
入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

水道課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

4,000,000 落　札

4,351,000

4,200,000

4,780,000

　㈱水機テクノス　北関東支社 4,400,000

備　考　：　 入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

　㈱ヤマト　埼玉支店

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月19日

　黒山中区電動弁更新工事

　越生町大字　黒山　地内

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

備　考
予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）

4,273,500 4,070,000　荏原実業㈱　関東支社

　横河ソリューションサービス㈱

　水道機工㈱　東京支店



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

学務課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

2,400,000 落　札

2,800,000

3,300,000

3,180,000

3,090,000

備　考　：　 入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

　㈱平安設計 埼玉支店

　㈱松下設計

　㈱斉藤建築設計事務所

　㈱第一建築設計事務所

　㈱フケタ設計熊谷事務所

　越生町大字　小杉　地内

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月19日

　梅園小学校空調設備設計業務委託

3,320,100 3,162,000



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

まちづくり整備課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

2,250,000

2,450,000

2,240,000 落　札

2,800,000

2,850,000

備　考　：　

2,969,000

備　考応　　札　　業　　者　　名

　柿沼土木㈱

予定価格
（税込）

3,117,450

平成25年7月19日

　麦原字赤坂地内舗装修繕工事

　越生町大字　麦原　地内

入　札　経　過　及　び　結　果　表

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）

　㈲大秀興業

入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

　中江建設工業㈱埼玉営業所

　㈱深田土建

　㈲原田建設



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

まちづくり整備課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

1,250,000

1,200,000 落　札

1,450,000

1,370,000

1,500,000

備　考　：　

　㈲原田建設

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月19日

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

　㈲大秀興業

　越生町大字　大満　地内

　大満字取ヶ谷戸地内道路改良工事

備　考

　㈱深田土建

　柿沼土木㈱

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）

　中江建設工業㈱埼玉営業所

入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

1,432,200 1,364,000



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

まちづくり整備課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

1,350,000

1,250,000 落　札

1,750,000

1,430,000

1,900,000

備　考　：　

1,829,100 1,742,000

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月19日

　上野東地内駐車場整備工事

　越生町　上野東　地内

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

　㈲大秀興業

　柿沼土木㈱

　中江建設工業㈱埼玉営業所

　㈱深田土建

　㈲原田建設

入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

まちづくり整備課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

4,530,000

4,470,000

4,500,000

4,480,000

4,500,000

4,240,000 落　札

備　考　：　 入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入　　札　　額　（税抜）

　㈲イワハナ

　㈱シマダ住建

　㈲野村屋工務店

　㈱丸勝 越生支店
4,462,500 4,250,000

　㈱武蔵

　㈱弓田工務店

予定価格
（税込）

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月19日

　山吹の里歴史公園水車小屋葺替工事

　越生町大字　西和田　地内

備　考
予定価格
（税抜）

応　　札　　業　　者　　名



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

まちづくり整備課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

2,700,000 落　札

3,150,000

2,980,000

2,800,000

3,100,000

備　考　：　 入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

　共和コンサルタント㈱

　㈱高嶋テクノロジーセンター 埼玉営業所

　新日本設計㈱　関東事務所

　㈱橋梁コンサルタント さいたま事務所

　㈱トーニチコンサルタント北関東事務所

　橋梁長寿命化修繕計画書策定業務委託

　越生町全域

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月19日

3,150,000 3,000,000



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

まちづくり整備課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

414,000

370,000 落　札

辞　退

440,000

備　考　：　 入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

1,836,0001,927,800
　酒本電設㈱

　ムツミ電気工業㈱

　高橋電気㈱

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

　コジマ電設㈱

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月19日

　防犯灯改修工事その２

　越生町大字　如意　地内



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

学務課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

辞　退

58,420,000 落　札

69,800,000

59,300,000

辞　退

60,800,000

67,900,000

辞　退

　寄居建設㈱　比企支店 61,000,000

64,300,000

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月31日

　越生中学校プール改修工事

　越生町大字　成瀬　地内

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

　斉藤工業㈱　埼玉西営業所

　中里建設㈱

　㈱島村工業

　㈱田中工業

　協和建設工事㈱

　㈱淺沼組　北関東支店

　岩堀建設工業㈱

　川木建設㈱

　近藤建設㈱　川越営業所

68,565,000 65,300,000

入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

総務課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

1,190,000 1,080,000 落　札

1,187,000 1,145,000

1,211,000 辞　退

1,545,600 無　効

備　考　：　

　㈱深田土建

　㈱サイボウ

　星野総合商事㈱

入札額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

　船山㈱　東京本店

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成25年7月31日

　防災用品備蓄倉庫購入事業

　越生町大字　上野・如意・麦原　地内

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

1,239,000 1,180,000



様式１－５（加算方式用）

中江建設工業㈱

㈱大村組 ㈲大秀興業 柿沼土木㈱ 埼玉営業所 ㈱深田土建 ㈲原田建設 ㈱上村建業 ㈱根岸土木工業 ㈱田中工業

（得点） （得点） （得点） （得点） （得点） （得点） （得点） （得点） （得点） （得点）

3.0 点 6.0 点 7.0 点 4.0 点 7.0 点 8.0 点 4.5 点 5.0 点

37.5% 75.0% 87.5% 50.0% 87.5% 100.0% 56.3% 62.5%

8 4 2 7 2 1 6 5

入　札　結　果　表

番号：　５ 工　事　名：町道２－１６号線道路改良工事工事 工事場所：入間郡越生町大字龍ヶ谷地内

総合評価方式：簡易型（加算） 入札方式：指名競争入札 入札執行日　　平成２５年７月８日　　　

入　札　結　果

【技術評価点の満点：11.5点】

技
術
評
価

a)技術評価点の最高点 8.0 点

b)技術評価点

c)得点率（ b)／a) 技術評価点の最高点に対する割合％ ）

d)失格基準①（技術評価点 C)得点率 1/3以下は×）

e)技術評価点の順位

② × ×

未提出

9,500,000 10,500,000 10,500,000 15,500,000 15,200,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

l)みなし評価対象　（みなし評価該当者に○）

1 2 2 8 7 4 4 4

88.500 80.146 80.146 38.375 40.881 42.552 42.552 42.552

1 2 2 8 7 4 4 4

91.500 86.146 87.146 42.375 47.881 50.552 47.052 47.552

1 3 2 8 5 4 7 6

○ 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過 技術評価失格 予定価格超過 予定価格超過

f)失格基準②（ e)技術評価点順位下位1/3以下は×）

g)失　格　（ d),f)ともに該当する場合失格（×））

価
格
評
価

h)予定価格〔税抜〕（円） 11,970,000

i)調査基準価格〔税抜〕（円） 9,500,000

j)失格基準価格〔税抜〕（円） 無

k)入札価格〔税抜〕（円）

m)入札価格の順位　

n)価格評価点最高点
　　(100-技術評価点満点)

88.5 点

o)価格評価点　（価格評価点≦価格評価点最高点）
　　(100-技術評価点満点)-100×((入札価格-調査基準価格)/予定価格）

p)価格評価点の順位

総
合
評
価

q)評価値（ b)技術評価点＋o)価格評価点)

r)評価値の順位

s)落　札　者


	入札経過及び結果表（公表用）H25(2).pdf
	入札経過及び結果表（公表用）H25(1).07



