
　平成23年度　上越地域水道用水供給企業団在り方検討業務委託

1 ㈱昭和設計事務所

2 ㈱新光コンサルタント

3 ㈱渡辺設計事務所

4 ㈱日本海設計事務所

5 ㈱中央設計技術研究所

6 オリジナル設計㈱

7 ㈱日水コン

8 新日本設計㈱

9 ㈱東京設計事務所

10 日本上下水道設計㈱ 落　札

11 ㈱三水コンサルタント

12 ㈱日本水道設計社

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

指名理由
・２市内に本社又は営業所等を有する「上水道」の登録業者。
・主たる業務が「上下水道」である業者

－

\11,428,572

－

\12,000,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

\5,600,000

入　札

\17,000,000

種　　別

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

役務

\18,000,000

　上越市大字岩木2036番地　地内

入　札　結　果

委託場所

業 務 名

入札日 平成23年5月23日 概要

企業団および構成２市による水需要、施設更新の一括検討
を行い、経営体制の今後の在り方を検討する
・設計協議～資料とりまとめ
・基礎資料の収集整理、更新需要の検討
・事業運営ケースの比較評価、施設の統廃合・共同
　化の検討
・業務共同化の検討、財政収支見通しの検討、事業
　運営ケースの評価

契約額 \5,880,000 49.0%

再　入　札

\6,850,000

\25,000,000

\6,240,000

\6,800,000

入　札　者

着手時期

\15,000,000

契約の相手方の名称･住所
　　　日本上下水道設計㈱ 上越出張所
　　　　      上越市藤巻８番５９号

\18,800,000

平成24年3月15日

\13,000,000

\30,000,000

\21,000,000

平成23年5月25日



　平成23年度　水管橋補修設計業務委託（その１）

1   ㈱中央設計技術研究所

2 　㈱日水コン 落　札

3 　新日本設計㈱

4 　㈱東京設計事務所

5 　日本上下水道設計㈱

6 　㈱三水コンサルタント

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

水管橋補修に伴う設計図及び数量計算書等の
作成（外面防食、仮設等）
・上中山水管橋（柿崎区上中山地内）
・米山川水管橋（柿崎区金谷地内)
・後生寺水管橋（吉川区後生寺地内）

概要

入　札

平成23年5月30日

入　札　者

着手時期

\4,500,000

\5,500,000

\3,700,000

再　入　札

\4,350,000

\6,000,000

\3,520,000

平成23年7月29日

契約額 \3,696,000 93.1 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱日水コン　上越事務所
　　　　新潟県上越市木田2-1-1 山和ビル

入　札　結　果

委託場所

業 務 名

　上越市柿崎区上中山他　地内

入札日

種　　別

平成23年5月30日

設　計

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

指名理由
・２市内に営業所等を有する「上水道」及び「鋼構造及びコンクリート」の登録業者
・主たる業務が「上下水道」である業者

\1,860,000

\3,780,000

\1,953,000

\3,969,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)



　平成23年度　管漏水修繕資材

1 敦井産業㈱

2 ㈱上越工産 落　札

3 新潟企業㈱

落札率 94.6 ％

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

概要
ヤノジョイント（TN-65）または同等品
　鋳鉄管用及び鋼管用
（φ250、φ300、φ500、φ700、φ900）

平成23年6月27日

入　札　者

着手時期

\2,500,000

\2,520,000

指名理由 ２市内に本社又は営業所を有する鋼材希望（取扱）業者（1804）

入　札

平成23年9月24日

契約額 \2,583,000

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱上越工産
　　　　新潟県上越市富岡3466番地

入　札　結　果

納入場所

件　　名

　上越市大字岩木2036番地（第1浄水場）脱水機棟１階

再　入　札

－

\2,601,510

－

\2,731,585

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

\2,460,000

入札日

種　　別

平成23年6月24日

―

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）



　平成23年度　水安全計画策定業務委託

1 ㈱中央設計技術研究所

2 オリジナル設計㈱

3 ㈱日水コン 落　札

4 新日本設計㈱

5 ㈱東京設計事務所

6 日本上下水道設計㈱

7 ㈱三水コンサルタント

8 ㈱日本水道設計社

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入　札

平成23年6月27日

入　札　者

着手時期

\10,000,000

\8,500,000

\3,550,000

再　入　札

\8,200,000

\4,900,000

\9,500,000

\8,500,000

\11,700,000

平成24年1月31日

契約額 \3,727,500 95.4 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱日水コン　上越事務所
　　　新潟県上越市木田２－１－１

