
890,000 円 89万円

0 円 0 円

案件名称 漁港区域内法定外公共物維持補修工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210001-00
契約番号

122180103902021

00000110

調達案件名称 漁港区域内法定外公共物維持補修工事

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.09 入札説明請求期限 R03.04.16

指名通知書発行日時 R03.04.09 (14:00)  ～ R03.04.23 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.04.26 (08:30)  ～ R03.04.28 (17:00) 

開札予定日時 R03.04.30 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 860,000 ○ ○

2 （株）大森組 880,000 ○

3 （有）磯野建設 880,000 ○

4 （株）伊藤工務所 890,000 ○

5 佐久間建設（株） 890,000 ○

6 工建設（株） 890,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時 3分

開札経過
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4,390,000 円 439万円

0 円 0 円

案件名称 郷土資料室整備工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210007-00
契約番号

122180103902021

00000310

調達案件名称 郷土資料室整備工事

工事または業務内容

工種又は業種 建築一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.09 入札説明請求期限 R03.04.16

指名通知書発行日時 R03.04.09 (14:00)  ～ R03.04.23 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.04.26 (08:30)  ～ R03.04.28 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.04.30 (08:50) 開札予定日時 R03.04.30 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）共和 4,200,000 ○ ○

2 （株）沢工務店 4,340,000 ○

3 （株）伊藤工務所 4,350,000 ○

4 丸一建設（株） 4,360,000 ○

5 佐久間建設（株） 4,370,000 ○

6 （有）三上工務所 4,380,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時19分

開札経過
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2,600,000 円 260万円

0 円 0 円

案件名称 元北中学校体育館有窓階化改修工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210003-00
契約番号

122180103902021

00000410

調達案件名称 元北中学校体育館有窓階化改修工事

工事または業務内容

工種又は業種 建築一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.09 入札説明請求期限 R03.04.16

指名通知書発行日時 R03.04.09 (14:00)  ～ R03.04.23 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.04.26 (08:30)  ～ R03.04.28 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.04.30 (08:50) 開札予定日時 R03.04.30 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）沢工務店 2,540,000 ○ ○

2 佐久間建設（株） 2,550,000 ○

3 （有）三上工務所 2,580,000 ○

4 丸一建設（株） 2,590,000 ○

5 （株）伊藤工務所 2,590,000 ○

6 （株）共和 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時26分

開札経過

Page 1 of 1



3,050,000 円 305万円

0 円 0 円

案件名称 元勝浦診療所用地測量業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210004-00
契約番号

12218010390202

100000510

調達案件名称 元勝浦診療所用地測量業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 測量：測量一般 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.09 入札説明請求期限 R03.04.16

指名通知書発行日時 R03.04.09 (14:00)  ～ R03.04.23 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.04.26 (08:30)  ～ R03.04.28 (17:00) 

開札予定日時 R03.04.30 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 根本測量（株） 2,900,000 ○ ○

2 井上測量設計（株） 2,940,000 ○

3 コルタ測量（株） 2,950,000 ○

4 （株）アサヤ測量 2,960,000 ○

5 （有）いすみ測量 2,960,000 ○

6 磯野測量（株） 2,980,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時30分

開札経過
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4,580,000 円 458万円

調達案件名称水質検査業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021000501 契約番号 12218010390202180000120

調達案件名称 水質検査業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 検査・分析

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (09:35)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （一財）千葉県薬剤師会検査センター 3,330,000 ○ ○

2 （株）江東微生物研究所 3,550,000 ○

3 （株）ダイワ 3,820,000 ○

4 （株）上総環境調査センター 3,900,000 ○

5 （一財）千葉県環境財団 4,410,000 ○

6 中外テクノス（株） 辞退
7 （株）ユーベック 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時37分

開札経過
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2,690,000 円 269万円

0 円 0 円

案件名称 し尿処理施設精密機能検査業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210005-00
契約番号

12218010390202

100000910

調達案件名称 し尿処理施設精密機能検査業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 土木：廃棄物 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.09 入札説明請求期限 R03.04.16

指名通知書発行日時 R03.04.09 (14:00)  ～ R03.04.23 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.04.26 (08:30)  ～ R03.04.28 (17:00) 

開札予定日時 R03.04.30 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）環境技研コンサルタント 1,260,000 ○ ○

2 中外テクノス（株） 1,450,000 ○

3 （株）環境デザイン設計事務所 1,840,000 ○

4 （株）日本環境工学設計事務所 2,200,000 ○

5 （株）エスイイシイ 2,400,000 ○

6 （株）環境技術研究所 2,600,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時43分

開札経過
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590,000 円 59万円

調達案件名称業務用給湯機保守点検業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021000502 契約番号 12218010390202180000320

調達案件名称 業務用給湯機保守点検業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物設備等保守・修繕

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (09:48)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 昭和鉄工（株） 490,000 ○ ○

2 綜和熱学工業（株） 辞退
3 （株）アマラン 辞退
4 （株）エイド 辞退
5 （株）長生ビル管理 辞退
6 （株）京葉ビル整備 辞退
7 （株）京葉匠房 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時49分

