
１　入札調書及び結果

業務名
入札方式 条件付一般競争（事後審査方式）
入札種別

業種 土木関係建設コンサルタント業務
業務場所 館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町　地内全域
業務内容 橋梁長寿命化修繕計画更新業務
履行期限 令和4年11月30日
公告日 令和4年6月9日
開札日 令和4年6月29日

設計価格 6,180,000円(税抜)
予定価格 6,180,000円(税抜)
最低制限価格 4,921,957円(税抜)

参加者

落札者
落札額 5,550,000円(税抜）
所属名 公益財団法人　群馬県建設技術センター
備考 分割発注にかかる一抜けの取扱いあり

２　入札経過

第1回金額(税抜) 摘　要
6,100,000

5,550,000

6,100,000

6,100,000

6,050,000

6,100,000

6,180,000

6,100,000

6,150,000

6,000,000

6,300,000

6,150,000

6,080,000

(株)高崎測量

【入札結果】条件付き一般競争入札
令和４年度 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割１号）に係る条件付き一般競
争入札について入札結果を公表します。

令和４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　公益財団法人群馬県建設技術センター　理事長　岩下勝則

令和４年度　橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割１号）

紙入札

技研コンサル(株)、(株)アイ・ディー・エー、三陽技術コン
サルタンツ(株)、(株)高崎測量、アコン測量設計(株)、(株)
冨永調査事務所、(株)オウギ工設、藤和航測(株)、プロファ
設計(株)、都市開発設計(株)、(株)森エンジニアリング、
(株)測設、日進工測設計(株)

(株)アイ・ディー・エー

参加者名
技研コンサル(株)

(株)アイ・ディー・エー

三陽技術コンサルタンツ(株)

アコン測量設計(株)

(株)冨永調査事務所

(株)オウギ工設

藤和航測(株)

プロファ設計(株)

都市開発設計(株)

(株)森エンジニアリング

(株)測設

日進工測設計(株)



１　入札調書及び結果

業務名
入札方式 条件付一般競争（事後審査方式）
入札種別

業種 土木関係建設コンサルタント業務
業務場所 片品村、沼田市、渋川市　地内全域
業務内容 橋梁長寿命化修繕計画更新業務
履行期限 令和4年11月30日
公告日 令和4年6月9日
開札日 令和4年6月29日

設計価格 5,660,000円(税抜)
予定価格 5,660,000円(税抜)
最低制限価格 4,506,369円(税抜)

参加者

落札者
落札額 5,350,000円(税抜）
所属名 公益財団法人　群馬県建設技術センター
備考 分割発注にかかる一抜けの取扱いあり

２　入札経過

第1回金額(税抜) 摘　要
5,350,000

ー 一抜けのため無効

5,600,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,650,000

5,600,000

5,550,000

5,500,000

5,600,000

5,500,000

5,460,000

(株)測設

日進工測設計(株)

(株)森エンジニアリング

参加者名
技研コンサル(株)

(株)アイ・ディー・エー

三陽技術コンサルタンツ(株)

(株)高崎測量

アコン測量設計(株)

(株)冨永調査事務所

(株)オウギ工設

藤和航測(株)

プロファ設計(株)

都市開発設計(株)

技研コンサル(株)

【入札結果】条件付き一般競争入札
令和４年度 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割２号）に係る条件付き一般競
争入札について入札結果を公表します。

令和４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　公益財団法人群馬県建設技術センター　理事長　岩下勝則

令和４年度　橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割２号）

紙入札

技研コンサル(株)、(株)アイ・ディー・エー、三陽技術コン
サルタンツ(株)、(株)高崎測量、アコン測量設計(株)、(株)
冨永調査事務所、(株)オウギ工設、藤和航測(株)、プロファ
設計(株)、都市開発設計(株)、(株)森エンジニアリング、
(株)測設、日進工測設計(株)



１　入札調書及び結果

業務名
入札方式 条件付一般競争（事後審査方式）
入札種別

業種 土木関係建設コンサルタント業務
業務場所 みなかみ町　地内全域
業務内容 橋梁長寿命化修繕計画更新業務
履行期限 令和4年11月30日
公告日 令和4年6月9日
開札日 令和4年6月29日

設計価格 5,960,000円(税抜)
予定価格 5,960,000円(税抜)
最低制限価格 4,747,795円(税抜)

