
（株）コスモ工業 高秀建設（株） 大月工業（株） 日進建設（株）
東日本都市開発
（株）

（株）松丸開発工事 船田興業（有） 東亜道路工業（株）

28,422,360

26,317,000

（株）川上土木建設 大月工業（株）

18,363,240

17,003,000

大月工業（株） （株）川上土木建設

15,012,216

13,900,200

（株）青野工務店

（株）青野工務店

（株）青野工務店

20,628,000

19,100,000

（株）鵜澤工業 大月工業（株） 船田興業（有） （株）宮下興業 （株）近江屋商会 （株）シティ建設

15,379,200

14,240,000

（株）宮下興業 （株）鵜澤工業 大月工業(株) 船田興業（有） （株）近江屋商会

12,150,000

11,250,000

大和リース（株） 広島建設（株） 松井建設（株）

大和リース（株） 広島建設（株）

大月工業（株） （株）近江屋商会

40,446,000

37,450,000

大月工業（株） 目黒建設総業(株) （株）川上土木建設 船田興業（有） （株）宮下興業 （株）近江屋商会

19,980,000

18,500,000

防災技術センター
（株）

（株）大英電業社 平和防災（株）
エヌビーエスエンジ
ニアリング（株）

（株）小川防災
（株）サンキコーポ
レーション

（株）清水商会

13,176,000

12,200,000

不調 入札参加者なし

工藤電機工業（株） （株）八光電気工業
エヌビーエスエンジ
ニアリング（株）

（有）新栄電気

工藤電機工業（株）

24,840,000

23,000,000

平成３０年度　入札結果一覧（一般・工事）

No. 開札日（１回目） 件名及び場所 業種
予定価格
（税込）

落札率
最低制
限価格
の有無

最低制
限価格
（税込）

備考
上：落札者
中：契約額
下：落札額

参加者及び入札額

1 平成30年4月2日
側溝布設工事
白井市根地先
市道０２－００１号線

土木一式
工事

34,095,600 83.4% 有 27,276,480

26,600,000 29,500,000 29,536,000 辞退 辞退 辞退 辞退

2 平成30年4月2日
道路維持工事（Ｈ３０）
白井市内一円

ほ装工事 20,865,600 88.0% 有 16,692,480

17,697,000

3 平成30年4月2日
砂利道補修工事（Ｈ３０）
白井市内一円

ほ装工事 16,081,200 93.4% 有 12,864,960

14,101,500

4 平成30年6月21日
白井第二小学校校舎内部改修工事
白井市中１８１－２
白井第二小学校

建築一式
工事

20,697,120 99.7% 有 16,558,560

1回目

21,500,000

2回目

20,800,000

見積

5 平成30年6月21日
舗装修繕工事（Ｈ３０－１）
白井市根地先
市道００－０１０号線

ほ装工事 18,889,200 81.4% 有 15,111,360

15,500,000 18,820,000 13,368,000 辞退 辞退

6 平成30年6月21日
舗装修繕工事（Ｈ３０－２）
白井市神々廻地先
市道００－１０７号線

ほ装工事 14,904,000 81.5% 有 11,923,200

11,300,000 12,200,000 12,500,000 辞退

7 平成30年6月28日

（仮称）西白井地区コミュニティ施設新
築工事（建築工事）
白井市西白井２丁目１６番１
西白井地区コミュニティ施設建設予定
地

建築一式
工事

- -
（調査
基準価
格）

-

1回目

218,500,000 235,000,000 辞退

2回目

207,000,000 辞退

8 平成30年7月26日
第１３３期配水管布設工事
白井市富塚地先外

管工事 46,980,000 86.1% 有 37,584,000

34,500,000

9 平成30年7月26日
舗装修繕工事（Ｈ３０－３）
白井市河原子地先
市道００－００１号線

ほ装工事 24,688,800 80.9% 有 19,751,040

19,300,000 19,800,000 19,824,000 16,650,000 辞退

10 平成30年7月26日

文化センター二酸化炭素消火設備ボン
ベ交換工事
白井市復１１４８－８
文化センター

消防施設
工事

15,012,000 87.8% 有 12,009,600

14,200,000 14,220,000 14,250,000 14,570,000 15,073,000 11,000,000

11 平成30年8月27日
立木伐採等工事（Ｈ３０－１）
白井市富塚地先
市道００－１３６号線

造園工事 - - 有 -

12 平成30年8月27日

文化センター非常用電源設備改修工
事
白井市復１１４８－８
白井文化センター

電気工事 26,546,400 93.6% 有 21,237,120

1回目

28,000,000 辞退 辞退

2回目

16,160,250
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式田建設工業（株） 大和リース（株）

大和リース（株） 式田建設工業（株）

大和リース（株）

214,056,000

198,200,000

（株）宮下興業 (株)近江屋商会 大月工業（株） 目黒建設総業(株)

