570,000

01（株）石井造園建設  2,550,000

落札者01土屋建設（株）  2,500,000

01峰岸土木（株）  2,550,000



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

市道岩５１３号線　道路改良工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市大谷字坊貝戸地内

 3,070,000 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（有）内田組  3,100,000

01（株）大手組  3,100,000

01（有）須藤工業  3,050,000

01（有）中曽根組  3,160,000

落札者01（株）野口組  3,000,000



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

市道東801号線　道路改良工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市下間仁田字日向地内

 3,530,000 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）  3,600,000

01関越起業（株）  3,630,000

落札者01（有）さくら工務店  3,500,000

01（有）須藤工業  3,600,000

01永井工業（株）  3,550,000



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

市道東５６９号線　道路改良工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市上間仁田字大上地内

 4,080,000 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）  4,150,000

落札者01（有）さくら工務店  4,000,000

01（有）須藤工業  4,100,000

01永井工業（株）  4,100,000

01（株）ユーキ建設  4,200,000



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

安中四丁目〜五丁目(内出)地区舗装本復旧工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市安中四丁目〜五丁目字内出地内

 5,200,000 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）  5,350,000

落札者01井上道路（株）  5,100,000

01（株）大手組  5,400,000

01関東建設工業（株）  5,300,000

01小板橋建設（株）  5,400,000

01萩原建設（株）  5,360,000

01（株）ユーキ建設  5,250,000



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

土塩(竹ノ内)地区舗装本復旧工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市松井田町土塩字竹ノ内地内

 7,050,000 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  7,150,000

01（有）亀建工業  7,330,000

01群栄工業（株）  7,450,000

01小板橋建設（株）  7,050,000

01土屋建設（株）  7,300,000

落札者01（株）萩原工業  7,000,000

01（株）ユーキ建設  7,250,000



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

原市(八本木北)地区給水管布設替工事(公共12･枝線12工区)

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市原市字八本木北地内

 1,710,000 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）渋谷設備  1,680,000

01（有）ジーワイ燃設  1,700,000

01（有）福美商事  1,720,000



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

上後閑(大平)地区配水管φ50布設替工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市上後閑字大平地内

 2,150,000 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）ジーワイ燃設  2,150,000

落札者01（有）須藤工業  2,100,000

01（有）山田タイル工業  2,130,000



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

郷原(諏訪西)地区配水管φ100布設替工事(公共第13工区)

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市郷原字諏訪西地内

 2,320,000 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）須藤工業  2,370,000

01（有）田中工作所  2,350,000

落札者01（株）ユタカ  2,270,000



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

野殿(ヒヤ)地区配水管φ100布設替工事(西工区)

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市野殿字ヒヤ地内

 2,630,000 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（有）渋谷設備  2,610,000

落札者01（有）田中工作所  2,500,000

01（有）福美商事  2,750,000



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

安中公共下水道(第18工区)工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市簗瀬字堤上地内

 12,750,000 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）  12,750,000

01（株）大手組  11,800,000

01（株）環境保全センター  12,700,000

01関東建設工業（株）  12,500,000

01群栄工業（株）  12,900,000

01小板橋建設（株）  12,700,000

落札者01信越アステック（株）  11,480,000

01タルヤ建設（株）  12,900,000

01（株）茂木設備  12,850,000



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12工区)工事

平成27年11月20日

指名競争入札

安中市原市字正善地内

 21,470,000 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）  21,600,000

01（株）大手組  21,600,000

01（株）環境保全センター  21,700,000

01関東建設工業（株）  21,700,000

01小板橋建設（株）  21,450,000

01信越アステック（株）  21,780,000

落札者01萩原建設（株）  21,200,000

01（株）萩原工業  21,500,000

01峰岸土木（株）  21,580,000

01（株）ユーキ建設  21,550,000