参加者

落札者
落札額 5,530,000円(税抜）
所属名 公益財団法人　群馬県建設技術センター
備考 分割発注にかかる一抜けの取扱いあり

２　入札経過

第1回金額(税抜) 摘　要
ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

5,700,000

5,900,000

5,800,000

5,750,000

5,650,000

5,800,000

5,850,000

5,800,000

5,530,000

5,800,000

5,760,000

(株)測設

日進工測設計(株)

(株)森エンジニアリング

参加者名
技研コンサル(株)

(株)アイ・ディー・エー

三陽技術コンサルタンツ(株)

(株)高崎測量

アコン測量設計(株)

(株)冨永調査事務所

(株)オウギ工設

藤和航測(株)

プロファ設計(株)

都市開発設計(株)

(株)森エンジニアリング

【入札結果】条件付き一般競争入札
令和４年度 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割３号）に係る条件付き一般競
争入札について入札結果を公表します。

令和４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　公益財団法人群馬県建設技術センター　理事長　岩下勝則

令和４年度　橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割３号）

紙入札

技研コンサル(株)、(株)アイ・ディー・エー、三陽技術コン
サルタンツ(株)、(株)高崎測量、アコン測量設計(株)、(株)
冨永調査事務所、(株)オウギ工設、藤和航測(株)、プロファ
設計(株)、都市開発設計(株)、(株)森エンジニアリング、
(株)測設、日進工測設計(株)



１　入札調書及び結果

業務名
入札方式 条件付一般競争（事後審査方式）
入札種別

業種 土木関係建設コンサルタント業務
業務場所 太田市、みどり市　地内全域
業務内容 橋梁長寿命化修繕計画更新業務
履行期限 令和4年11月30日
公告日 令和4年6月9日
開札日 令和4年6月29日

設計価格 5,910,000円(税抜)
予定価格 5,910,000円(税抜)
最低制限価格 4,708,570円(税抜)

参加者

落札者
落札額 5,600,000円(税抜）
所属名 公益財団法人　群馬県建設技術センター
備考 分割発注にかかる一抜けの取扱いあり

２　入札経過

第1回金額(税抜) 摘　要
ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

5,600,000

5,800,000

5,700,000

5,750,000

5,900,000

5,800,000

5,750,000

5,800,000

ー 一抜けのため無効

5,800,000

5,710,000

(株)測設

日進工測設計(株)

(株)森エンジニアリング

参加者名
技研コンサル(株)

(株)アイ・ディー・エー

三陽技術コンサルタンツ(株)

(株)高崎測量

アコン測量設計(株)

(株)冨永調査事務所

(株)オウギ工設

藤和航測(株)

プロファ設計(株)

都市開発設計(株)

三陽技術コンサルタンツ(株)

【入札結果】条件付き一般競争入札
令和４年度 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割４号）に係る条件付き一般競
争入札について入札結果を公表します。

令和４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　公益財団法人群馬県建設技術センター　理事長　岩下勝則

令和４年度　橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割４号）

紙入札

技研コンサル(株)、(株)アイ・ディー・エー、三陽技術コン
サルタンツ(株)、(株)高崎測量、アコン測量設計(株)、(株)
冨永調査事務所、(株)オウギ工設、藤和航測(株)、プロファ
設計(株)、都市開発設計(株)、(株)森エンジニアリング、
(株)測設、日進工測設計(株)



１　入札調書及び結果

業務名
入札方式 条件付一般競争（事後審査方式）
入札種別

業種 土木関係建設コンサルタント業務
業務場所 下仁田町、南牧村　地内全域
業務内容 橋梁長寿命化修繕計画更新業務
履行期限 令和4年11月30日
公告日 令和4年6月9日
開札日 令和4年6月29日

設計価格 5.450,000円(税抜)
予定価格 5.450,000円(税抜)
最低制限価格 4,344,610円(税抜)

参加者

落札者
落札額 5,150,000円(税抜）
所属名 公益財団法人　群馬県建設技術センター
備考 分割発注にかかる一抜けの取扱いあり

２　入札経過

第1回金額(税抜) 摘　要
ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

5,150,000

5,200,000

5,300,000

5,300,000

5,300,000

5,250,000

5,300,000

ー 一抜けのため無効

5,300,000

5,240,000

(株)測設

日進工測設計(株)

(株)森エンジニアリング

参加者名
技研コンサル(株)

(株)アイ・ディー・エー

三陽技術コンサルタンツ(株)

(株)高崎測量

アコン測量設計(株)

(株)冨永調査事務所

(株)オウギ工設

藤和航測(株)

プロファ設計(株)

都市開発設計(株)

