
開札年月日 （予定価格・落札額・調査基準価格下段（）は税込額）

入札
番号

所轄課 種別 工事名 工期 予定価格 落札額 調査基準価格 落札者

平成31年度　住宅管理事業 3,589,000 3,500,000 0

市営住宅植栽管理業務委託 (3,947,900) (3,850,000) 0
平成31年度　教育総務事業　 10,992,000 6,520,000 0
御前崎市内小中学校教職員用パソコン購入 (11,871,360) (7,041,600) 0
平成31年度　公園管理事業　 4,999,000 4,900,000 0
八千代・長者・神子公園植栽管理業務委託 (5,498,900) (5,390,000) 0
平成31年度　市道維持事業　 32,622,000 30,984,200 0

舗装道路補修単価契約 (35,557,980) (33,772,778) 0
平成31年度　学校管理事業　 921,566 900,000 0

公用車購入 (995,291) (972,000) 0
平成31年度　公園管理事業　 8,615,000 8,550,000 0

高松緑の森公園植栽管理業務委託 (9,476,500) (9,405,000) 0
平成31年度　公園管理事業　 1,974,000 1,950,000 0
おまえざき・大原・公議山公園植栽管理業務委託 (2,171,400) (2,145,000) 0
平成31年度　給食センター建設事業　 6,147,000 5,800,000 0
御前崎市学校給食センター敷地造成工事設計業務委託 (6,761,700) (6,380,000) 0

平成31年度　市単松くい虫等防除事業　 2,646,000 2,400,000 0

空中散布（地上業務）業務委託 (2,857,680) (2,592,000) 0
平成31年度　消防署運営事業　 3,011,250 2,915,000 0

防火衣一式購入 (3,252,150) (3,148,200) 0
平成31年度　行政情報化推進事業　 6,792,000 5,890,000 0

情報系端末用Windows10ライセンス購入 (7,335,360) (6,361,200) 0
平成31年度　行政情報化推進事業　 13,787,200 9,200,000 0

情報系サーバ更新に伴う備品購入 (14,890,176) (9,936,000) 0
平成31年度　公共交通運営事業　 2,295,000 1,923,000 0

御前崎市地域協働バス車両購入 (2,478,600) (2,076,840) 0

平成31年度　御前崎市上水道事業　 2,650,000 2,500,000 0
港内道路1号線配水管布設工事測量設計業務委託 (2,862,000) (2,700,000) 0

平成31年度　農業総務費　 1,153,000 1,120,000 0

公用車購入 (1,245,240) (1,209,600) 0

平成31年度　消防団支援事業 4,281,300 4,281,300 0

新基準消防団活動服購入 (4,623,804) (4,623,804) 0

平成31年度　消防団施設整備事業 1,940,000 1,846,000 0

可搬式消防ポンプ一式購入 (2,095,200) (1,993,680) 0

平成31年度　御前崎市上水道事業 7,514,700 3,999,000 0

量水器購入（単価契約） (8,115,876) (4,318,920) 0

平成31年度　御前崎市上水道事業 3,572,000 2,282,500 0

御前崎市上水道水質検査業務委託 (3,929,200) (2,510,750) 0

平成31年度　御前崎市上水道事業　 810,000 750,000 0
池新田川改修工事に伴う配水管布設替工事設計業務委託 (874,800) (810,000) 0

平成31年度　御前崎市上水道事業　 1,470,000 1,350,000 0
佐倉中部配水ブロック減圧弁設置工事設計業務委託 (1,587,600) (1,458,000) 0

平成31年度　消防団施設整備事業 2,786,000 2,242,000 0

照明器具一式購入 (3,008,880) (2,421,360) 0

入　札　結　果　表
平成31年4月25日

00003 管理課 業務委託 令和2年2月28日 勇松園

遠鉄システムサービス株式会社

00023 管理課 業務委託 令和2年2月28日 株式会社雄樹園

00014 教育総務課 物品購入 令和元年9月20日

株式会社雄樹園00027 管理課 業務委託 令和2年2月28日

株式会社佐藤渡辺御前崎営業所

00025 教育総務課 物品購入 令和元年6月14日 シンワ自動車

00024 建設課 業務委託 令和2年3月31日

勇松園

00031 教育総務課 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 令和元年10月31日 有限会社伸紀測量設計事務所御前崎事業所

00029 管理課 業務委託 令和2年2月28日

株式会社特種東海フォレスト

00045 消防総務課 物品購入 令和元年9月30日 株式会社日消機械工業

00037 農林水産課 業務委託 令和元年6月17日

静和事務機株式会社御前崎支店

00048 総務課 物品購入 令和元年7月31日 静和事務機株式会社御前崎支店

00046 総務課 物品購入 令和元年6月28日

有限会社カーライフ山本

00058 上下水道課 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 令和元年6月17日 株式会社白岩設計

00057 企画政策課 物品購入 令和元年7月31日

株式会社オートサービスＮａｏ

00065 消防総務課 物品購入 令和元年7月31日 キンパラ株式会社静岡営業所

00060 農林水産課 物品購入 令和元年6月28日

一般財団法人静岡県生活科学検査センター00073 上下水道課 業務委託 令和2年3月31日

旭産業株式会社

00071 上下水道課 物品購入 令和2年3月31日 東洋計器株式会社静岡営業所

00068 消防総務課 物品購入 令和元年6月28日

上下水道課 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 令和元年7月17日 株式会社白岩設計

00076 上下水道課 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 令和元年7月17日 株式会社白岩設計

消防総務課 物品購入 令和元年7月31日 株式会社日消機械工業00077

00075
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平成31年度　図書館管理事業　 1,858,000 1,800,000 0

御前崎市立図書館屋内清掃管理業務委託 (2,043,800) (1,963,639) 0

平成31年度　消防署運営事業　 2,800,000 2,576,000 0

化学防護服購入 (3,024,000) (2,782,080) 0

平成31年度　広報事業　 5,192,000 2,838,000 0

広報おまえざき印刷業務 (5,673,440) (3,101,160) 0

平成31年度　小学校整備事業 5,221,000 3,100,000 0
第一小学校太陽光発電設備等設置工事実施設計業務委託 (5,638,680) (3,348,000) 0

平成31年度　小学校整備事業　 4,992,000 3,020,000 0
浜岡北小学校太陽光発電設備等設置工事実施設計業務委託 (5,391,360) (3,261,600) 0

平成31年度　図書館管理事業　 2,295,168 2,200,000 0

図書館植栽管理業務委託 (2,478,781) (2,376,000) 0

平成31年度　庁舎維持管理事業　 3,958,000 3,950,000 0

御前崎市役所庁舎周辺植栽管理業務委託 (4,353,800) (4,345,000) 0

平成31年度　給食センター建設事業　 4,123,000 4,000,000 0
御前崎市学校給食センター建設工事地質調査業務委託 (4,452,840) (4,320,000) 0

00079 市立図書館 業務委託 令和2年3月31日 株式会社アドバンス中部サービス

消防総務課 物品購入 令和元年9月20日 株式会社日消機械工業

00089 総務課 業務委託 令和2年3月31日 松本印刷株式会社

市立図書館 業務委託 令和2年2月29日 株式会社雄樹園

00090 教育総務課 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 令和元年7月31日 国際航業株式会社静岡支店

00093 教育総務課 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 令和元年7月31日 国際航業株式会社静岡支店

財政課 業務委託 令和2年3月13日 株式会社雄樹園

00108 教育総務課 地質調査 令和元年7月31日 日本エルダルト株式会社
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