
（株）川上土木建設 福田道路（株） 大月工業（株） （有）金井土木

17,139,600

15,870,000

大月工業（株） （有）金井土木

14,742,000

13,650,000

（株）大松建設 古谷建設（株） 鎌形建設（株） （株）ケンソー 島田建設（株）

102,600,000

95,000,000

福井電機（株） （株）近江屋商会 （株）ダイエックス
第一セントラル設備
（株）

フィデス（株）

113,400,000

105,000,000

（株）青野工務店

不調 （株）青野工務店

（株）宮下興業 東亜道路工業（株）

28,080,000

26,000,000

（株）鵜澤工業 船田興業（有） 大月工業（株） （株）近江屋商会 （株）宮下興業 東亜道路工業（株） 福田道路（株）

20,660,400

19,130,000

（株）宮下興業 船田興業（有） （株）シティ建設 （株）近江屋商会 東亜道路工業（株） 大月工業（株） （株）鵜澤工業 福田道路（株）

13,932,000

12,900,000

荏原実業（株）

16,200,000

15,000,000

（株）近江屋商会 大月工業（株） ウッドテック（株） （株）岡本組

64,044,000

59,300,000

大月工業（株）

大月工業（株）

大月工業（株）

23,652,000

21,900,000

大月工業（株） （株）宮下興業

大月工業（株）

大月工業（株）

30,564,000

28,300,000

23,673,600 99.9% 有 18,938,880

不落
随契

10

11 平成29年9月5日
白井１号汚水枝線２工区管渠築造工
事
白井市根地先

1回目

2回目

25,000,000

有 63,244,800

69,000,000 辞退 辞退

- 有 -

1回目

45,000,000

5 平成29年7月27日
十余一地区消防センター新築工事
白井市十余一１３番

建築一式
工事

29,800,000

2回目

-

7

有

平成29年7月27日
舗装修繕工事（Ｈ２９－２）
白井市大山口地先
市道００－０２１号線

ほ装工事 25,822,800

12 平成29年9月21日
道路改良工事（Ｈ２９－３）
白井市復地先
市道０３－０１３号線

16,880,400

19,064,00020,200,000 22,500,000

12,496,000

17,850,000 19,050,000

20,658,240有

土木一式
工事

29,840,400 94.1%

ほ装工事

23,500,000

80.0%

有 23,872,320

13,504,320

13,980,000

6 平成29年7月27日
水路改修工事（Ｈ２９－１）
白井市河原子地先
神崎川支流水路

土木一式
工事

8 平成29年7月27日
舗装修繕工事（Ｈ２９－３）
白井市平塚地先
市道００－００２号線

有 15,500,160ほ装工事

100,000,000 117,870,000

17,250,000

No. 開札日（１回目） 件名及び場所

1
道路維持工事（Ｈ２９）
白井市内一円

業種

平成29年4月3日

平成２９年度　入札結果一覧（一般・工事）

備考

17,595,000

上：落札者
中：契約額
下：落札額

最低制
限価格
の有無

最低制
限価格
（税込）

予定価格
（税込）

落札率

19,375,200 88.5%

2 平成29年4月3日
砂利道補修工事（Ｈ２９）
白井市内一円

ほ装工事 15,746,400 93.6%

17,077,500

14,000,000

3 平成29年4月26日

大山口中学校図書室増築・校舎一部
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 12,597,120

