
指　名　業　者　名 入札金額（円）

坂川建設鉱業　株式会社 5,370,000

有限会社　矢吹管工 5,280,000

佐藤設備　株式会社 5,400,000

シタキホームサービス　株式会社 5,300,000

太洋エンジニアリング　株式会社 5,400,000

有限会社　藤充建設工業 5,250,000

藤岡水道工業　有限会社 5,420,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　あい設計 6,100,000

株式会社　宮﨑建築設計事務所 5,844,000

株式会社　木村建築設計事務所 6,100,000

株式会社　ユー・ディ・ディ設計 6,300,000

株式会社　塩飽設計 6,150,000

株式会社　いけ設計 6,400,000

有限会社　いしだ工芸社 6,000,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　エイト日本技術開発 6,200,000

中電技術コンサルタント　株式会社 6,460,000

日本インフラマネジメント　株式会社 6,250,000

内海建設コンサルタント　株式会社 6,300,000

西部技術コンサルタント　株式会社 6,000,000

株式会社　なんば技研 6,300,000

株式会社　山陽設計 6,250,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　志多木組 9,290,000

谷本建設　株式会社 9,550,000

株式会社　小田組 9,530,000

中村建設　株式会社　井原支店 9,200,000

有限会社　浅田ハウス 9,400,000

名合建設　株式会社 9,350,000

美星建材　有限会社 9,350,000

株式会社　井原工務店 9,400,000

第１１２８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。

２０１７年 ８月１０日

ＮＯ １１２８

赤 旗 井 原 出 張 所

井原市井原町１０３ （℡ 62-6200）き ず な
７月に３２件の工事入札がありました。主なものを先週に続いてお知らせします。

１．工 事 名 芳井支所庁舎耐震補強・実施設計業務委

託

２．工事場所 井原市芳井町吉井 地内

３．路河川名 井原市芳井支所

４．契約の種類 指名競争入札

５．入 札 日 平成２９年７月６日

請 負 人 株式会社 宮崎建築設計事務所

契約金額 ６,３１１,５２０円

竣功予定年月日 平成２９年１１月１４日

１．工 事 名 社会資本整備総合交付金事業 橋梁点検

業務委託

２．工事場所 井原市東江原町谷古屋 地内 外

３．路河川名 市道 高橋青木線（唐田橋）外

４．契約の種類 指名競争入札

５．入 札 日 平成２９年７月２１日

請 負 人 西部技術コンサルタント 株式会社

契約金額 ６,４８０,０００円

竣功予定年月日 平成３０年１月５日

１．工 事 名 公共下水道 水道管移転工事

２．工事場所 井原市東江原町南平井 地内

３．路河川名 東江原汚水枝線 補助その１０－４ 外

４．契約の種類 指名競争入札

５．入 札 日 平成２９年７月２１日

請 負 人 有限会社 藤充建設工業

予定価格 ５,５４０,０００円

契約金額 ５,６７０,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.７７％

竣功予定年月日 平成３０年２月２８日

１．工 事 名 井原市美星支所庁舎改造工事

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 制限付一般競争入札

５．入 札 日 平成２９年７月６日

請 負 人 中村建設 株式会社 井原支店

予定価格 ９,７２０,０００円

契約金額 ９,９３６,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.６５％

竣功予定年月日 平成２９年１１月２０日



指　名　業　者　名 入札金額（円）

名合建設　株式会社 80,600,000

株式会社　小田組 81,000,000

坂川建設鉱業　株式会社 79,500,000

美星開発興業　株式会社 80,800,000

トーダ工業　有限会社 80,850,000

佐藤設備　株式会社 82,000,000

シタキホームサービス　株式会社 80,200,000

太洋エンジニアリング　株式会社 82,530,000

有限会社　藤充建設工業 80,650,000

道城設備 81,270,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　志多木組 18,400,000

片山建設　有限会社 18,150,000

多賀建設　株式会社 18,700,000

名合建設　株式会社 18,700,000

谷本建設　株式会社 18,500,000

有限会社　藤原組 18,460,000

株式会社　佐能松山園 18,500,000

株式会社　小田組 18,600,000

有限会社　幸栄興業 18,290,000

株式会社　筒井建設 18,500,000

有限会社　猪原組 18,500,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　志多木組 36,700,000

片山建設　有限会社 35,240,000

多賀建設　株式会社 35,200,000

名合建設　株式会社 35,600,000

谷本建設　株式会社 34,910,000

有限会社　藤原組 31,800,000

株式会社　佐能松山園 33,100,000

株式会社　小田組 35,600,000

有限会社　幸栄興業 32,340,000

株式会社　筒井建設 35,400,000

有限会社　猪原組 35,640,000

指　名　業　者　名 入札金額（円）

株式会社　志多木組 30,000,000

片山建設　有限会社 29,390,000

名合建設　株式会社 29,150,000

谷本建設　株式会社 30,000,000

有限会社　藤原組 29,430,000

株式会社　佐能松山園 29,300,000

株式会社　小田組 29,100,000

有限会社　幸栄興業 29,450,000

株式会社　筒井建設 29,500,000

有限会社　猪原組 29,800,000

第１１２８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 簡易水道再編推進事業 水道施設整備
（配水管）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
４．契約の種類 指名競争入札
５．入 札 日 平成２９年７月２７日

請 負 人 坂川建設鉱業 株式会社
予定価格 ８４,２２０,０００円
契約金額 ８５,８６０,０００円
落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.４０％
竣功予定年月日 平成３０年３月１９日

下請契約額の総額が４,０００万円を超える場合は、
特定建設業の許可及び監理技術者を配置が必要。

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 西江原汚水枝線 補助その３６－４外

４．契約の種類 制限付一般競争入札

５．入 札 日 平成２９年７月２７日

請 負 人 片山建設 有限会社

予定価格 １９,２３０,０００円

契約金額 １９,６０２,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.３８％

竣功予定年月日 平成３０年１月１９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 井原市芳井町吉井 地内

３．路河川名 西吉井汚水枝線 補助その１－５ 外

４．契約の種類 制限付一般競争入札

５．入 札 日 平成２９年７月２７日

請 負 人 株式会社 小田組

予定価格 ３０,７００,０００円

契約金額 ３１,４２８,０００円

落札率(入札金額/予定価格×１００) ９４.７９％

竣功予定年月日 平成３０年２月２日

１．工 事 名 公共下水道 汚水管埋設工事
２．工事場所 井原市東江原町青木 地内
３．路河川名 東江原汚水枝線 補助その１１－４ 外
４．契約の種類 制限付一般競争入札
５．入 札 日 平成２９年７月２７日

請 負 人 有限会社 藤原組
予定価格 ３６,７５０,０００円
契約金額 ３４,３４４,０００円
落札率(入札金額/予定価格×１００) ８６.５３％
竣功予定年月日 平成３０年３月９日

㈲藤原組の入札額は井原市低入札価格調査要領第３条に規
定する低入札調査基準価格を下回ったため、同要領第4条
に基づく調査の結果、同要領第8条に基づき㈲藤原組を落
札候補者と決定。


