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入 札 結 果 に つ い て 

 

 

１．板倉町役場庁舎建設事業 造成工事 第１期工事 

 

（1）工  種：土木一式工事 

（2）入札方法：指名競争入札 

（3）開 札 日：平成２８年８月１０日 

（4）設 計 額：８３，３３０，０００円（消費税抜き） 

（5）予定価格：８３，３３０，０００円（消費税抜き） 

（6）落 札 額：８２，０００，０００円（消費税抜き） 

（7）落 札 率：９８．４０％ 

（8）契 約 額：８８，５６０，０００円（内消費税６，５６０，０００円） 

（9）工  期：議会議決日の翌日 から 平成２９年２月２８日 まで 

（10）工事概要：盛土工、擁壁工、側溝工、管渠工、調整池工、縁石工等 一式 

（11）落札業者：尾崎建設㈱ （代表取締役.尾崎政男、所在.板倉町大字西岡新田 421） 

（12）入札経過：                         （消費税抜き：千円） 

業者名 / 所在 第 1回 第 2回 第 3回 備考 

尾崎建設㈱ 板倉町大字西岡新田 421 82,000   落札 

㈲坂田建設 板倉町大字海老瀬 2763 82,300    

福地建設㈲ 板倉町大字西岡 178-3 82,400    

小曽根建設㈱ 館林市花山町 2709 82,600    

荒井建設㈱ 明和町大佐貫 687 82,800    

原工業㈱ 館林市足次町 1047 83,000    

本島建設㈱ 館林市足次町 1220-1 83,100    

河本工業㈱ 館林市北成島町 2544 84,000    

柳瀬建設㈱ 館林市美園町 5-31 85,920    
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２．板倉町役場庁舎建設事業 建築工事 

 

（1）工  種：建築一式工事 

（2）入札方法：一般競争入札（条件付き） 

（3）開 札 日：平成２８年８月２４日 

（4）設 計 額：１，２４２，６００，０００円（消費税抜き） 

（5）予定価格：１，２４２，６００，０００円（消費税抜き） 

（6）最低制限価格：  ８６９，８２０，０００円（消費税抜き） 

 （7）落 札 額：  ９６５，０００，０００円（消費税抜き） 

（8）落 札 率：７７．６５％ 

（9）契 約 額：１，０４２，２００，０００円（内消費税７７，２００，０００円） 

（10）工  期：議会議決日の翌日 から 平成３０年３月２０日 まで 

（11）工事概要：構造；鉄筋コンクリート造・一部プレストレス鉄筋コンクリート造 

階数；地上３階・一部搭屋１階、延床面積；４,１８２.７４㎡ 

 （12）落札業者：河本・徳川 板倉町役場庁舎建設事業建築工事特定建設工事共同企業体  

（代表者；河本工業㈱ 代表取締役.河本 榮一、所在.館林市北成島町 2544） 

        （構成員；㈱徳川組 代表取締役.又野 繁、所在.邑楽町大字赤堀 1111） 

（13）入札経過：                         （消費税抜き：千円） 

業者名 / 所在 第 1回 第 2回 第 3回 備考 

河本・徳川 JV 館林市北成島町 2544 965,000   落札 

㈱中道組 関東支店 大泉町富士 3-21-18 1,125,000    

小林工業㈱ 前橋市表町 2-11-8 1,156,000    

石川建設㈱ 太田市浜町 10-33 1,267,600    

佐田建設㈱ 前橋市元総社町 1-1-7 1,269,200    

石橋建設工業㈱ 太田市東本町 53-53 －   辞退 

関東建設工業㈱ 太田市別所町 332 －   辞退 

守屋建設㈱ 太田市新井町 515-8 －   辞退 
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３．板倉町役場庁舎建設事業 電気設備工事 

 

（1）工  種：電気工事 

（2）入札方法：一般競争入札（条件付き） 

（3）開 札 日：平成２８年８月２４日 

（4）設 計 額：１８８，９００，０００円（消費税抜き） 

（5）予定価格：１８８，９００，０００円（消費税抜き） 

（6）最低制限価格：１３２，２３０，０００円（消費税抜き） 

（7）落 札 額：１３９，５００，０００円（消費税抜き） 

（8）落 札 率：７３．８４％ 

（9）契 約 額：１５０，６６０，０００円（内消費税１１，１６０，０００円） 

（10）工  期：議会議決日の翌日 から 平成３０年３月２０日 まで 

（11）工事概要：電灯設備工、動力設備工、受変電設備工、火災報知設備工等 一式 

 （12）落札業者：菅谷電気工事㈱ （代表取締役.大塚 和彦、所在.前橋市大渡町 1-23-15） 

（13）入札経過：                         （消費税抜き：千円） 

業者名 / 所在 第 1回 第 2回 第 3回 備考 

菅谷電気工事㈱ 前橋市大渡町 1-23-15 139,500   落札 

㈱関電工 

東毛内線営業所 
太田市西新町 10-10 146,500    

三興電気㈱ 桐生市広沢町 5-1167 164,980    

住友電設㈱ 

群馬営業所 
太田市新島町 884-4 174,600    

㈱万代電気工業 

群馬営業所 
佐波郡玉村町下新田 303 176,000    

マルフク電気㈱ 伊勢崎市宮子町 3438-6 183,000    

大光電設㈱ 館林市日向町 1019-4 184,900    

利根電気工事㈱ 前橋市箱田町 565-1 198,000    

藤田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 高崎市飯塚町 1174-5 229,000    

門倉電機㈱ 

前橋営業所 
前橋市西善町 621 －   辞退 

宮島電気工事㈱ 高崎市下豊岡町 285 －   辞退 

双和電業㈱ 前橋市小屋原町 722-1 －   辞退 
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４．板倉町役場庁舎建設事業 機械設備工事 

 

（1）工  種：管工事 

（2）入札方法：一般競争入札（条件付き） 

（3）開 札 日：平成２８年８月２４日 

（4）設 計 額：２４２，２００，０００円（消費税抜き） 

（5）予定価格：２４２，２００，０００円（消費税抜き） 

（6）最低制限価格：１６９，５４０，０００円（消費税抜き） 

（7）落 札 額：２３０，０００，０００円（消費税抜き） 

（8）落 札 率：９４．９６％ 

（9）契 約 額：２４８，４００，０００円（内消費税１８，４００，０００円） 

（10）工  期：議会議決日の翌日 から 平成３０年３月２０日 まで 

（11）工事概要：空気調和設備工、給排水衛生設備工 一式 

（12）落札業者：ヤマト・神寛 板倉町役場庁舎建設事業機械設備工事特定建設工事共同企業体 

（代表者；㈱ヤマト 代表取締役.町田 豊、所在.前橋市古市町 118） 

        （構成員；㈱神寛 代表取締役.神谷 晋太郎、所在.館林市松原 2-6-26） 

（13）入札経過：                                               （消費税抜き：千円） 

業者名 / 所在 第 1回 第 2回 第 3回 備考 

ヤマト・神寛 JV 前橋市古市町 118 230,000   落札 

㈱グンエイ 太田市福沢町 161-7 245,800    

熊井戸工業㈱ 高崎市江木町 710-1 249,000    

㈱キンケン 桐生市相生町 2-588-59 252,000    

春山設備工業㈱ 太田市新島町 779-2 254,700    

㈱トーカイ 太田市下浜田町 117 254,800    

藤田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 高崎市飯塚町 1174-5 262,000    

 


