
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

坂本・入牧地区生涯学習センター大講座室棟解体工事

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市松井田町坂本字北側２１６

 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（有）佐藤産業建設  2,750,000

落札者01土屋建設（株）  2,600,000

01（株）ミウラ  2,700,000



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

安中市文化センター植栽管理業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市安中三丁目９番６３号

 1,220,000 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）関東培樹園  1,200,000

01櫻造園（株）  1,120,000

落札者01（株）田中園芸  1,000,000



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

ふるさと学習館植栽管理業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市上間仁田951

 2,090,000 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櫻造園（株）  2,000,000

01（有）佐藤造園  2,150,000

落札者01（有）柴田造園  1,880,000

01（有）関造園  2,160,000



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

安中市松井田庁舎等植栽管理業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市松井田町新堀地内

 1,639,900 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  1,350,000

01（有）コジマ造園土木  1,360,000

落札者01（有）佐藤造園  1,300,000



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

久保井戸浄水場植栽管理業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市郷原1085

 890,000 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  800,000

01櫻造園（株）  840,000

落札者01（有）佐藤造園  780,000



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

松井田文化会館緑化維持管理業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市松井田町新堀530番地

 3,518,500 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）石井造園建設  3,450,000

01（有）コジマ造園土木  3,650,000

01（有）斉藤造園  3,550,000

01（有）佐藤造園  3,600,000



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

市道幹136号線街路樹植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市秋間みのりが丘 地内

 3,510,000 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  2,080,000

落札者01（株）関東培樹園  2,000,000

01（有）斉藤造園  2,040,000

01（株）田中園芸  2,200,000

01（株）マキ  2,100,000



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

下の尻茶屋町線・谷津下間仁田線街路樹植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市安中二丁目字地尻〜安中字常木 地内

 970,000 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）コジマ造園土木  850,000

01（有）斉藤造園  900,000

01（株）田中園芸  920,000



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

中宿水口線街路樹植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市中宿一丁目字柳町〜安中字儘下 地内

 3,590,000 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  2,880,000

落札者01（有）コジマ造園土木  2,800,000

01櫻造園（株）  2,950,000

01（株）田中園芸  2,850,000

01（株）マキ  2,900,000



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

後閑城址公園(北郭・西郭等)植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市中後閑字谷津地内

 2,590,000 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）安中造園  2,350,000

01（株）関東培樹園  2,600,000

01（有）斉藤造園  2,500,000

01櫻造園（株）  2,420,000

01（有）佐藤造園  2,400,000



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

後閑城址公園(本丸・東駐車場等)植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市中後閑字谷津地内

 2,810,000 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（株）関東培樹園  2,700,000

01（有）コジマ造園土木  2,520,000

01（有）柴田造園  2,540,000

落札者01（株）田中園芸  2,400,000

01（株）マキ  2,500,000



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

後閑城址公園(南郭・二の丸等)植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市中後閑字谷津地内

 2,040,000 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  1,930,000

01（株）石井造園建設  1,850,000

01櫻造園（株）  1,940,000

01（有）柴田造園  1,880,000

落札者01（株）マキ  1,800,000



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

磯部公園植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市磯部一丁目字久保地内

 1,130,000 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  900,000

01（有）コジマ造園土木  940,000

落札者01（有）関造園  850,000



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

郷原緑地公園植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市郷原字給人宿地内

 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）石井造園建設  700,000

落札者01（有）佐藤造園  650,000

01（有）関造園  860,000



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

みのりが丘パノラマパーク植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市秋間みのりが丘地内

 2,280,000 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）関東培樹園  2,100,000

01櫻造園（株）  2,290,000

01（有）佐藤造園  2,200,000

01（有）柴田造園  2,170,000

01（株）田中園芸  2,150,000



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

米山公園植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市安中字紅ヶ谷戸地内

 4,860,000 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）コジマ造園土木  4,460,000

01（有）斉藤造園  4,500,000

落札者01櫻造園（株）  4,300,000

01（株）田中園芸  4,450,000

01（株）マキ  4,400,000



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

古城団地内公園植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市板鼻字古城地内

 840,000 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）安中造園  750,000

01（株）関東培樹園  900,000

01（有）関造園  950,000



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

すみれヶ丘公園植栽管理委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市中野谷字注連引原地内

 3,610,000 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  3,510,000

01（株）関東培樹園  3,700,000

落札者01（有）斉藤造園  3,400,000

01櫻造園（株）  3,550,000

01（有）柴田造園  3,500,000



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

恵みの湯植木植栽管理業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市磯部三丁目３番４１号

 1,080,000 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（株）関東培樹園  1,200,000

01（有）柴田造園  1,160,000

落札者01（有）関造園  1,080,000



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

安中市すみれケ丘聖苑庭園管理業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市中野谷３６３７番地３　安中市すみれケ丘聖苑

 3,130,000 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  2,880,000

01（有）コジマ造園土木  2,890,000

01（有）佐藤造園  3,000,000

落札者01（有）柴田造園  2,870,000

01（有）関造園  3,000,000



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

安中市役所構内植木手入れ及び除草等業務委託

平成27年 4月21日

指名競争入札

安中市役所構内

 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）安中造園  1,380,000

落札者01（有）斉藤造園  1,340,000

01櫻造園（株）  1,490,000