111,034,800 92.4% 有 88,827,840

辞退13,200,000

総合評
価方式

44,500,000

38,300,000

12,498,000

82.5%

98,000,000 141,000,000

（調査
基準価
格）

127,234,800

15,500,000 12,100,000

9 平成29年7月27日

白井第三中継ポンプ場流入ゲート修繕
工事（Ｈ２９）
白井市冨士３番７
白井第三中継ポンプ場

有

16,556,400 97.8% 有
機械器具
設置工事

13,245,120

平成29年9月4日
第１３１期配水管布設工事外
白井市白井地先

管工事 79,056,000 81.0%

土木一式
工事

30,618,000 99.8% 24,494,400

30,000,000

24,000,000

22,000,000

2回目

不落
随契

1回目

参加者及び入札額

4 平成29年6月22日
公民センター空調設備改修工事
白井市中９８－１７
公民センター

管工事 141,372,000 80.2%

10,770,000 無効 失格（低入札） 辞退



No. 開札日（１回目） 件名及び場所 業種

平成２９年度　入札結果一覧（一般・工事）

備考
上：落札者
中：契約額
下：落札額

最低制
限価格
の有無

最低制
限価格
（税込）

予定価格
（税込）

落札率 参加者及び入札額

（株）シティ建設 （株）宮下興業 東亜道路工業（株） 大月工業（株） 船田興業（有）

10,756,800

9,960,000

不調 入札参加者なし

不調 入札参加者なし

（株）鵜澤工業

（株）鵜澤工業

（株）鵜澤工業

19,764,000

18,300,000

布川産業（株） （株）第一テクノ

15,444,000

14,300,000

東亜道路工業（株）

12,960,000

12,000,000

不調 入札者なし

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

22,740,480

21,056,000

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

15,193,980

14,068,500

(株)近江屋商会

不調 (株)近江屋商会

化工建設（株） 東亜道路工業（株）

化工建設（株）

44,280,000

41,000,000

（株）山田工務所 （株）大松建設 上村建設工業（株） 島田建設（株） 古谷建設（株） （株）湯浅建設

115,560,000

107,000,000

不落
随契

有 15,863,040

1回目

19,800,000

2回目

19,300,000

平成29年10月26日
道路改良工事（Ｈ２９－２）
白井市冨士地先
市道１２－００２号線

土木一式
工事

19,828,800

17

18

16

有 10,368,000平成29年10月26日

桜台中学校テニスコート補修及び学童
保育所解体工事
白井市桜台３－２７
桜台中学校

土木一式
工事

12,960,000 100.0%

12,787,200

15,000,000

平成29年10月26日
マンホールポンプ場建設工事
白井市根地先

機械器具
設置工事

15,984,000 96.6% 有

99.7%

平成30年1月25日
橋梁修繕工事（Ｈ２９）
白井市根地先外
１０２Ｂ橋外２橋

土木一式
工事

44,722,800 99.0% 35,778,240有

46,000,000

2回目

側溝布設工事
白井市根地先
市道０２－００１号線

土木一式
工事

- -有

- 有 -15 平成29年9月28日

13,936,000
※無効

辞退 辞退

七次台小学校図書室増築・校舎一部
改修工事
白井市七次台３－１７－１
七次台小学校

82.6%

37,840,000

23,115,900

15,500,000

辞退

-

2回目

辞退

1回目

99.5%

18,392,400

81.1%

13,050,000

19,700,000

有 22,420,80028,026,000

14,713,920

辞退

21 平成29年12月14日
舗装修繕工事（Ｈ２９－５）
白井市河原子地先
市道００－００１号線

ほ装工事

24 平成30年3月19日

23

建築一式
工事

22 平成29年12月14日

舗装修繕工事（Ｈ２９－６）
白井市谷田地先
市道００－０１２号線外

20 平成29年12月14日 ほ装工事

有

11,110,000 11,500,000

13 平成29年9月21日
舗装修繕工事（Ｈ２９－４）
白井市大松地先
市道００－１２１号線

ほ装工事 13,219,200 81.4% 10,575,360

10,140,000

平成29年9月21日
第１３０期配水管布設工事
白井市根地先

管工事 - - 有

19 平成29年10月26日
橋梁修繕工事（Ｈ２９－１）
白井市根地先外
１０２Ｂ橋外２橋

土木一式
工事

14 -

-

-
白井市民プールスライダー改修工事
白井市神々廻１７０１－１
白井市民プール

鋼構造物
工事又は
土木一式
工事

- 有 -

20,150,000

有

18,000,000

1回目

116,117,280

辞退

92,894,040有

114,500,000 128,000,000 131,300,000 辞退

辞退

13,490,000

12,000,000


