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平成30年10月11日

（予定価格・落札額・調査基準価格下段（）は税込額）

種別

00410 上下水道課

水道施設工事

00415

建設課

土木一式工事

00417

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

00421

建設課

舗装工事

00422

建設課

舗装工事

00427 上下水道課

水道施設工事

00432

建設課

土木一式工事

00434

建設課

土木一式工事

00438

建設課

土木一式工事

00442

建設課

土木一式工事

00443

建設課

土木一式工事

00444

建設課

電気工事

00450

建設課

土木一式工事

00451 商工観光課

管工事

00452 上下水道課

土木一式工事

00453 教育総務課

電気工事

00455 教育総務課

電気工事

00456 危機管理課

建築一式工事

00460 危機管理課

電気工事

工事名
平成30年度

御前崎市上水道事業

大兼高区配水場場内配管耐震補強工事

平成30年度 河川改良事業
大原川浚渫工事
平成30年度 河川改良事業
下松原川改修工事
平成30年度 河川改良事業
落合川支線改修工事
平成30年度 市道整備事業
市道1819・1820号線改良舗装工事
平成30年度 市道整備事業
筬川堤防道路舗装工事(D工区)
平成30年度 市道整備事業
筬川堤防道路舗装工事(A工区)
平成30年度 御前崎市上水道事業
市道1819号線他1路線配水管布設工事
平成30年度 市道整備事業
市道6569号線改良舗装工事
平成30年度 河川改良事業
岩地川改修工事
平成30年度 市道維持事業
牛蒡橋橋梁長寿命化修繕工事
平成30年度 河川改良事業
道田川改修工事
平成30年度

社会資本整備総合交付金事業

山田橋橋梁長寿命化修繕工事
平成30年度

社会資本整備総合交付金事業

塩買坂トンネル長寿命化修繕工事
平成30年度

社会資本整備総合交付金事業

新川橋橋梁長寿命化修繕工事
平成30年度 観光物産会館管理事業
御前崎市観光物産会館空調機改修工事

工期
平成31年2月15日
平成31年1月31日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年1月31日
平成30年11月30日

平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年1月31日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
平成31年1月31日
平成31年1月31日

平成30年度 公共下水道市単独事業
平成31年2月28日
市道1819号線他1路線汚水管布設工事
平成30年度 小学校整備事業
浜岡東小学校太陽光発電設備等設置工事

平成30年度

小学校整備事業

御前崎小学校太陽光発電設備等設置工事

平成30年度

地震対策事業

災害支援物資拠点施設整備工事（建築・機械設備工事）

平成30年度

地震対策事業

広域避難所非常用ガス発電システム設置工事

平成31年3月12日
平成31年3月12日
平成31年2月15日
平成31年1月18日

予定価格

落札額

12,438,000
(13,433,040)
7,135,000
(7,705,800)
10,359,000
(11,187,720)
9,069,000
(9,794,520)
39,847,000
(43,034,760)
12,522,000
(13,523,760)
2,796,000
(3,019,680)
7,240,000
(7,819,200)
30,807,000
(33,271,560)
44,032,000
(47,554,560)
17,105,000
(18,473,400)
16,707,000
(18,043,560)
44,664,000
(48,237,120)
37,213,000
(40,190,040)
23,823,000
(25,728,840)
3,673,000
(3,966,840)
11,220,000
(12,117,600)
33,960,000
(36,676,800)
35,290,000
(38,113,200)
113,600,000
(122,688,000)
4,265,000
(4,606,200)

12,300,000
(13,284,000)
7,000,000
(7,560,000)
10,300,000
(11,124,000)
8,800,000
(9,504,000)
39,800,000
(42,984,000)
11,700,000
(12,636,000)
2,650,000
(2,862,000)
7,100,000
(7,668,000)
30,000,000
(32,400,000)
43,000,000
(46,440,000)
16,800,000
(18,144,000)
16,400,000
(17,712,000)
43,500,000
(46,980,000)
37,000,000
(39,960,000)
23,700,000
(25,596,000)
3,400,000
(3,672,000)
11,000,000
(11,880,000)
33,900,000
(36,612,000)
35,000,000
(37,800,000)
113,000,000
(122,040,000)
4,246,000
(4,585,680)

調査基準価格

落札者

11,088,000
株式会社河原崎配管
(11,975,040)
6,356,000
株式会社大澤組
(6,864,480)
9,032,000
株式会社松下工務店
(9,754,560)
7,903,000
株式会社西島土木
(8,535,240)
35,269,000
鈴木工業株式会社
(38,090,520)
10,927,000
株式会社佐藤渡辺御前崎営業所
(11,801,160)
2,426,000
株式会社佐藤渡辺御前崎営業所
(2,620,080)
6,408,000
有限会社榑林建材
(6,920,640)
27,213,000
株式会社増田組
(29,390,040)
39,021,000
株式会社増田組
(42,142,680)
14,834,000
株式会社西島土木
(16,020,720)
14,651,000
港建設株式会社
(15,823,080)
39,385,000
タクミ建設株式会社
(42,535,800)
32,823,000
株式会社阿形電気
(35,448,840)
20,759,000
佐倉建設株式会社
(22,419,720)
3,305,000
株式会社榛原電業
(3,569,400)
9,790,000
鈴木工業株式会社
(10,573,200)
30,564,000
株式会社阿形電気
(33,009,120)
31,761,000
株式会社榛原電業
(34,301,880)
102,240,000
株式会社増田組
(110,419,200)
3,838,000
株式会社鳥羽電気
(4,145,040)

