
　平成24年度　管漏水修繕資材

1 ㈱エム・エー・シー

2 敦井産業㈱

3 ㈱井上商会

4 ㈱上越工産

5 小形商工㈱

6 ㈱サトコウ

7 ㈱丸互

8 ㈱新金谷

9 新潟企業㈱

10 ㈱ミヤシゲ 落札

落札率 82.8 ％

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。　

平成24年4月26日

物品

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み） ¥3,666,000

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
ヤノジョイント（TN-65）又は同等品　1式
（φ350、φ450、φ500、φ600、φ700、φ800）

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）
上越市柿崎区上中山1番地（第2浄水場脱水機棟）

再　入　札

入札日

種　　別

－

¥3,491,429

－

平成24年7月25日

契約額 ¥3,034,500

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱ミヤシゲ　上越営業所
　　　　新潟県上越市大字石沢１４６４－４

入　札

¥3,250,000

¥3,390,000

¥2,890,000

平成24年4月27日

入　札　者

着手時期

辞　退

¥3,380,000

¥3,420,000

¥3,990,000

¥3,390,000

指名理由

¥3,400,000

辞　退

２市内に本社又は営業所を有するガス水道関連物品・水道配管材料希望（取扱）業者



　平成24年度  第１浄水場 浄水処理棟外壁改修工事

1 田中産業㈱

2 ㈱平林塗装

3 ㈱高舘組 落　札

4 （資）美工舎田辺塗装店

5 久保田建設㈱

6 田辺建設㈱

7 ㈱牛木組

8 ㈱山﨑建設

9 ㈱保坂組

10 シマヅ防水㈱

11 中田建設㈱

12 大栄建設㈱

13 ㈱大島組

14 ㈲ヤカタ建設

15 ㈱小島塗装店

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。　

¥27,000,000

¥27,300,000

¥27,100,000

¥26,800,000

―

¥26,500,000

¥26,900,000

¥26,400,000

¥29,700,000

¥26,000,000

¥28,900,000

¥25,800,000

¥26,800,000

¥29,800,000

¥30,000,000

¥29,400,000

¥28,650,000

平成24年5月30日

入　札　者

着手時期

¥29,250,000

¥28,200,000

契約の相手方の名称･住所
　　　株式会社 高舘組
　　　　新潟県上越市西本町2丁目1番5号

¥27,200,000

¥26,200,000

¥29,500,000

平成24年9月6日

契約額 ¥27,090,000 95.7 ％

再　入　札

¥26,500,000

¥30,000,000

¥27,500,000

¥28,500,000

¥28,300,000

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 概要

浄水処理棟外壁改修
・クラック補修　　525ｍ
・鉄筋爆裂部処理　350ヵ所
・コンクリート欠落部モルタル充填 175ヵ所

・外壁防水型複層塗材E  1,750ｍ2

・シーリング　　1,706ｍ
・枠組本足場　　1,830ｍ2
・ブラケット足場　225ｍ

入　札

¥28,000,000

種　　別

平成24年5月25日

塗装工事・防水工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

指名理由  ２市内に本社を有する塗装工事かつ防水工事希望（許可）業者

¥24,180,000

¥26,960,000

¥25,389,000

¥28,308,000

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)

