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入札区分 条件付

低入札調査基準価格

失格基準価格

無し

工事名

工事場所

大城校区下水道管渠布設（34工区）工事 

土木一式工事 現場説明

現場説明 無し

条件付

工種

日時 09時30分

企下整026 号起工番号 第

低入札調査基準価格

失格基準価格

工事名 水縄校区下水道管渠布設(55工区)工事 

123,642,000円(消費税(相当額)抜き)

110,630,000円(消費税(相当額)抜き)
107,311,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号

令和02年7月3日(金)入札

土木一式工事

入札 令和02年7月3日(金) 106,327,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所

日時 09時33分
 95,021,000円(消費税(相当額)抜き)
92,170,000円(消費税(相当額)抜き)

工期 入札区分

起工番号 第 号 工種 土木一式工事 現場説明 無し

工事名 城島校区下水道管渠布設（60工区）工事 

入札 令和02年7月3日(金) 102,794,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 条件付城島町楢津 工期

日時 09時36分
 92,025,000円(消費税(相当額)抜き)
89,264,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号 工種 土木一式工事 現場説明 無し

工事名 草野・善導寺校区下水道管渠布設(3工区)工事 

入札 令和02年7月3日(金) 88,778,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 230日間 入札区分

日時 09時39分
79,310,000円(消費税(相当額)抜き)
76,930,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号 工種 土木一式工事 現場説明 無し

工事名 西町・明治通り汚水幹線人孔耐震補強工事 

入札 令和02年7月3日(金) 87,043,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 津福本町 工期 240日間 入札区分

日時 09時42分
77,533,000円(消費税(相当額)抜き)
75,207,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号

低入札調査基準価格

失格基準価格

企下整031

工事場所 田主丸町森部 工期 230日間

現場説明 無し工種 土木一式工事

工事名 水縄校区下水道管渠布設（56工区）工事 

工期

日時 09時45分
74,172,000円(消費税(相当額)抜き)
71,946,000円(消費税(相当額)抜き)

入札場所： 総務部契約課工事名等公表簿

入札 令和02年7月3日(金) 83,157,000円(消費税(相当額)抜き)

田主丸町森部

企下整030

企下整019

企下整028

企下整027

低入札調査基準価格

失格基準価格

低入札調査基準価格

失格基準価格

低入札調査基準価格

失格基準価格

工種

草野町矢作・善導寺町島

条件付

240日間 入札区分

条件付240日間

北野町金島・乙吉 工期 240日間 入札区分 条件付
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入札場所： 総務部契約課工事名等公表簿

入札書比較価格

入札書比較価格

入札書比較価格

入札書比較価格

入札書比較価格

入札書比較価格入札 令和02年7月3日(金) 17,072,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時15分 最低制限比較価格 12,804,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 南・津福校区南部配水本管更新実施設計業務委託 

工事場所 津福今町外 工期 230日間 入札区分 指名

起工番号 第 建改001(委) 号 工種 上水道設計

入札 令和02年7月3日(金) 1,897,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時10分 最低制限比較価格 1,745,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 合川小学校内祭り倉庫解体工事 

工事場所 合川町 工期 70日間 入札区分 指名

起工番号 第 商工001 号 工種 解体工事

入札 令和02年7月3日(金) 6,050,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時05分 最低制限比較価格 5,308,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 犬塚校区水道管移設・改良(下水47工区)工事 

工事場所 三潴町玉満 工期 90日間 入札区分 指名

起工番号 第 建改061 号 工種 水道施設工事

入札 令和02年7月3日(金) 7,735,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時00分 最低制限比較価格 6,725,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 津福校区舗装補修（C4号線）工事 

工事場所 津福今町 工期 100日間 入札区分 指名

起工番号 第 道維001 号 工種 ほ装工事

入札 令和02年7月3日(金) 124,181,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 09時51分
低入札調査基準価格

失格基準価格
114,022,000円(消費税(相当額)抜き)
110,601,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 環境部庁舎ZEB化改修電気設備工事 

工事場所 荘島町 工期 180日間 入札区分 条件付

起工番号 第 環総004 号 工種 電気工事

入札 令和02年7月3日(金) 70,664,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 09時48分
低入札調査基準価格

失格基準価格
63,061,000円(消費税(相当額)抜き)
61,169,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 荒木校区下水道管渠布設（20工区）工事 

工事場所 荒木町荒木・藤田 工期 230日間 入札区分 条件付

起工番号 第 企下整029 号 工種 土木一式工事
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入札場所： 総務部契約課工事名等公表簿

入札書比較価格入札 令和02年7月3日(金) 3,093,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時20分 最低制限比較価格 2,319,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 西国分小学校給食室増築外工事設計業務委託 

工事場所 諏訪野町 工期 120日間 入札区分 指名

起工番号 第 教045(委) 号 工種 建築設計
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