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入札区分 条件付

最低制限比較価格

無し

工事名

工事場所

安武川改修(その１)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 13時30分

河改002 号起工番号 第

最低制限比較価格

工事名 三潴校区下水道管渠布設（43工区）工事 

42,908,000円(消費税(相当額)抜き)

38,028,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号

令和02年8月6日(木)入札

土木一式工事

入札 令和02年8月6日(木) 41,567,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所

日時 13時34分 36,814,000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 宮ノ陣校区排水路改良(荒-支)工事 

入札 令和02年8月6日(木) 33,721,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 条件付宮ノ陣四丁目 工期

日時 13時38分 29,840,000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 合川校区道路改良（合川町住宅（２）跡地）工事 

入札 令和02年8月6日(木) 33,074,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 210日間 入札区分

日時 13時42分 29,379,000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 大城校区下水道管渠布設(37工区)工事 

入札 令和02年8月6日(木) 27,125,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 北野町金島 工期 200日間 入札区分

日時 13時46分 23,920,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号

最低制限比較価格

環総005

工事場所 荘島町 工期 120日間

現場説明 無し工種 建築一式工事

工事名 環境部庁舎ZEB化外部改修工事 

工期

日時 13時50分 17,973,000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8月6日(木) 19,889,000円(消費税(相当額)抜き)

三潴町高三潴

企下整034

河改003

住道001

企下整041

最低制限比較価格

最低制限比較価格

最低制限比較価格

工種

合川町

条件付

195日間 入札区分

条件付170日間

安武町武島 工期 205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8月6日(木) 11,956,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 14時14分 最低制限比較価格 10,782,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 三潴小学校校舎増築外機械設備工事 

工事場所 三潴町高三潴 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 条件付

起工番号 第 教004 号 工種 管工事

入札 令和02年8月6日(木) 17,105,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 14時10分 最低制限比較価格 15,475,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 西国分小学校校舎増築外機械設備工事 

工事場所 諏訪野町 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 条件付

起工番号 第 教013 号 工種 管工事

入札 令和02年8月6日(木) 22,679,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 14時06分 最低制限比較価格 20,622,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 環境部庁舎ZEB化改修機械設備工事 

工事場所 荘島町 工期 120日間 入札区分 条件付

起工番号 第 環総006 号 工種 管工事

入札 令和02年8月6日(木) 13,424,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 14時02分 最低制限比較価格 12,113,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 環境部庁舎ZEB化改修照明設備工事 

工事場所 荘島町 工期 120日間 入札区分 条件付

起工番号 第 環総007 号 工種 電気工事

入札 令和02年8月6日(木) 20,807,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 13時58分 最低制限比較価格 18,766,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 西国分小学校校舎増築外電気設備工事 

工事場所 諏訪野町 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 条件付

起工番号 第 教012 号 工種 電気工事

入札 令和02年8月6日(木) 21,036,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 13時54分 最低制限比較価格 18,965,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 三潴小学校校舎増築外電気設備工事 

工事場所 三潴町高三潴 工期 本体工事完了日 まで 入札区分 条件付

起工番号 第 教003 号 工種 電気工事
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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

入札書比較価格

入札書比較価格入札 令和02年8月6日(木) 18,880,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 14時26分 最低制限比較価格 16,703,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 江上校区水道管改良(原中牟田公民館南東)工事 

工事場所 城島町原中牟田・江上本 工期 130日間 入札区分 条件付

起工番号 第 建改002 号 工種 水道施設工事

入札 令和02年8月6日(木) 21,780,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 14時22分 最低制限比較価格 19,288,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 山本校区水道管移設(下水12・13工区)工事 

工事場所 山本町耳納 工期 125日間 入札区分 条件付

起工番号 第 建改062 号 工種 水道施設工事

入札 令和02年8月6日(木) 12,316,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 14時18分 最低制限比較価格 10,813,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 鳥飼校区舗装補修（B5-1号線）工事 

工事場所 梅満町 工期 105日間 入札区分 条件付

起工番号 第 道維004 号 工種 ほ装工事
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