棄　権

¥29,000,000



　平成24年度　地下式空気弁修繕（その２）工事

1 ㈱源建設

2 ㈱松沢建設

3 ㈱保坂組

4 ㈱牧信 落　札

5 大和電建㈱

6 ㈱上越コープサービス

7 ㈱三牧建設工業

8 ㈱カタギリ設備

9 ㈱大昭商事

10 ㈱雲田商会

11 ㈱古田組

12 清水建材㈱

13 ㈱芳栄

14 ㈱藤新開発

15 ㈱佐藤興産

16 ㈱ホソノ電気トータス

17 ㈱角屋鉄工所

18 ㈱蓑和土建

19 ㈲マルタケ

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。　

¥3,000,000 制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

空気弁、補修弁取替（不断水工法）２ヵ所

空気弁ボックス取替　　　２ヵ所
概要

¥3,050,000

¥3,000,000

制限価格を下回るため失格

制限価格を下回るため失格

辞　退

¥3,100,000

¥3,080,000

制限価格を下回るため失格

辞　退

辞　退

¥3,030,000

¥3,120,000

平成24年6月6日

入　札　者

着手時期

辞　退

¥2,950,000

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

¥3,040,000

平成24年10月3日

契約額 ¥3,192,000 88.4 ％

再　入　札

制限価格を下回るため失格

¥3,100,000

辞　退

辞　退

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市吉川区竹直、西野島　地内

入札日

入　札

¥2,980,000

種　　別

平成24年6月4日

管工事

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

指名理由  ２市内に本社を有する管工事希望（許可）業者

¥3,034,000

¥3,440,000

¥3,185,000

¥3,612,000

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)

¥2,950,000

¥3,050,000



　平成24年度　重川水管橋（左岸）漏水修繕工事

1 ㈱サトコウ

2 田中産業㈱

3 上越ガスサービス㈱

4 ㈱環境サービス

5 ㈲桐山設備工業

6 ㈱有坂建設

7 ㈱日曹建設

8 ㈱澤井組

9 ㈲日栄設備工業

10 青海建設㈱

11 ㈱大島組

12 昱工業㈱

13 ㈱新潟日立

14 ㈱植木組

15 ㈱ナカムラ

16 ㈱興和

17 北栄建設㈱ 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。　

入札書比較最低制限価格(税抜き)

入札書比較予定価格(税抜き)

¥4,300,000

最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み）

¥4,118,000

¥4,666,667

¥4,323,000

¥4,900,000

¥4,250,000

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市三ツ橋　地内

入札日

種　　別

平成24年6月27日

管工事

概要

・左岸橋台部掘削　D=2.8ｍ、W=3.2ｍ、H=3.25ｍ
・矢板Ⅲ型　L=11.0ｍ×22枚
・φ700鋼管切断、ジュート巻鋼管（支給品）
　L=1.0ｍ 鋼管溶接接合2ヵ所
・左岸橋台部はつり2㎥、防護コンクリート3.0㎥、
　アンカー21本
・洗浄用排水設備仮設配管φ200　L=22.0ｍ

契約額 ¥4,357,500 88.9 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　北栄建設㈱ 上越支店
　　　　上越市藤巻8番12号

平成24年6月28日

¥4,450,000

¥4,350,000

¥4,240,000

¥4,400,000

平成24年9月25日

¥4,340,000

¥4,180,000

再　入　札

¥4,300,000

¥4,280,000

¥4,360,000

入　札

¥4,200,000

入　札　者

着手時期

辞　退

¥4,350,000

¥4,270,000

¥4,150,000

¥4,400,000

指名理由 ２市内に本社または営業所（県内本社）を有する管工事希望（許可）業者



　平成24年度　地下式空気弁修繕（その１）工事

1 信愛産業㈱

2 ㈱源建設

3 上新開発㈱

4 ㈱石田工業所 落　札

5 相村建設㈱

6 上越技研㈱

7 頸城建設㈱

8 ㈱カタギリ設備

9 ㈱大昭商事

10 ㈱雲田商会

11 ㈱古田組

12 清水建材㈱

13 昱工業㈱

14 ㈱新潟日立

15 ㈱植木組

16 ㈱ナカムラ

17 ㈱興和

18 北栄建設㈱

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24年7月6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・副弁取替え（不断水工法）２ヵ所