入　札　結　果

委託場所

業 務 名

 上越市大字岩木2036番地 （第１浄水場）   地内
 上越市柿崎区上中山１番地（第２浄水場）　地内

入札日

種　　別

平成23年6月24日

役務

指名理由
・２市内に営業所等を有する「上水道及び工業用水道」の登録業者。
・「総合監理技術部門」の技術士を有する業者
・主たる業務が「上下水道」である業者

－

\3,720,000

－

\3,906,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

概要

水安全計画の策定
　　（浄水場施設ごと） 1式
　水道システム把握支援、危害分析、
　推進チーム会議　等

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）



　平成23年度　地下式空気弁補修工事（その１）

1 田辺工業㈱

2 ㈱高菱

3 ㈱山田商会

4 ㈱井上商会

5 ㈱環境サービス

6 ㈱三原田組

7 頸城建設㈱

8 ㈱大島組

9 ㈱牧信 落　札

10 ㈱草間組

11 ㈲桐山設備工業

12 相村建設㈱

13 ㈱有坂建設

14 上越技研㈱

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

平成23年7月21日

管工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

概要

空気弁等の劣化による漏水事故防止のため
取替
・空気弁、副弁取替（不断水工法）2ヵ所
・空気弁ボックス取替
（レジンコンクリート）　2ヵ所

指名理由  ２市内に本社を有する管工事希望（許可）業者

\2,948,000

\3,340,000

\3,095,000

\3,507,000

\3,250,000

\3,220,000

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市板倉区長塚、山部　地内

入札日

種　　別

\3,300,000

\3,150,000

\3,250,000

\3,200,000

平成23年12月16日

契約額 \3,307,500 94.3 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱牧信
　　　　新潟県上越市板倉区達野1239番地

再　入　札

\3,280,000

\3,200,000

\3,260,000

\3,180,000

入　札

平成23年7月22日

入　札　者

着手時期

\3,300,000

\3,220,000

\3,200,000

\3,170,000



　平成23年度　新井給水場流量計更新工事

1 田辺工業㈱

2 昱工業㈱ 落　札

3 敦井産業㈱

4 新潟企業㈱

5 信愛産業㈱

6 ㈱菱電社

7 ㈱西脇電気商会

8 ㈱雲田商会

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

平成23年7月21日

機械器具設置・電気通信工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

指名理由
２市内に本社または営業所（県内本社）を有する機械器具設置工事及び
電気通信工事希望（許可）業者

\2,265,000

\2,550,000

\2,378,000

\2,677,500

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　妙高市大字小出雲　地内

入札日

種　　別

電磁流量計（検定品）取替　φ100　１式概要

\2,450,000

平成23年10月14日

契約額 \2,499,000 93.3 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　昱工業㈱　上越支店
　　　　新潟県上越市春日新田一丁目20番地7号

再　入　札

\2,440,000

辞　退

\2,480,000

\2,380,000

入　札

平成23年7月22日

入　札　者

着手時期

\2,680,000

\2,510,000

\2,400,000



　平成23年度　地下式空気弁補修工事（その２）

1 田辺工業㈱

2 ㈱高菱

3 ㈱山田商会

4 ㈱井上商会

5 田中産業㈱

6 ㈱サトコウ

7 北陸工業㈱

8 スミダ工業㈱

9 ㈱石田工業所

10 ㈱イズミ

11 ㈱環境サービス

12 ㈱三原田組

13 頸城建設㈱ 落札（抽選により決定）

14 ㈱大島組

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

概要

空気弁等の劣化による漏水事故防止のため取替
・空気弁、副弁取替（不断水工法）　3ヵ所
・空気弁ボックス取替（レジンコンクリート）3ヵ所
・電防鉄筐取替　　1ヵ所

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

指名理由  ２市内に本社を有する管工事希望（許可）業者

\4,592,000

\5,200,000

\4,821,000

\5,460,000

\4,600,000

\4,600,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　妙高市姫川原、小出雲　地内

入札日

種　　別

平成23年7月25日

管工事

\4,300,000

\4,600,000

辞　退

\4,500,000

平成23年12月16日

契約額 \4,830,000 88.5 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　 頸城建設㈱
　　　　 新潟県上越市浦川原区下猪子田95-3

