
洋廣産業（株） 増田産業（株） （株）セイフティ
日本ラインサービス
（株）

森川産業（株） 北総産業（株） （株）アイ・ロード

5,751,000

5,325,000

増田産業（株）
日本ラインサービス
（株）

北総産業（株） （株）セイフティ （株）アクセス

4,204,224

3,892,800

（株）シティ建設 （株）宮下興業 （株）丸彰工務店
（有）ランディックス・
ガーデン

（株）川上土木建設 （株）青野造園土木 船田興業（有）

3,564,000

3,300,000

（有）若設工業 （有）山田水道工業 （株）大福設備 武藤設備工業（株） （株）日總

（有）若設工業 （有）山田水道工業

2,397,600

2,220,000

（株）東進ビルシス
テム

ソニック設備工業
（株）

（株）近江屋商会 （株）ダイエックス 福井電機（株） （株）ケイハイ 京葉工管（株）

5,886,000

5,450,000

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

8,964,000

8,300,000

（有）鈴木工務店 第進産業（株）
（有）ランディックス・
ガーデン

（株）青野工務店 山田建築

2,581,366

2,390,154

（株）シティ建設 （株）川上土木建設 （株）大福設備 （有）山田水道工業 武藤設備工業（株） （株）日總 山田建築

5,702,400

5,280,000

（株）宮下興業 田中建設工業（株） （株）川上土木建設 船田興業（有） （株）鵜澤工業 （株）飛翔工業 （株）シティ建設

5,724,000

5,300,000

スイス通信システム
（株）

三峰無線（株）
（株）大崎コンピュータ
エンヂニアリング

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン
（株）

ＮＥＣネッツエスアイ
（株）

2,290,680

2,121,000

（株）飛翔工業 （株）シティ建設 船田興業（有） （株）川上土木建設 田中建設工業（株） （株）宮下興業 （株）鵜澤工業

8,278,200

7,665,000

船田興業（有） 進光園緑化（株）
（有）ランディックス・
ガーデン

（株）青野造園土木 （有）大野造園 （有）白冨士園 （有）モアグリーン

11,016,000

10,200,000

富澤電設（株） 栄和産業（株）
（有）水谷電気設備
工事

（有）齊藤電気工業 （有）小松電気工事 （有）三協電化 工藤電機工業（株）

7,884,000

7,300,000

不調 （株）大福設備 （株）近江屋商会 大月工業（株） （有）山田水道工業 武藤設備工業（株） （株）日總 （有）若設工業

0

光伸（株） （株）トーコー産業
福井サービス工業
（株）

アキラ（株） 荏原実業（株） （株）第一テクノ （株）中央設備

4,255,200

3,940,000

（株）丸彰工務店 船田興業（有） （株）川上土木建設
（有）ランディックス・
ガーデン

（有）白冨士園 （株）青野工務店 山田建築

4,955,256

4,588,200

平成３０年度　入札結果一覧（指名・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3日
交通安全施設設置工事（Ｈ３
０）
白井市内一円

