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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

東櫛原町本町線道路改良(梅満町その2)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

街011 号起工番号 第

低入札調査基準価格

失格基準価格

工事名 山本校区下水道管渠布設(9工区)工事 

88,854,000円(消費税(相当額)抜き)

79,069,000円(消費税(相当額)抜き)
76,696,000円(消費税(相当額)抜き)

起工番号 第 号

令和03年1月29日(金)入札

土木一式工事

入札 令和03年1月29日(金) 82,897,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所

日時 09時33分
73,924,000円(消費税(相当額)抜き)
71,706,000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 山本校区下水道管渠布設(13工区)工事 

入札 令和03年1月29日(金) 81,543,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 条件付山本町耳納 工期

日時 09時36分
72,807,000円(消費税(相当額)抜き)
70,622,000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 山本校区下水道管渠布設(12工区)工事 

入札 令和03年1月29日(金) 77,058,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 240日間 入札区分

日時 09時39分
68,738,000円(消費税(相当額)抜き)
66,675,000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 山本校区下水道管渠布設(11工区)工事 

入札 令和03年1月29日(金) 67,144,000円(消費税(相当額)抜き)

工事場所 山本町耳納 工期 230日間 入札区分

日時 09時42分
59,832,000円(消費税(相当額)抜き)
58,037,000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

教045

工事場所 上津町 工期 240日間

現場説明 無し工種 建築一式工事

工事名 上津小学校給食室増築外工事 

工期

日時 09時45分
82,393,000円(消費税(相当額)抜き)
79,921,000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03年1月29日(金) 90,472,000円(消費税(相当額)抜き)

山本町耳納

企下整055

企下整058

企下整057

企下整056

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

山本町耳納

条件付

240日間 入札区分

条件付250日間

梅満町･西町 工期 305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03年1月29日(金) 3,556,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時20分 最低制限比較価格 2,667,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 西国分校区学童保育所第4･5学童クラブ新築工事設計業務委託 

工事場所 諏訪野町 工期 120日間 入札区分 指名

起工番号 第 子総002(委) 号 工種 建築設計

入札 令和03年1月29日(金) 4,006,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時16分 最低制限比較価格 3,555,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 池町川フラップゲート新設工事 

工事場所 梅満町･津福本町 工期 130日間 入札区分 指名

起工番号 第 河改010 号 工種 鋼構造物工事

入札 令和03年1月29日(金) 3,944,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時12分 最低制限比較価格 3,532,000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外部･外構設備改修工事 

工事場所 諏訪野町 工期 85日間 入札区分 指名

起工番号 第 教044 号 工種 管工事

入札 令和03年1月29日(金) 3,180,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時08分 最低制限比較価格 2,768,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 安武校区用排水路改良(武島水101)工事 

工事場所 安武町武島 工期 150日間 入札区分 指名

起工番号 第 農整101 号 工種 土木一式工事

入札 令和03年1月29日(金) 3,550,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時04分 最低制限比較価格 3,102,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 三潴校区排水路改良(原田地区)工事 

工事場所 三潴町原田 工期 120日間 入札区分 指名

起工番号 第 農整902 号 工種 土木一式工事

入札 令和03年1月29日(金) 7,508,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時00分 最低制限比較価格 6,563,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 上津･御井校区道路改良(E543号線外)工事 

工事場所 藤山町外 工期 140日間 入札区分 指名

起工番号 第 道新108 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

入札書比較価格入札 令和03年1月29日(金) 2,826,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時26分 最低制限比較価格 2,599,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 田中団地241～244号解体工事 

工事場所 三潴町西牟田 工期 50日間 入札区分 指名

起工番号 第 住建008 号 工種 解体工事

入札 令和03年1月29日(金) 935,000円(消費税(相当額)抜き)

日時 10時23分 最低制限比較価格 701,000円(消費税(相当額)抜き)

現場説明 無し

工事名 西国分校区学童保育所第4･5学童クラブ新築設備工事設計業務委託 

工事場所 諏訪野町 工期 120日間 入札区分 指名

起工番号 第 子総003(委) 号 工種 機械設備設計
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