
指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　志多木組 59,200,000

有限会社　猪原組 60,400,000

片山建設　有限会社 59,100,000

株式会社　筒井建設 59,770,000

谷本建設　株式会社 60,100,000

株式会社　佐能松山園 59,400,000

株式会社　小田組 60,000,000

名合建設　株式会社 60,000,000

有限会社　藤原組 59,700,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　志多木組 59,000,000

有限会社　猪原組 59,300,000

片山建設　有限会社 58,650,000

株式会社　筒井建設 59,000,000

谷本建設　株式会社 58,700,000

株式会社　佐能松山園 58,800,000

株式会社　小田組 58,300,000

名合建設　株式会社 58,450,000

有限会社　藤原組 58,590,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

名合建設　株式会社 47,900,000

株式会社　小田組 47,500,000

坂川建設鉱業　株式会社 46,500,000

美星開発興業　株式会社 47,000,000

トーダ工業　有限会社 47,610,000

佐藤設備　株式会社 47,580,000

シタキホームサービス　株式会社 47,200,000

太洋エンジニアリング　株式会社 47,200,000

道城設備 入札辞退

指　名　業　者　名 入札金額（円）

坂川建設鉱業　株式会社 40,000,000

美星開発興業　株式会社 40,100,000

トーダ工業　有限会社 40,520,000

有限会社　矢吹管工 39,660,000

佐藤設備　株式会社 39,800,000

シタキホームサービス　株式会社 40,160,000

太洋エンジニアリング　株式会社 39,500,000

有限会社　藤充建設工業 39,750,000

藤岡水道工業　有限会社 39,800,000

第１０８９号 赤旗読者ニュース （１）

読者ニュース「きずな」に対するご意見や情報をしんぶん赤旗の配達・集金者にどしどしお寄せください。

２０１６年 ９月２２日

ＮＯ １０８９

赤 旗 井 原 出 張 所

井原市井原町１０３ （℡ 62-6200）きずな
平成２８年８月に２０件の工事入札がありました。

主なものは次のとおりです。

１．工 事 名 公共下水道 汚水管埋設工事

２．工事場所 井原市西江原町戸倉 地内

３．路河川名 西江原汚水幹・枝線 補助その８－１外

４．契約の種類 制限付一般競争入札

５．入 札 日 平成２８年８月２日

請 負 人 片山建設 有限会社

予定価格 ６２,２６０,０００円

契約金額 ６３,８２８,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.９２％

竣功予定年月日 平成２９年３月１０日

１．工 事 名 指定環境保全公共下水道 汚水管埋設工事

２．工事場所 井原市芳井町吉井 地内

３．路河川名 西吉井汚水枝線 補助その１－１外

４．契約の種類 制限付一般競争入札

５．入 札 日 平成２８年８月２日

請 負 人 株式会社 小田組

予定価格 ６１,４８０,０００円

契約金額 ６２,９６４,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.８３％

竣功予定年月日 平成２９年３月３日

１．工 事 名 簡易水道再編推進事業 水道施設整備工事

２．工事場所 井原市美星町宇戸谷 地内

３．路河川名 美星簡易水道 宇戸谷地区 宇戸谷配水池

４．契約の種類 指名競争入札

５．入 札 日 平成２８年８月１０日

請 負 人 坂川建設鉱業 株式会社

予定価格 ４９,０９０,０００円

契約金額 ５０,２２０,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.７２％

竣功予定年月日 平成２９年２月２８日

１．工 事 名 特定環境保全公共下水道汚水管埋設工事

２．工事場所 井原市芳井町佐原 地内

３．路河川名 佐原汚水枝線 補助その３－１外

４．契約の種類 制限付一般競争入札

５．入 札 日 平成２８年７月２６日

請 負 人 太洋エンジニアリング 株式会社

予定価格 ４４,２００,０００円

契約金額 ４５,２５２,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.８０％

竣功予定年月日 平成２９年２月１６日



指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　中電工 23,590,000

株式会社　報国電設 23,700,000

株式会社　日本電気工業所 23,400,000

有限会社　アイエス電機 23,774,000

坂本電機工業　有限会社 23,650,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　日水コン 15,580,000

