
入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

産業観光課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

3,400,000 3,120,000

3,150,000 2,990,000 落　札

3,750,000 3,140,000

3,300,000 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。

予定価格
（税込）

入　　札　　額　（税抜）

3,147,900 2,998,000

備　考

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成23年11月8日

　越生自然休養村センター南側屋根改修工事

　越生町大字　小杉　地内

応　　札　　業　　者　　名

　㈲イワハナ

予定価格
（税抜）

　㈱シマダ住建

　㈲野村屋工務店

　㈱丸勝 越生支店



入札執行日

担　当　課　名 工　 事 　名

産業観光課 工 事 場 所

（単位：円）

第　１　回 第　２　回 第　３　回

3,600,000 2,950,000

2,970,000 2,800,000

3,000,000 2,960,000

3,200,000 辞　退

落　札

（くじによる決定）

3,150,000 2,950,000

備　考　：　

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成23年11月8日

　上谷農村公園破損遊具リニューアル工事

　越生町大字　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

　㈱大村組

2,987,250 2,845,000

　㈲大秀興業

　柿沼土木㈱

　中江建設工業㈱埼玉営業所

　㈲原田建設

　㈱深田土建

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。

2,990,000 2,800,000



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

1,430,000

1,350,000 落　札

1,650,000

1,540,000

2,000,000

1,750,000

備　考　：　

備　考
予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）

1,740,000
　中江建設工業㈱埼玉営業所

　㈱深田土建

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。

応　　札　　業　　者　　名
予定価格
（税込）

　㈲原田建設

1,827,000

　㈱大村組

　㈲大秀興業

　柿沼土木㈱

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成23年11月8日

　成瀬地内石綿管更新に伴う本復旧工事

　越生町大字　成瀬　地内



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

2,750,000 2,170,000

3,200,000 辞　退

2,180,000 2,000,000 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。

2,126,250 2,025,000

応　　札　　業　　者　　名

　磯村豊水機工㈱東京支店

予定価格
（税込）

予定価格
（税抜）

入　　札　　額　（税抜）
備　考

　㈱ヤマト埼玉支店

　㈱クリタス

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成23年11月8日

　県水受水場次亜注入設備更新工事

　越生町大字　鹿下　地内



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

19,500,000 落　札

27,000,000

21,456,000

22,990,000

22,000,000

24,000,000

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

　㈱クリタス

　横河フィールドエンジニアリングサービス㈱東部サービスセンター

　水道機工㈱
22,065,750 21,015,000

　荏原実業㈱関東支社

　㈱朋電舎

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成23年11月8日

　テレメーター設備更新（第２期）工事

　越生町大字　大満・鹿下・黒山　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

3,300,000 落　札

3,900,000

5,300,000

6,000,000

5,400,000

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。

　日本上下水道設計㈱関東事務所

　㈱日水コン

　㈱東京設計事務所関東事務所

　日本水工設計㈱関東事務所

5,407,500 5,150,000

　中日本建設コンサルタント㈱関東事務所

　大満ＰＣタンク耐震診断委託業務

　越生町大字　大満　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23年11月8日



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

　東武計画㈱ 関東支店 1,420,000 落　札

2,200,000

2,000,000

1,620,000

1,870,000

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。

1,575,000 1,500,000

　朝日航洋㈱ 埼玉支店

　アジア航測㈱ 北関東支店

　昭和㈱埼玉支社

　㈱パスコ さいたま支店

平成23年11月8日

　平成２３年度越生町都市計画基礎調査業務委託

　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



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

12,300,000

11,490,000

11,000,000 落　札

12,500,000

11,480,000

15,800,000

16,390,000

備　考　：　

16,017,750 15,255,000

　川木建設㈱

　中里建設㈱

入　札　経　過　及　び　結　果　表

平成23年11月8日

　町営上野第３住宅外壁等改修工事

　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

　関中建設㈱

　㈱田中工業

　㈱島村工業

　近藤建設㈱川越営業所

　岩堀建設工業㈱

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。