再　入　札

\4,550,000

\4,450,000

\4,500,000

\4,400,000

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

入　札

平成23年7月28日

入　札　者

着手時期

\4,500,000

\4,550,000

\4,400,000

\4,700,000



　平成23年度　ダム水源保全かん養森林整備業務委託（正善寺）

1   ㈱牛木組

2 　頸南森林組合

3 　㈱和信建設

4 　くびき野森林組合 落　札

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入　札　者

着手時期

\3,820,000

\3,700,000

\3,800,000

棄　権

契約の相手方の名称･住所

入　札

平成23年11月18日

契約額 \3,885,000 93.7 ％

平成23年7月28日

　　　くびき野森林組合
　　　　新潟県上越市新光町１丁目１１番１９号

入　札　結　果

委託場所

業 務 名

　上越市下正善寺　地内

概要

　森林整備　6.50ha
　　・刈払い
　　・選木
　　・伐木
　　・集積片付け（伐木）

指名理由 ・２市内に本社を有する「林道労働力の確保の促進に関する法律」第5条の規定に基づく認定業者

―

\3,950,000

―

\4,147,500

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

再　入　札

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

入札日

種　　別

平成23年7月25日

役務



　平成23年度　ダム水源保全かん養森林整備業務委託（柿崎）

1   ㈱牛木組

2 　頸南森林組合

3 　くびき野森林組合 落　札

4 　ゆきぐに森林組合

落札率 ％

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

　森林整備　4.65ha
　　・刈払い
　　・選木
　　・伐木
　　・集積片付け（伐木）

概要

入　札

平成23年7月28日

入　札　者

着手時期

\3,800,000

\3,850,000

\3,750,000

再　入　札

\3,850,000

平成23年11月18日

契約額 \3,937,500

契約の相手方の名称･住所
　　　くびき野森林組合
　　　　新潟県上越市新光町１丁目１１番１９号

94.0

入　札　結　果

委託場所

業 務 名

　上越市柿崎区黒岩　地内

入札日

種　　別

平成23年7月25日

役務

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

指名理由 ・２市内に本社を有する「林道労働力の確保の促進に関する法律」第5条の規定に基づく認定業者

―

\3,990,000

―

\4,189,500

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)



　平成23年度　水管橋補修設計業務委託（その２）

1 　㈱中央設計技術研究所

2 　㈱日水コン

3 　新日本設計㈱

4 　㈱東京設計事務所

5 　日本上下水道設計㈱

6 　㈱三水コンサルタント 落　札

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

指名理由
・２市内に営業所等を有する「上水道」及び「鋼構造及びコンクリート」の登録業者
・主たる業務が「上下水道」である業者

¥3,541,000

¥4,180,000

¥3,718,000

¥4,389,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

入　札

¥3,000,000

種　　別

平成23年8月5日

設計

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

入　札　結　果

委託場所

業 務 名

　上越市大字滝寺、板倉区中之宮、妙高市大字上新保　地内

入札日

水管橋補修に伴う設計図及び数量計算書等の
作成（外面防食、仮設等）
 大瀬川１号水管橋（上越市大字滝寺地内）
 小熊川水管橋（上越市板倉区中之宮地内）
 関川水管橋（妙高市大字上新保地内）

概要

平成23年11月15日

契約額 ¥4,305,000 98.1 ％

再　入　札

¥4,900,000

¥4,400,000

¥4,200,000

¥4,240,000

平成23年8月9日

入　札　者

着手時期

¥5,000,000

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱三水コンサルタント　上越事務所
　　　　新潟県上越市国府2丁目7番14号