中日本建設コンサルタント　株式会社 20,000,000

パシフィックコンサルタンツ　株式会社 24,408,000

株式会社　日新技術コンサルタント 20,500,000

株式会社　エイト日本技術開発 13,280,000

株式会社　ウエスコ 19,300,000

内外エンジニアリング　株式会社 20,500,000

株式会社　浪速技研コンサルタント 16,800,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　小田組 19,500,000

美星開発興業　株式会社 19,460,000

有限会社　矢吹管工 19,300,000

佐藤設備　株式会社 19,200,000

シタキホームサービス　株式会社 19,380,000

太洋エンジニアリング　株式会社 19,870,000

有限会社　藤充建設工業 19,290,000

藤岡水道工業　有限会社 19,400,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　中電工 25,100,000

株式会社　報国電設 25,250,000

株式会社　日本電気工業所 25,000,000

有限会社　アイエス電機 24,941,000

坂本電機工業　有限会社 25,200,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　中電工 24,550,000

株式会社　報国電設 24,350,000

株式会社　日本電気工業所 24,800,000

有限会社　アイエス電機 25,140,000

坂本電機工業　有限会社 24,600,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

名合建設　株式会社 23,550,000

株式会社　小田組 23,600,000

坂川建設鉱業　株式会社 23,760,000

美星開発興業　株式会社 23,850,000

トーダ工業　有限会社 24,100,000

有限会社　矢吹管工 23,800,000

藤岡水道工業　有限会社 24,230,000

道城設備 23,860,000

第１０８９号 赤旗読者ニュース （２）

生活に役立ち勇気と確信のわくしんぶん[赤旗]をお読みください(月額日刊紙３,４９７円日曜版８２３円）

この「きずな」は森本ふみお議員のブログ（http://m.okajcp.com）でも見れます

１．工 事 名 内水浸水対策調査委託

２．工事場所 井原市下水道区域内

３．路河川名 下水道計画区域(旧井原市）

４．契約の種類 指名競争入札
５．入 札 日 平成２８年８月１０日

請 負 人 株式会社 エイト日本技術開発

契約金額 １４,３４２,４００円

竣功予定年月日 平成２９年３月１７日

１．工 事 名 配水管布設替工事
２．工事場所 井原市西江原町城ノ東 地内
３．路河川名 市道 東新町戸倉1号線
４．契約の種類 指名競争入札
５．入 札 日 平成２８年８月１０日

請 負 人 佐藤設備 株式会社
予定価格 ２０,２８０,０００円
契約金額 ２０,７３６,０００円
落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.６７％
竣功予定年月日 平成２９年３月１０日

１．工 事 名 太陽光発電システム等設置工事
２．工事場所 井原市美星町三山 地内
３．路河川名 井原市美星支所
４．契約の種類 指名競争入札
５．入 札 日 平成２８年８月２５日

請 負 人 株式会社 日本電気工業所
予定価格 ２４,８９５,０００円
契約金額 ２５,２７２,０００円
落札率(入札金額/予定価格×１００) ９３.９９％
竣功予定年月日 平成２９年１月２７日

１．工 事 名 太陽光発電システム等設置工事
２．工事場所 井原市井原町 地内
３．路河川名 井原市民会館
４．契約の種類 指名競争入札
５．入 札 日 平成２８年８月２５日

請 負 人 株式会社 報国電設
予定価格 ２５,９２５,０００円
契約金額 ２６,２９８,０００円
落札率(入札金額/予定価格×１００) ９３.９２％
竣功予定年月日 平成２９年１月２７日

１．工 事 名 太陽光発電システム等設置工事
２．工事場所 井原市芳井町吉井 地内
３．路河川名 井原市芳井生涯学習センター
４．契約の種類 指名競争入札
５．入 札 日 平成２８年８月２５日

請 負 人 有限会社 アイエス電機
予定価格 ２６,５３４,０００円
契約金額 ２６,９３６,２８０円
落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.００％
竣功予定年月日 平成２９年１月２７日

１．工 事 名 簡易水道再編推進事業 水道施設整備
（配水管）工事 第１－６工区

２．工事場所 井原市芳井町種 地内
３．路河川名 芳井簡易水道 種花滝地区
４．契約の種類 指名競争入札
５．入 札 日 平成２８年８月２５日

請 負 人 名合建設 株式会社
予定価格 ２４,８５０,０００円
契約金額 ２５,４３４,０００円
落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.７７％
竣功予定年月日 平成２９年３月３日