とび・土工・コン
クリート工事

5,962,464 96.5% 無 －

5,386,800 5,420,000 5,526,000 5,660,000 5,940,000 5,990,000

2 平成30年4月3日
道路維持区画線設置工事
（Ｈ３０）
白井市内一円

塗装工事 4,422,384 95.1% 無 －

3,981,500 4,009,400 4,041,000 4,088,520

3 平成30年4月3日

白井第二小学校駐車場増設
工事
白井市中１８１－２
白井第二小学校

土木一式工事 5,040,502 70.7% 無 -

3,900,000 5,393,000 7,040,000 7,200,000 辞退 辞退

4 平成30年4月3日
プール循環器等修繕工事
白井市南山１－７－１
南山小学校外２校

管工事 2,461,320 97.4% 無 -

1回
目

2,370,000 2,960,000 辞退 辞退 未入札

2回
目

辞退

5 平成30年4月3日

保健福祉センターＧＨＰ空調
設備更新工事
白井市復１１２３
保健福祉センター

管工事 7,151,760 82.3% 無 -

5,500,000 8,480,000 辞退 辞退 辞退 辞退

6 平成30年5月31日
道路本復旧工事（Ｈ３０）
白井市冨士地先外

ほ装工事 9,903,600 90.5% 無 -

8,460,000 8,500,000 8,600,000 9,000,000 9,250,000 辞退

7 平成30年5月31日

体育館内非構造部材耐震外
改修工事
白井市大山口２－２－１
大山口小学校外４校

建築一式工事 4,220,640 61.2% 無 -

4,630,000 5,920,000 辞退 辞退

8 平成30年5月31日
公園施設等撤去工事
白井市冨士地先
栄こどもひろば

土木一式工事 9,936,000 57.4% 無 -

6,200,000 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退

9 平成30年7月5日

排水施設設置工事（Ｈ３０－
１）
白井市木地先
市道１５－００５号線

土木一式工事 6,804,000 84.1% 無 -

6,500,000 7,100,000 8,400,000 辞退 辞退 辞退

10 平成30年8月31日

全国瞬時警報システム（Ｊ－
ＡＬＥＲＴ）受信機更新工事
白井市復1123
白井市役所

電気通信工事 2,754,000 83.2% 無 -

2,380,000 辞退 辞退 辞退

11 平成30年8月31日
道路改良工事（Ｈ３０－２）
白井市冨士地先
市道１２－００２号線

土木一式工事 9,860,400 84.0% 無 -

8,550,000 9,210,000 9,230,000 10,000,000 辞退 辞退

12 平成30年8月31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 12,225,600 90.1% 無 -

11,600,000 11,830,000 11,900,000 12,715,680 12,970,000 辞退

13 平成30年10月11日

西白井複合センター自家発
電設備更新工事
白井市清水口１-２-１
白井市西白井複合センター

電気工事 9,838,800 80.1% 無 -

7,430,000 7,490,000 7,850,000 7,930,000 9,000,000 15,000,000

14 平成30年10月11日

用水施設移設工事（Ｈ３０-
１）
白井市富塚地先市道００-１
３６号線

管工事 - - 無 -

辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退

15 平成30年10月11日

白井第三中継ポンプ場２号
ポンプ修繕工事（Ｈ３０）
白井市冨士３番７
白井第三中継ポンプ場

機械器具設置
工事

8,996,400 47.3% 無 -

5,950,000 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退

16 平成30年10月11日
学校遊具改修工事
白井市根105
白井第一小学校外１１校

とび・土工・コン
クリート工事又
は土木一式工

事

6,069,600 81.6% 無 -

7,863,500 9,150,000 9,163,000 9,340,000 辞退 辞退
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最低制
限価格
の有無

最低制
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大月工業（株） 船田興業（有） （株）川上土木建設 （株）近江屋商会 （株）宮下興業 （株）鵜澤工業 （株）シティ建設

不調 大月工業（株） 船田興業（有） （株）川上土木建設

（株）丸彰工務店
（有）ランディックス・
ガーデン

（株）青野工務店 （株）山田工務所 山田建築

1,888,920

1,749,000

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

4,104,000

3,800,000

（株）希望 （株）近江屋商会 大月工業（株） 目黒建設総業（株） (株)宮下興業 船田興業（有） （株）鵜澤工業 東亜道路工業（株） 福田道路（株） （株）飛翔工業

