
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

74,000,000

76,690,000

69,300,000 落　札

辞　退

75,000,000

辞　退

80,700,000

89,000,000

75,200,000

　寄居建設㈱　比企支店 92,000,000

備　考　：　

　初雁興業㈱

　斉藤工業㈱　埼玉西営業所

　協和建設工事㈱

入札額に当該金額の１００分の８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。

　㈱島村工業

　近藤建設㈱　川越営業所

　㈱田中工業

　越生町大字　黒岩　地内

備　考応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　札　経　過　及　び　結　果　表

　川木建設㈱

平成26年5月16日

　越生小学校空調設備設置工事

入　　札　　額　（税抜）

89,964,000 83,300,000

　岩堀建設工業㈱

　中里建設㈱



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

76,810,128
3,200,422

81,840,000
3,410,000

97,800,000
4,075,000

辞　退
80,136,864 74,200,800 71,952,000
3,339,036 3,091,700 2,998,000

86,280,000
3,595,000

辞　退
78,000,000
3,250,000

75,840,000
3,160,000

75,000,000
3,125,000

備　考　：　

　一冨士フードサービス㈱

　㈱馬淵商事

　㈱東京天竜

備　考

　レーベン㈱

　㈱ニックス

　富士食品商事㈱

　ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ㈱

　㈱東洋食品 落　札

　㈱アスモフードサービス

入札額に当該金額の１００分の８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。

応　　札　　業　　者　　名

　㈱レクトン

予定価格
（税込）

平成26年5月23日

　越生町立小・中学校学校給食業務委託

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）

入　札　経　過　及　び　結　果　表

　越生小学校・梅園小学校・越生中学校

※上段：年額、下段：月額



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

1,296,000

1,188,000 落　札

1,272,000

1,320,000

1,438,800

備　考　：　

　㈲新井商店

　東京ワックス㈱ 1,404,000 1,300,000

　㈲小林誠文堂

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月23日

　㈱ムトーセーフ　本部

　㈱ノア

　越生中学校生徒用机・イス購入事業

　越生町大字　成瀬　地内

応　　札　　業　　者　　名

入札額に当該金額の１００分の８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。

予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

企画財政課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

4,850,000 落　札

4,980,000

5,500,000

4,900,000

5,500,000

5,100,000

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月23日

　越生駅東口開設事業基本計画書業務委託

　越生町大字　越生　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

5,490,000

　玉野総合コンサルタント㈱ 埼玉事務所

　国際航業㈱ 埼玉支店

　㈱オオバ 北関東支店

　セントラルコンサルタント㈱ 北関東営業所

　共和コンサルタント㈱

　東日本総合計画㈱ 関東支店

5,929,200

入札額に当該金額の１００分の８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

健康福祉課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月23日

　越生町二次予防事業対象者把握業務委託

　越生町役場内

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

　地域計画㈱　埼玉事業部

　㈱ワイズマンコンサルティング さいたま支店

　㈱アイアールエス

　㈱まち研

　㈲地域政策ネットワーク研究所

入札額に当該金額の１００分の８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。

不　調



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

健康福祉課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

1,650,000 落　札

辞　退

辞　退

辞　退

辞　退

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月23日

　越生町子ども・子育て支援事業計画策定業務委託

　越生町役場内

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

　㈲地域政策ネットワーク研究所

　地域計画㈱　埼玉事業部

　㈱ワイズマンコンサルティング さいたま支店

　㈱まち研

1,796,040 1,663,000

　㈱アイアールエス

入札額に当該金額の１００分の８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

水道課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

1,810,000 1,660,000 落　札

1,950,000 1,750,000

1,900,000 1,750,000

1,900,000 辞　退

2,000,000 1,800,000

1,900,000 1,800,000

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月27日

　漏水調査業務

　越生町大字　越生・黒山・如意・上谷　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

　㈱日本漏防コンサルタント関東営業所

　㈱サンスイ 北関東支店

　㈱ジェネッツ

　㈱日本レップス 埼玉営業所
1,814,400 1,680,000

　地中エンジニアリング㈱

　東日本漏水調査㈱　北関東営業所

入札額に当該金額の１００分の８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

790,000 落　札

800,000

辞　退

1,100,000

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月27日

　防犯灯改修工事

　越生町大字　上野　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

　コジマ電設㈱

3,693,600 3,420,000
　酒本電設㈱

　ムツミ電気工業㈱

　高橋電気㈱

入札額に当該金額の１００分の８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

水道課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

11,500,000

12,100,000

11,850,000

10,200,000 落　札

10,900,000

11,000,000

10,850,000

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月27日

　成瀬・古池地内石綿管更新工事

　越生町大字　成瀬・古池　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

　㈲酒本工業所

　㈱シマダ

　㈲双和設備工業

　㈲吉田設備工業 11,059,200 10,240,000

　㈱根岸土木工業

　㈱上村建業

　高橋電気㈱

入札額に当該金額の１００分の８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

4,700,000

4,950,000

5,000,000

4,500,000 落　札

4,950,000

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月27日

　仲町住宅風呂釜更新工事

　越生町　越生東　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

入札額に当該金額の１００分の８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。

　㈱サイサン　越生営業所

4,860,000 4,500,000

　㈲酒本工業所

　㈲双和設備工業

　㈱シマダ

　㈲吉田設備工業



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

5,380,000

6,000,000

5,000,000 落　札

5,250,000

6,800,000

5,850,000

備　考　：　 入札額に当該金額の１００分の８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

　㈲原田建設

　㈱大村組

7,722,000 7,150,000

　㈲大秀興業

　柿沼土木㈱

　㈱深田土建

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26年5月27日

　町道１－２９号線舗装打換工事

　越生町　上野　地内



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

1,700,000

1,650,000 落　札

2,000,000

2,100,000

1,980,000

1,720,000

備　考　：　 入札額に当該金額の１００分の８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。

　㈱大村組

2,343,600 2,170,000

　㈲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　経　過　及　び　結　果　表

平成26年5月27日

　大観山（無名戦士の墓）舗装工事

　越生町　越生　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


