入
開札年月日
入札
番号

所轄課

90038 病院管理課

建築一式工事

00370 上下水道課

水道施設工事

00374 上下水道課

水道施設工事

00400 上下水道課

水道施設工事

00401 危機管理課

電気工事

00418

建設課

土木一式工事

00419

建設課

土木一式工事

00420

建設課

土木一式工事

建設課

果

表
（予定価格・落札額・調査基準価格下段（）は税込額）

種別
解体工事

00433

結

平成29年10月12日

90037 病院管理課

00430 社会教育課

札

塗装工事
土木一式工事

00436 社会教育課

建築一式工事

00437 社会教育課

建築一式工事

00440 上下水道課

水道施設工事

00442 上下水道課

水道施設工事

00443 上下水道課

水道施設工事

00445 上下水道課

水道施設工事

工事名
平成29年度

病院施設整備事業

市立御前崎総合病院戸別医師住宅Ｂ取壊し工事

工期
平成29年12月15日

平成29年度 病院施設整備事業
平成30年2月28日
市立御前崎総合病院1階厨房改修工事
平成29年度 御前崎市上水道事業
平成30年2月26日
市道7030号線他2路線配水管布設替工事
平成29年度 御前崎市上水道事業
平成30年2月26日
市道8084号線他1路線配水管布設替工事
平成29年度 御前崎市上水道事業
市道217号線改良舗装工事に伴う配水管布設替工事
平成28年度（繰越明許）

原子力災害対策施設整備事業

白羽公民館非常用発電機改修工事
平成29年度

社会資本整備総合交付金事業

坂田上橋橋梁長寿命化修繕工事
平成29年度 市道整備事業
西側地区道路側溝改修工事
平成29年度 河川改良事業
講舟川改修工事
平成29年度 体育施設管理事業
市民プール屋内プール更衣室床面滑止塗装工事

平成29年度 市道維持事業
四ツ枝橋耐震補強工事
平成29年度 体育施設管理事業
市民プールシャワー設置工事
平成29年度 体育施設管理事業
御前崎市民プールサウナ室（2）改修工事
平成29年度

生活基盤施設耐震化等交付金事業

法ノ沢駒取線他3路線配水管布設替工事

平成29年度 御前崎市上水道事業
市道7017号線配水管布設替工事
平成29年度 御前崎市上水道事業
市道7062号線配水管布設替工事
平成29年度 御前崎市上水道事業
市道8053号線他1路線配水管布設替工事

平成30年2月28日
平成30年3月16日
平成30年2月28日
平成30年2月28日
平成30年2月16日
平成30年1月19日
平成30年2月28日
平成30年1月19日
平成30年1月19日
平成30年3月12日
平成30年2月26日
平成30年2月26日
平成30年2月26日

予定価格

落札額

調査基準価格

10,150,000
(10,962,000)
60,250,000
(65,070,000)
18,484,000
(19,962,720)
13,493,000
(14,572,440)
8,413,000
(9,086,040)
31,530,000
(34,052,400)
23,272,000
(25,133,760)
17,829,000
(19,255,320)
7,949,000
(8,584,920)
2,142,000
(2,313,360)
8,648,000
(9,339,840)
2,714,000
(2,931,120)
8,421,000
(9,094,680)
46,250,000
(49,950,000)
16,322,000
(17,627,760)
11,158,000
(12,050,640)
14,936,000
(16,130,880)

10,100,000
(10,908,000)
59,800,000
(64,584,000)
18,274,000
(19,735,920)
13,300,000
(14,364,000)
8,200,000
(8,856,000)
31,000,000
(33,480,000)
22,800,000
(24,624,000)
17,600,000
(19,008,000)
7,800,000
(8,424,000)
2,100,000
(2,268,000)
8,450,000
(9,126,000)
2,600,000
(2,808,000)
8,300,000
(8,964,000)
45,500,000
(49,140,000)
16,300,000
(17,604,000)
11,000,000
(11,880,000)
14,900,000
(16,092,000)

9,135,000
(9,865,800)
53,492,000
(57,771,360)
15,930,000
(17,204,400)
11,581,000
(12,507,480)
7,239,000
(7,818,120)
27,797,000
(30,020,760)
19,479,000
(21,037,320)
15,184,000
(16,398,720)
6,681,000
(7,215,480)
1,856,000
(2,004,480)
7,150,000
(7,722,000)
2,349,000
(2,536,920)
7,326,000
(7,912,080)
40,263,000
(43,484,040)
14,093,000
(15,220,440)
9,594,000
(10,361,520)
12,853,000
(13,881,240)

落札者
鈴木工業株式会社
明工建設株式会社
株式会社髙塚設備
有限会社雄大配管
有限会社榑林建材
株式会社榛原電業
株式会社西島土木
株式会社大澤組
株式会社御前崎工務所
株式会社望月塗工
有限会社坂本建設
株式会社増田組
株式会社増田組
株式会社河原崎配管
凰栄建業株式会社
マルマツ工業株式会社
松林鉄工株式会社

入
開札年月日
入札
番号

所轄課

結

果

表

平成29年10月12日

種別

00446 上下水道課

水道施設工事

00449

土木一式工事

建設課

札

（予定価格・落札額・調査基準価格下段（）は税込額）
工事名

平成29年度

御前崎市上水道事業

市道8018号線他1路線配水管布設替工事

平成29年度 河川改良事業
岩地川改修工事

工期

予定価格

落札額

調査基準価格

落札者

14,403,000
14,000,000
12,413,000
松林鉄工株式会社
(15,555,240) (15,120,000) (13,406,040)
50,338,000
49,000,000
43,251,000
平成30年2月28日
株式会社若杉組御前崎支店
(54,365,040) (52,920,000) (46,711,080)
平成30年2月26日