19,008,000

17,600,000

（株）第一テクノ アキラ（株） （株）中央設備 荏原実業（株） 光伸（株）

3,024,000

2,800,000

（株）日総 （有）山田水道工業 （株）大福設備 大月工業（株） 武藤設備工業（株）

（株）日総 （有）山田水道工業

2,268,000

2,100,000

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

4,860,000

4,500,000

常盤電業（株） （有）齊藤電気工業
（有）水谷電気設備
工事

栄和産業（株） （有）小松電気工事 富澤電設（株） （有）三協電化

4,017,600

3,720,000

（株）丸彰工務店 山田建築
（有）ランディックス・
ガーデン

（株）マツイ （株）青野工務店 （株）鵜澤工業 （有）鈴木工務店

5,488,020

5,081,500

（株）Ⅰ．Ｇ．Ｏ．
（株）アジア開発興
業

（株）近江屋商会 竹内建設（株） 昌和建設（株） （株）長門建設 （株）石浜建設 第進産業（株） （株）飛翔工業 高秀建設（株）

16,567,200

15,340,000

大月工業（株） （株）川上土木建設 田中建設工業（株） 目黒建設総業（株） 船田興業（有） （株）飛翔工業 （株）希望

大月工業（株） 田中建設工業（株） （株）川上土木建設

大月工業（株）

7,668,000

7,100,000

富澤電設（株） 新光電気工事（株）
アヅサ電気工業
（株）

大崎システック（株） 住友電設（株）

2,635,200

2,440,000

（有）モアグリーン （株）青野造園土木 （有）大野造園 進光園緑化（株）
（有）ランディックス・
ガーデン

2,257,200

2,090,000

（有）小松電気工事 富澤電設（株）
（有）水谷電気設備
工事

栄和産業（株） （有）三協電化

1,857,600

1,720,000

17 平成30年10月11日
道路改良工事（Ｈ３０－４）
白井市笹塚地先
市道２４－０２２号線

土木一式工事 - - 無 -

1回
目

8,000,000 8,265,000 8,300,000 辞退 辞退 辞退 辞退

2回
目

7,900,000 辞退 辞退

18 平成30年11月22日

公民センター窓額縁改修工
事
白井市中98-17
白井市公民センター

建築一式工事 2,090,880 90.3% 無 -

辞退 辞退 辞退 辞退

19 平成30年11月22日
駐車場舗装修繕工事
白井市大山口地先
中木戸公園

ほ装工事 5,173,200 79.3% 無 -

4,000,000 4,100,000 4,300,000 4,400,000 5,000,000 辞退

20 平成30年11月22日

冨士地区雨水排水対策整備
工事（Ｈ３０）
白井市冨士地先
市道１２－０１１号線外

土木一式工事 19,450,800 97.7% 無 -

辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退

21 平成30年11月22日

汚水マンホールポンプ場ポン
プ交換工事（Ｈ３０－２）
白井市根６８２－５番地先外
七次橋マンホールポンプ場
外

機械器具設置
工事

4,093,200 73.9% 無 -

2,850,000 380,000 4,100,000 辞退

22 平成30年11月22日

仕切弁交換及び舗装本復旧
工事（Ｈ３０－１）
白井市根地先外
市道０４－０２８号線外

管工事 2,268,000 100.0% 無 -

1回
目

2,250,000 2,820,000 辞退 辞退 辞退

2回
目

辞退

23 平成30年11月22日
舗装修繕工事（Ｈ３０－５）
白井市谷田地先
市道００－０１４号線

ほ装工事 6,350,400 76.5% 無 -

4,630,000 5,590,000 5,640,000 6,000,000 6,100,000 辞退

24 平成30年11月22日
街路灯改修工事（Ｈ３０）
白井市桜台地先
市道００－０２０号線

電気工事 5,336,800 75.3% 無 -

3,900,000 4,050,000 4,250,000 4,414,000 4,500,000 4,500,000

25 平成30年11月22日

プール槽及びプールサイド改
修工事
白井市根３３６－１５
白井第三小学校

建築一式工事 7,828,660 70.1% 無 -

6,949,000 6,990,000 12,078,000 辞退 辞退 辞退

26 平成30年11月22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 17,971,200 92.2% 無 -

17,000,000 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退

27 平成30年11月22日
道路改良工事（Ｈ３０－４）
白井市笹塚地先
市道２４－０２２号線

土木一式工事 7,765,200 98.7% 無 -

1回
目

7,770,000 7,900,000 8,500,000 辞退 辞退 辞退 辞退

2回
目

7,300,000 辞退 辞退

見積

28 平成31年1月10日

清水口保育園監視カメラ設
置工事
白井市清水口２－８－１
清水口保育園

電気工事又は
電気通信工事

3,114,720 84.6% 無 -

2,600,000 辞退 辞退 未入札

29 平成31年1月10日
樹木伐採工事（Ｈ３０）
白井市平塚地先
市道１３－００６号線外

造園工事 2,440,800 92.5% 無 -

2,180,000 2,410,000 2,536,000 2,138,000（無効）

30 平成31年1月10日

競技広場高圧引込口改修工
事
白井市南山１－４
南山公園競技広場　外１

電気工事 2,185,596 85.0% 無 -

1,800,000 1,820,000 1,900,000 1,970,000
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（有）水谷電気設備
工事

防災技術センター
(株)

（有）齊藤電気工業 富澤電設（株） （有）小松電気工事

540,000

500,000

高秀建設（株） 東亜道路工業（株）
（株）アジア開発興
業

（株）コスモ工業 目黒建設総業（株） （株）近江屋商会 竹内建設（株） （株）長門建設 （株）石浜建設 福田道路（株）

83,160,000

77,000,000

31 平成31年1月10日

保健福祉センター非常用自
家発電設備修繕
白井市復１１２３
白井市保健福祉センター

電気工事 563,760 95.8% 無 -

542,000 600,000 728,000 750,000

32 平成31年1月18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 120,711,600 68.9% 無 -

95,000,000 97,900,000 100,000,000 106,000,000 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退