空気弁ボックス取替え　２ヵ所

指名理由 ２市内に本社または営業所（県内本社）を有する管工事希望（許可）業者

\2,900,000

\3,290,000

\3,045,000

\3,454,500

\3,600,000

\3,800,000

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市大字高和町、三和区柳林　地内

入札日

種　　別

平成24年11月2日

契約額 \3,360,000 97.3 ％

契約の相手方の名称･住所
　　　㈱石田工業所
　　　　新潟県上越市石橋7番14号

\3,300,000

辞　退

\3,400,000

\3,500,000

\3,280,000

\3,480,000

再　入　札

\3,800,000

\3,540,000

\3,600,000

\3,330,000

入　札

平成24年7月6日

入　札　者

着手時期

辞　退

\3,500,000

\3,200,000

\3,290,000

\3,560,000

\3,700,000



　平成24年度　地下式空気弁修繕（その３）工事

1 田辺工業㈱

2 ㈱井上商会

3 ㈱高菱

4 ㈱山田商会 落　札

5 北陸工業㈱

6 ㈱イズミ

7 ㈱頸城建工

8 スミダ工業㈱

9 ライフライン妙高㈱

10 ㈱草間組

11 ㈱野本組

12 ㈱矢野電気工業所

13 昱工業㈱

14 ㈱新潟日立

15 ㈱植木組

16 ㈱ナカムラ

17 ㈱興和

18 北栄建設㈱

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。　

\4,900,000

\5,500,000

空気弁、副弁取替（不断水工法）３ヵ所

空気弁ボックス取替　　　３ヵ所
概要

辞　退

\4,850,000

制限価格を下回ったため失格

\5,250,000

制限価格を下回ったため失格

\5,200,000

\4,600,000

\3,460,000

\5,120,000

平成24年7月9日

入　札　者

着手時期

辞　退

\3,600,000

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

\4,490,000

平成24年11月5日

契約額 \4,714,500 91.6 ％

再　入　札

制限価格を下回ったため失格

\5,000,000

辞　退

\4,300,000

入　札　結　果

工事場所

工 事 名

　上越市大潟区里鵜島新田、吉崎新田　地内

入札日

入　札

\4,950,000

種　　別

平成24年7月9日

管工事

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）有する管工事希望（許可）業者

\4,322,000

\4,900,000

\4,538,000

\5,145,000

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)

\4,950,000

\5,000,000



　上越市大字岩木2036番地（第１浄水場）　地内

　平成24年度 第１浄水場 ろ過池耐震補強工事

再 々 入 札再　入　札

入　札　調　書

\0 入札書比較予定価格(税抜き) \0

\0

工 事 名

予 定 価 格(税込み)

入札書比較最低制限価格(税抜き) \0最低制限価格(税込み)

入　札　者 入　札

入札参加者がいないため不調

 制限付き一般競争入札

平成24年8月10日

備　　　考



○ 　妙高市大字上新保・姫川原　地内

　平成24年度　関川水管橋修繕工事

1 北栄建設㈱
落札候補者
8/21 決定

2 ㈱山﨑建設

入　札　調　書

工 事 名

予 定 価 格(税込み)

最低制限価格(税込み)

入　札　者 入　札 再　入　札 再 々 入 札

\78,918,000

\71,122,000

76,800,000 76,000,000

77,500,000 76,500,000

平成24年8月10日

備　　　考  制限付き一般競争入札

入札書比較予定価格(税抜き)

入札書比較最低制限価格(税抜き)

\75,160,000

\67,736,000

75,000,000

75,500,000







　平成24年度 第1浄水場 非常用自家発電設備点検業務委託

1 田辺工業㈱

2 ㈱東光クリエート

3 信愛産業㈱ 落　札

4 ㈱西脇電気商会

5 ㈱城東電工

6 大和電建㈱

7 上越技研㈱

8 ㈱山本電気

9 ㈱山田商会

10 ㈱環境サービス

11 ㈱ホソノ電気トータス

12 ㈱テクノス応用

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。　

¥4,091,000

－最低制限価格（税込み）

予 定 価 格（税込み） ¥4,295,550

－

非常用自家発電設備点検　　１式
ガスタービン機関部品　　　１式
諸経費　　　　　　　　　　１式

入　札　者

平成24年11月20日

役務

¥4,300,000

辞　退

¥4,000,000

¥4,180,000

種　　別

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

入札日

入　札 再々入札

契約額

指名理由 ２市内に本社を有する電気工事希望（許可）業者

　　　信愛産業㈱
　　　　新潟県上越市大字黒井575番地1

着手時期

¥4,320,000

¥4,250,000

¥4,100,000

契約の相手方の名称･住所

¥4,250,000

¥4,230,000

¥4,400,000

¥4,140,000

¥4,300,000

¥4,200,000

平成24年11月22日

97.8 ％

平成25年1月20日

落札率

完成時期

概要

再　入　札

入札書比較予定価格(税抜き)

入札書比較最低制限価格(税抜き)


