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入札書比較価格入札 令和02年7月17日(金) 69,664,000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
63,037,000円(消費税(相当額)抜き)
61,145,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 放光寺浄水場２系沈殿池汚泥掻寄機更新工事 

工事場所 山本町 工期 230日間 入札区分 条件付

起工番号 第 建改116 号 工種 機械器具設置工事

無し

工事名

工事場所

大城校区下水道管渠布設(36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036 号起工番号 第

低入札調査基準価格

失格基準価格

工事名 犬塚校区下水道管渠布設(46工区)工事 

74,329,000円(消費税(相当額)抜き)

66,238,000円(消費税(相当額)抜き)
64,250,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号

令和02年7月17日(金)入札

土木一式工事

入札 令和02年7月17日(金) 64,619,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所

日時 09時33分
57,527,000円(消費税(相当額)抜き)
55,801,000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 水縄校区下水道管渠布設(57工区)工事 

入札 令和02年7月17日(金) 63,772,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 条件付田主丸町森部 工期

日時 09時36分
56,763,000円(消費税(相当額)抜き)
55,060,000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 犬塚校区下水道管渠布設（47工区）工事 

入札 令和02年7月17日(金) 53,227,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 210日間 入札区分

日時 09時39分
47,294,000円(消費税(相当額)抜き)
45,875,000円(消費税(相当額)抜き)

工期

入札場所： 総務部契約課工事名等公表簿

三潴町玉満

企下整037

企下整035

企下整032

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

三潴町玉満

200日間 入札区分

条件付220日間

北野町金島・乙吉 工期 220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
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入札書比較価格

入札書比較価格入札 令和02年7月17日(金) 616,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時16分 最低制限比較価格 462,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 鳥類センター飼育倉庫・孵化室棟新築工事監理業務委託 

工事場所 東櫛原町 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 指名

起工番号 第 公002(委) 号 工種 建築設計

入札 令和02年7月17日(金) 770,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時12分 最低制限比較価格 577,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 久留米市消防団第9分団格納庫新築工事監理業務委託 

工事場所 国分町 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 指名

起工番号 第 消防009(委) 号 工種 建築設計

入札 令和02年7月17日(金) 5,013,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時08分 最低制限比較価格 4,496,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 久留米市消防団第9分団格納庫新築機械設備工事 

工事場所 国分町 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 指名

起工番号 第 消防008 号 工種 管工事

入札 令和02年7月17日(金) 5,289,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時04分 最低制限比較価格 4,718,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 久留米市消防団第9分団格納庫新築電気設備工事 

工事場所 国分町 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 指名

起工番号 第 消防007 号 工種 電気工事

入札 令和02年7月17日(金) 8,826,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時00分 最低制限比較価格 7,724,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 篠山校区歩道改良（A5号線）工事 

工事場所 篠山町 工期 130日間 入札区分 指名

起工番号 第 交251 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
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入札書比較価格

久留米広域市町村圏事務組合　発注案件

入札 令和02年7月17日(金) 17,140,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 09時50分 最低制限比較価格 15,533,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 久留米消防署南出張所空調設備改修工事 

工事場所 上津一丁目 工期 135日間 入札区分 条件付

起工番号 第 消総003 号 工種 管工事

入札 令和02年7月17日(金) 241,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時20分 最低制限比較価格 180,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 西田体育館照明ＬＥＤ化工事設計業務委託 

工事場所 梅満町 工期 57日間 入札区分 指名

起工番号 第 市013(委) 号 工種 電気設備設計
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