●入札結果(指名競争入札)電子入札

那須烏山市総務課契約管財グループ

1

開札日

令和 2 年 10 月 1 日

2

開札件数 計 16 件（詳細は、下記のとおり）

工事名又は業務名

施行場所

予定価格

最低制限価格

(税抜き)

(税抜き)

落札者名

落札金額
(税抜き)

落札率

その他の応札者名
（50 音順）
㈲相河組、㈲板橋建設、

道路整備工事（社資）

那須烏山市

谷浅見平野線 その１

谷浅見

木島興業㈲、小林建設㈱、
7,920,000 円

6,930,000 円

矢澤建設㈱

7,770,000 円

98.11%

㈲高沼ブロック工業、
㈲田村建設、日光総業㈱、
森島建設㈲、山田建設㈱
㈲相河組、㈲板橋建設、

道路整備工事（社資）

那須烏山市

三ツ木松ノ木線 その１ 上境

木島興業㈲、小林建設㈱、
6,640,000 円

5,800,000 円

森島建設㈲

6,500,000 円

97.89%

㈲高沼ブロック工業、
㈲田村建設、日光総業㈱、
矢澤建設㈱、山田建設㈱
㈲相河組、㈲板橋建設、

道路排水施設工事（道路
保全）
田野倉小白井線 その１

小林建設㈱、
那須烏山市
三箇

4,320,000 円

3,770,000 円

木島興業㈲

4,230,000 円

97.92%

㈲高沼ブロック工業、
㈲田村建設、日光総業㈱、
森島建設㈲、矢澤建設㈱、
山田建設㈱

㈲板橋建設、
舗装修繕工事
（道路保全） 那須烏山市
一本松舟場川原線その１ 宮原

4,320,000 円

3,740,000 円

㈱平野建設

4,250,000 円

98.38%

㈲高沼ブロック工業、
日光総業㈱、森島建設㈲、
矢澤建設㈱、山田建設㈱
㈲相河組、㈲板橋建設、

道路整備工事（社資）

那須烏山市

関下精神場線 その１

神長

木島興業㈲、小林建設㈱、
3,150,000 円

2,750,000 円

山田建設㈱

3,080,000 円

97.78%

㈲高沼ブロック工業、
㈲田村建設、日光総業㈱、
森島建設㈲、矢澤建設㈱
宇都宮測量㈱、㈱三進、

設計業務委託（社資）
富士見台工業団地線
その 31

那須烏山市
藤田

玉川測量設計㈱、
7,450,000 円

5,930,000 円

日昌測量設計㈱

7,050,000 円

94.63%

東亜サーベイ㈱、
東洋測量設計㈱、㈱八興、
㈱ヨネヤプランニング
㈱シー・アイ・エス、

舗装長寿命化修繕計画

那 須烏 山市

策定業務委託

内

3,620,000 円

2,890,000 円

ニチレキ㈱関東支
店

㈱ダイミック、
3,400,000 円

93.92%

東亜サーベイ㈱、
㈱富貴沢建設コンサルタンツ、

富士コンサルタンツ㈱

用地調査等業務委託
（道路整備）
田野倉線 その 51

㈱総研、中央測工㈱、
那須烏山市
田野倉

1,300,000 円

1,030,000 円

宇都宮測量㈱

1,200,000 円

92.31%

日本公共測量㈱、
パスキン工業㈱、
㈱ヨネヤプランニング
㈲相河組、㈲板橋建設、

道路維持管理業務委託

那須烏山市

西部地区 その２

西部地区

3,860,000 円

3,290,000 円

木島興業㈲

3,780,000 円

97.93%

㈲高沼ブロック工業、
㈲田村建設、矢澤建設㈱、
山田建設㈱
㈲板橋建設、

道路維持管理業務委託

那須烏山市

北部地区 その２

北部地区

㈲高沼ブロック工業、
3,740,000 円

3,180,000 円

㈲相河組

3,640,000 円

97.33%

㈲田村建設、矢澤建設㈱、
山田建設㈱
㈲高沼ブロック工業、

道路維持管理業務委託

那須烏山市

南部地区 その２

南部地区

道路維持管理業務委託

那須烏山市

東部地区 その２

東部地区

3,580,000 円

3,050,000 円

㈲板橋建設

3,520,000 円

98.32%

3,550,000 円

3,020,000 円

㈲田村建設

3,370,000 円

94.93%

㈲田村建設、矢澤建設㈱、
山田建設㈱

㈲高沼ブロック工業、
矢澤建設㈱、山田建設㈱

岩原産業㈱

烏山中央処理区マンホー 那須烏山市
ルポンプ場通報装置修繕 金井 2 丁目
工事

1,490,000 円

1,390,000 円

外

（藤井産業㈱と
の同額入札のた

1,460,000 円

97.99%

荏原商事㈱栃木営業所、
㈱鶴見製作所 東京本社

め抽選決定）
㈱安藤設計、

緑地運動公園施設改修設 那須烏山市
計業務委託

藤田

1,440,000 円

1,140,000 円

㈱黒子設計事務所

1,350,000 円

93.75%

AIS 総合設計㈱、
㈱本澤建築設計事務所、
㈱渡辺有規建築企画事務所

旧七合保育園解体設計業
務委託

大桶 870 番

1,000,000 円

790,000 円

㈲山崎企画設計

920,000 円

92.00%

地

栃木県知事選挙ポスター 那須烏山市
掲示場設置等業務委託

㈱安藤設計、

那須烏山市

中央外

㈱酒井建築設計事務所、
㈱本澤建築設計事務所、
㈱渡辺有規建築企画事務所

824,000 円

設定なし

㈲川又建設

691,520 円

83.92%

㈲岡建築工業