¥4,100,000

¥4,500,000

辞　退

¥2,750,000

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格



　平成23年度　第１浄水場 浄水池検水ポンプ改良工事

1 田辺工業㈱

2 昱工業㈱

3 敦井産業㈱

4 ㈱興和 落　札

5 新潟企業㈱

6 北栄建設㈱

7 ㈱菱電社

8 ㈱アスカ

9 ㈱井上商会

10 ㈱新潟日立

11 ㈱三京

12 ㈱高菱

13 ㈱山田商会

14 ㈱サトコウ

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

指名理由
２市内に本社または営業所（県内本社）を有する機械器具設置工事かつ
管工事希望（許可）業者

¥2,403,000

¥2,700,000

¥2,523,000

¥2,835,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

¥2,510,000

¥2,350,000

入　札

¥2,360,000

種　　別

平成23年9月26日

機械器具設置・管工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

概要

検水ポンプ、現場操作盤、移送管の設置
　・検水ポンプ　　　　　　　１台
　・現場操作盤　　　　　　　１面
　・配管、配線工事　　　　　１式
　・機器設置、試運転調整　　１式

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市大字岩木2036番地（第1浄水場）　地内

入札日

平成23年12月10日

契約額 ¥2,562,000 90.4 ％

再　入　札

制限価格を下回るため失格

辞　退

¥2,560,000

¥2,500,000

平成23年9月27日

入　札　者

着手時期

¥2,550,000

¥2,180,000

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱興和　上越支店
　　　　新潟県上越市大字藤野新田字大割371

¥2,440,000

¥2,280,000

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

¥2,600,000

¥2,240,000

¥2,730,000

¥2,450,000



　平成23年度　上中山水管橋補修工事

1 田中産業㈱

2 ㈱高舘組

3 田辺建設㈱

4 大栄建設㈱

5 ㈱日曹建設

6 ㈱三牧建設工業 落　札

7 西田建設㈱

8 ㈱山﨑建設

9 ㈱有坂建設

10 中田建設㈱

11 ㈱藤新開発

12 ㈱植木組

13 ㈱谷村建設

14 敦井産業㈱

15 笠原建設㈱

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

平成23年10月19日

塗装・鋼構造物工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

種　　別

逆三角ワーレントラス補剛形式
　                 40.8ｍ 　φ500mm
・外面防食工（ＦＲＳ：本管、トラス部）

　                         ２８９ｍ2

・落橋防止装置補強工（橋軸直角方向）
                     　　　２ヵ所

概要

指名理由   ２市内に本社又は営業所等（県内本社）を有する塗装工事かつ鋼構造物工事 希望（許可）業者

¥31,404,000

¥35,100,000

¥32,974,000

¥36,855,000

¥31,900,000

契約額 ¥33,390,000 90.6 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱三牧建設工業
　　　　新潟県上越市柿崎区高寺316番地1

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市柿崎区上中山　地内

入札日

¥34,300,000

¥34,000,000

¥33,800,000

¥34,000,000

平成24年1月21日

¥34,500,000

再　入　札

¥32,000,000

¥31,800,000

¥34,400,000

¥32,100,000

制限価格を下回るため失格

入　札

平成23年10月24日

入　札　者

着手時期

¥31,300,000

¥33,500,000

¥33,900,000

¥32,300,000

¥34,500,000



　平成23年度　米山川水管橋補修工事

1 田中産業㈱

2 ㈱高舘組

3 田辺建設㈱

4 ㈱牛木組

5 ㈱日曹建設

6 ㈱保坂組

7 ㈱三牧建設工業 落　札

8 西田建設㈱

9 ㈱山﨑建設

10 ㈱有坂建設

11 ㈱大島組

12 ㈱藤新開発

13 ㈱植木組

14 ㈱谷村建設

15 敦井産業㈱

16 ㈱笠原建設

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入　札

平成23年10月24日

入　札　者

着手時期

¥3,410,000

¥3,280,000

¥3,370,000

¥3,260,000

¥3,800,000

¥3,400,000

再　入　札

¥3,200,000

¥3,300,000

¥3,350,000

¥3,220,000

¥3,250,000

¥3,400,000

¥3,300,000

¥3,300,000

平成24年1月1日

契約額 ¥3,360,000 88.4 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱三牧建設工業
　　　　新潟県上越市柿崎区高寺３１６番地１