(株)高崎測量

【入札結果】条件付き一般競争入札
令和４年度 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割５号）に係る条件付き一般競
争入札について入札結果を公表します。

令和４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　公益財団法人群馬県建設技術センター　理事長　岩下勝則

令和４年度　橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割５号）

紙入札

技研コンサル(株)、(株)アイ・ディー・エー、三陽技術コン
サルタンツ(株)、(株)高崎測量、アコン測量設計(株)、(株)
冨永調査事務所、(株)オウギ工設、藤和航測(株)、プロファ
設計(株)、都市開発設計(株)、(株)森エンジニアリング、
(株)測設、日進工測設計(株)



１　入札調書及び結果

業務名
入札方式 条件付一般競争（事後審査方式）
入札種別

業種 土木関係建設コンサルタント業務
業務場所 榛東村、吉岡町、嬬恋村、東吾妻町　地内全域
業務内容 橋梁長寿命化修繕計画更新業務
履行期限 令和4年11月30日
公告日 令和4年6月9日
開札日 令和4年6月29日

設計価格 4,980,000円(税抜)
予定価格 4,980,000円(税抜)
最低制限価格 3,971,718円(税抜)

参加者

落札者
落札額 4,600,000円(税抜）
所属名 公益財団法人　群馬県建設技術センター
備考 分割発注にかかる一抜けの取扱いあり

２　入札経過

第1回金額(税抜) 摘　要
ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

4,600,000

4,750,000

4,800,000

4,800,000

4,750,000

4,800,000

ー 一抜けのため無効

4,800,000

4,780,000

(株)測設

日進工測設計(株)

(株)森エンジニアリング

参加者名
技研コンサル(株)

(株)アイ・ディー・エー

三陽技術コンサルタンツ(株)

(株)高崎測量

アコン測量設計(株)

(株)冨永調査事務所

(株)オウギ工設

藤和航測(株)

プロファ設計(株)

都市開発設計(株)

アコン測量設計(株)

【入札結果】条件付き一般競争入札
令和４年度 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割６号）に係る条件付き一般競
争入札について入札結果を公表します。

令和４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　公益財団法人群馬県建設技術センター　理事長　岩下勝則

令和４年度　橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割６号）

紙入札

技研コンサル(株)、(株)アイ・ディー・エー、三陽技術コン
サルタンツ(株)、(株)高崎測量、アコン測量設計(株)、(株)
冨永調査事務所、(株)オウギ工設、藤和航測(株)、プロファ
設計(株)、都市開発設計(株)、(株)森エンジニアリング、
(株)測設、日進工測設計(株)



１　入札調書及び結果

業務名
入札方式 条件付一般競争（事後審査方式）
入札種別

業種 土木関係建設コンサルタント業務
業務場所 藤岡市、甘楽町、神流町、上野村　地内全域
業務内容 橋梁長寿命化修繕計画更新業務
履行期限 令和4年11月30日
公告日 令和4年6月9日
開札日 令和4年6月29日

設計価格 4,980,000円(税抜)
予定価格 4,980,000円(税抜)
最低制限価格 3,971,718円(税抜)

参加者

落札者
落札額 4,700,000円(税抜）
所属名 公益財団法人　群馬県建設技術センター
備考 分割発注にかかる一抜けの取扱いあり

２　入札経過

第1回金額(税抜) 摘　要
ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

ー 一抜けのため無効

4,700,000

4,800,000

4,850,000

4,750,000

4,800,000

ー 一抜けのため無効

4,800,000

4,770,000

(株)測設

日進工測設計(株)

(株)森エンジニアリング

参加者名
技研コンサル(株)

(株)アイ・ディー・エー

三陽技術コンサルタンツ(株)

(株)高崎測量

アコン測量設計(株)

(株)冨永調査事務所

(株)オウギ工設

藤和航測(株)

プロファ設計(株)

都市開発設計(株)

(株)冨永調査事務所

【入札結果】条件付き一般競争入札
令和４年度 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割７号）に係る条件付き一般競
争入札について入札結果を公表します。

令和４年６月２９日
　　　　　　　　　　　　公益財団法人群馬県建設技術センター　理事長　岩下勝則

令和４年度　橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（分割７号）

紙入札

技研コンサル(株)、(株)アイ・ディー・エー、三陽技術コン
サルタンツ(株)、(株)高崎測量、アコン測量設計(株)、(株)
冨永調査事務所、(株)オウギ工設、藤和航測(株)、プロファ
設計(株)、都市開発設計(株)、(株)森エンジニアリング、
(株)測設、日進工測設計(株)