38,988,000

36,100,000

ショーボンド建設
（株）

市原建設工業（株） 東邦建設（株）

129,060,000

119,500,000

大月工業（株） （株）近江屋商会

26,136,000

24,200,000

不調 （株）ストラクス

不調 入札参加者なし

不調 入札参加者なし

株木建設工業（株） （株）エアーライブ 福井電機（株） （株）帝設備

株木建設工業（株） （株）エアーライブ 福井電機（株）

43,200,000

40,000,000

浦安電設（株） （株）平野電設 工藤電気工業（株）
ＮＥＣネッツエスアイ
（株）

大崎電設（株） （株）橋本電業社 東テク電工（株） 北総電器産業（株） （株）八光電気工業

25,488,000

23,600,000

（株）近江屋商会 （株）鵜澤工業 （株）宮下興業 船田興業（有） 大月工業（株） 目黒建設総業（株）

27,216,000

25,200,000

不調

不調
（株）アジア開発興
業

不調
（株）アジア開発興
業

（株）コスモ工業

13 平成30年8月9日

（仮称）西白井地区コミュニティ施設新
築工事（建築工事）
白井市西白井２丁目１６番１
西白井地区コミュニティ施設建設予定
地

建築一式
工事

214,056,000 100.0% 有 171,244,800

1回目

217,000,000 218,500,000

2回目

207,000,000 212,000,000

見積

14 平成30年8月27日
道路改良工事（Ｈ３０－１）
白井市復地先
市道０３－０１３号線

土木一式
工事

44,820,000 87.0% 有 35,856,000

42,300,000 50,000,000 56,700,000

15 平成30年9月4日
橋梁修繕工事（Ｈ３０）
白井市根地先104Ａ橋

土木一式
工事

155,919,600 82.8% 有 124,735,680

146,200,000 165,000,000

16 平成30年9月25日
第１３２期配水管布設工事
白井市冨士地先

管工事 31,309,200 83.5% 有 25,047,360

25,000,000

17 平成30年9月25日

大山口中学校柔剣道場吊り天井等耐
震改修工事
白井市大山口２－１－１
大山口中学校

建築一式
工事

- - 有 -

辞退

18 平成30年9月25日

冨士地区雨水排水対策整備工事（Ｈ３
０）
白井市冨士地先
市道１２－０１１号線外

土木一式
工事

- - 有 -

19 平成30年9月25日
道路法面改修工事
白井市名内地先
市道０８－００８号線

土木一式
工事

- - 有 -

20 平成30年10月3日

（仮称）西白井地区コミュニティ施設新
築工事（機械設備工事）
白井市西白井２丁目１６番１
西白井地区コミュニティ施設建設予定
地

管工事 43,869,600 98.5% 有 35,095,680

１回目

43,800,000 44,200,000 60,000,000

２回目

43,600,000 辞退

辞退

21 平成30年10月3日

（仮称）西白井地区コミュニティ施設新
築工事（電気設備工事）
白井市西白井２丁目１６番１
西白井地区コミュニティ施設建設予定
地

電気工事 28,501,200 89.4% 有 22,800,960

28,000,000 33,000,000 49,000,000 辞退 辞退 辞退 辞退 19,500,000

22 平成30年10月30日
舗装修繕工事（Ｈ３０－４）
白井市神々廻地先
市道００－０１２号線

ほ装工事 33,987,600 80.1% 有 27,190,080

25,950,000 26,300,000 26,953,000 辞退 23,800,000

23 平成30年10月30日

冨士地区雨水排水対策整備工事（Ｈ３
０）
白井市冨士地先
市道１２－０１１号線外

土木一式
工事

- - 有 -

24 平成30年10月30日
道路法面改修工事
白井市名内地先
市道０８－００８号線

土木一式
工事

- - 有 -

辞退

25 平成30年11月6日
道路改良工事（Ｈ３０－３）
白井市富塚地先
市道００－１３６号線

土木一式
工事

- - 有 -
82,750,000
（失格）

辞退
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不調 （株）近江屋商会

不調 （株）青野工務店

不調 （株）シティ建設

（株）シティ建設 目黒建設総業（株） （株）Ｉ．Ｇ．Ｏ

14,580,000

13,500,000

(株)コスモ工業 (株)アジア開発興業

42,984,000

39,800,000

（株）宮下興業 船田興業（有）

17,830,800

16,510,000

（株）シティ建設

9,990,000

9,250,000

26 平成30年11月14日
側溝布設工事（Ｈ３０－１）
白井市根地先
市道０２－００１号線

土木一式
工事

- - 有 -

辞退

27 平成30年11月14日

大山口中学校柔剣道場吊り天井等耐
震改修工事
白井市大山口２－１－１
大山口中学校

建築一式
工事

- - 有 -

辞退

28 平成30年11月14日
白井第二小学校北側よう壁改修工事
白井市中１８１－２
白井第二小学校

土木一式
工事

- - 有 -

辞退

29 平成30年12月13日
道路改良工事（Ｈ３０－５）
白井市冨士地先
市道１２－００２号線

土木一式
工事

15,649,200 93.2% 有 12,519,360

辞退 辞退

30 平成31年1月25日
側溝布設工事（Ｈ３０－１）
白井市根地先
市道０２－００１号線

土木一式
工事

46,008,000 93.4% 有 36,806,400

31,485,000

31 平成31年1月25日
舗装修繕工事（Ｈ３０－６）
白井市冨士地先
市道００－００７号線

ほ装工事 22,280,400 80.0% 有 17,824,320

16,590,000

32 平成31年1月25日
道路改良工事（H３０－６）
白井市清戸地先
市道１５－００３号線

土木一式
工事

10,238,400 97.6% 有 8,190,720