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市柿崎区金谷　地内

入札日

種　　別

指名理由 ２市内に本社又は営業所等（県内本社）を有する塗装工事かつ管工事希望（許可）業者

¥3,191,000

¥3,620,000

¥3,350,000

¥3,801,000

¥3,350,000

¥3,410,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

平成23年10月24日

塗装・管工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

概要

外壁塗装の腐食による補修
 ・現場溶接部補強工　　４ヵ所
 ・防食保護工（ＦＲＳ防食＋保温）
   φ250mm　 9.6ｍ
 ・防食工（ＦＲＳ防食）
   φ250mm　 4.7ｍ
 ・空気弁取替（φ25）　１基



　平成23年度　第１浄水場 送水ポンプモーター修繕工事

1 田辺工業㈱

2 信愛産業㈱

3 ㈱井上商会

4 ㈱高菱

5 ㈱山田商会

6 ㈱西脇電気商会

7 ㈱サトコウ

8 ㈱大昭商事

9 ㈱雲田商会

10 ㈱角屋鉄工所

11 昱工業㈱

12 敦井産業㈱ 落　札

13 ㈱興和

14 新潟企業㈱

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

平成23年11月16日

機械器具設置工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

種　　別

概要

送水ポンプのモーターコイル巻き直し
　・モーターコイル巻き直し　　　２台
　・モーター搬出搬入据付　　　　２台
　・芯出・試運転調整　　　　　　２台

指名理由  ２市内に本社又は営業所（県内本社）を有する機械器具設置工事希望（許可）業者

\5,297,000

\5,960,000

\5,561,000

\6,258,000

\5,380,000

契約額 \5,649,000 90.3 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　敦井産業㈱ 上越支店
　　　　新潟県上越市住吉町5番16号

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市大字岩木2036番地（第1浄水場）　地内

入札日

\6,350,000

\5,200,000

\5,600,000

\5,900,000

平成24年3月15日

\6,500,000

再　入　札

\6,200,000

\6,000,000

\5,980,000

\5,500,000

制限価格を下回るため失格

入　札

平成23年11月18日

入　札　者

着手時期

\6,300,000

\5,900,000

\6,250,000

\6,100,000



　上越市大字岩木2036番地（第１浄水場）　地内

　平成23年度　第１浄水場　前・中薬品注入設備更新工事

1 昱工業㈱

2 田辺工業㈱
落札候補者
11/7 決定

入　札　調　書

工 事 名

予 定 価 格（税込み） \122,535,000 入札書比較予定価格(税抜き) \116,700,000

最低制限価格（税込み） \111,131,000 入札書比較最低制限価格(税抜き) \105,840,000

入　札　者 入　札 再　入　札

\103,000,000 最低制限価格を下回るため失格

\108,800,800

平成23年10月24日

備　　　考  制限付き一般競争入札



　平成23年度　第１浄水場 脱水機安全足場台設置工事

1 田辺工業㈱

2 信愛産業㈱

3 ㈱井上商会

4 ㈱高菱

5 ㈱山田商会 落　札

6 ㈱西脇電気商会

7 ㈱サトコウ

8 ㈱大昭商事

9 ㈱雲田商会

10 ㈱角屋鉄工所

11 昱工業㈱

12 敦井産業㈱

13 ㈱興和

14 新潟企業㈱

落札率

完成時期

金額は単位:円、入札金額は消費税抜き価格、契約金額は消費税込み価格です。　

入　札

平成23年12月6日

入　札　者

着手時期

¥3,130,000

¥3,000,000

¥3,090,000

¥2,960,000

再　入　札

¥3,145,000

¥3,000,000

¥2,890,000

¥2,995,000

¥3,150,000

¥3,100,000

辞　退

¥3,050,000

平成24年3月15日

契約額 ¥3,034,500 93.8 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　株式会社 山田商会
　　　　新潟県上越市頸城区百間町428番地3

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市大字岩木2036番地（第1浄水場）　地内

入札日

種　　別

概要

 No.1,2脱水機廻りに安全足場台の設置
 ・脱水機前方安全足場台設置　　２台
 ・脱水機脇安全足場台設置　　　２台
 ・脱水機後方安全足場台設置　　２台

指名理由  ２市内に本社又は営業所（県内本社）を有する機械器具設置工事希望（許可）業者

¥2,738,000

¥3,080,000

¥2,874,000

¥3,234,000

¥2,980,000

¥3,100,000

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

平成23年12月6日

機械器具設置工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）
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