開札経過
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1,300,000 円 130万円

調達案件名称空調機保守点検業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021000503 契約番号 12218010390202180000420

調達案件名称 空調機保守点検業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物設備等保守・修繕

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (09:52)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）アマラン 1,000,000 ○ ○

2 （株）長生ビル管理 1,182,000 ○

3 （株）京葉ビル整備 1,280,000 ○

4 （株）京葉匠房 1,300,000 ○

5 綜和熱学工業（株） 辞退
6 （株）エイド 辞退
7 昭和鉄工（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時52分

開札経過
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2,281,289 円 228万1289 円

調達案件名称コピー用紙（単価契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021000504 契約番号 12218010390202100000120

調達案件名称 コピー用紙（単価契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 文具・事務機器

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (09:59)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 あり

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）鈴木商店 2,018,550 ○ ○

2 （株）秋葉商店 2,039,200 ○

3 （株）山半 2,139,200 ○

4 （株）千葉測器 2,996,500 ×

5 （有）しらいし 辞退
6 （株）もちづき 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

9時59分

開札経過
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2,600 円 2600円

調達案件名称１３ｍｍ　水道用量水器（新品） 

調達案件番号 12218000000010103902021000505 契約番号 12218010390202100000220

調達案件名称 １３ｍｍ　水道用量水器（新品）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 水道・ガス用資材

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:02)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）阪神計器製作所 1,700.00 ○ ○

2 東洋計器（株） 1,730.00 ○

3 柏原計器工業（株） 1,770.00 ○

4 アズビル金門（株） 1,830.00 ○

5 愛知時計電機（株） 1,880.00 ○

6 （株）ニッコク 1,900.00 ○

7 前澤給装工業（株） 2,150.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時 3分

開札経過
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4,000 円 4000円

調達案件名称２０ｍｍ　水道用量水器（新品） 

調達案件番号 12218000000010103902021000506 契約番号 12218010390202100000320

調達案件名称 ２０ｍｍ　水道用量水器（新品）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 水道・ガス用資材

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:05)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 アズビル金門（株） 2,480.00 ○ ○

2 柏原計器工業（株） 2,500.00 ○

3 東洋計器（株） 2,520.00 ○

4 （株）ニッコク 2,580.00 ○

5 愛知時計電機（株） 2,630.00 ○

6 前澤給装工業（株） 2,650.00 ○

7 （株）阪神計器製作所 2,700.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時 6分

開札経過
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3,800 円 3800円

調達案件名称２５ｍｍ　水道用量水器（全体修理） 

調達案件番号 12218000000010103902021000510 契約番号 12218010390202100000820

調達案件名称 ２５ｍｍ　水道用量水器（全体修理）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 水道・ガス用資材

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:27)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 柏原計器工業（株） 2,200.00 ○ ○

2 （株）阪神計器製作所 2,250.00 ○

3 アズビル金門（株） 2,250.00 ○

4 （株）ニッコク 2,270.00 ○

5 東洋計器（株） 2,300.00 ○

6 前澤給装工業（株） 2,550.00 ○

7 愛知時計電機（株） 2,780.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時27分

開札経過
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1,800 円 1800円

調達案件名称１３ｍｍ　水道用量水器（全体修理） 

調達案件番号 12218000000010103902021000508 契約番号 12218010390202100000620

調達案件名称 １３ｍｍ　水道用量水器（全体修理）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 水道・ガス用資材

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:21)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 東洋計器（株） 1,350.00 ○ ○

2 柏原計器工業（株） 1,380.00 ○

3 アズビル金門（株） 1,390.00 ○

4 （株）阪神計器製作所 1,450.00 ○

5 （株）ニッコク 1,480.00 ○

6 愛知時計電機（株） 1,580.00 ○

7 前澤給装工業（株） 1,850.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時22分

開札経過
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3,000 円 3000円

調達案件名称２０ｍｍ　水道用量水器（全体修理） 

調達案件番号 12218000000010103902021000509 契約番号 12218010390202100000720

調達案件名称 ２０ｍｍ　水道用量水器（全体修理）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 水道・ガス用資材

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:24)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 柏原計器工業（株） 1,780.00 ○ ○

2 東洋計器（株） 1,790.00 ○

3 アズビル金門（株） 1,820.00 ○

4 （株）阪神計器製作所 1,850.00 ○

5 前澤給装工業（株） 1,950.00 ○

6 （株）ニッコク 1,980.00 ○

7 愛知時計電機（株） 2,030.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時24分

開札経過
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3,800 円 3800円

調達案件名称２５ｍｍ　水道用量水器（全体修理） 

調達案件番号 12218000000010103902021000510 契約番号 12218010390202100000820

調達案件名称 ２５ｍｍ　水道用量水器（全体修理）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 水道・ガス用資材

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:27)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 柏原計器工業（株） 2,200.00 ○ ○

2 （株）阪神計器製作所 2,250.00 ○

3 アズビル金門（株） 2,250.00 ○

4 （株）ニッコク 2,270.00 ○

5 東洋計器（株） 2,300.00 ○

6 前澤給装工業（株） 2,550.00 ○

7 愛知時計電機（株） 2,780.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時27分

開札経過
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14,000 円 1万4000円

調達案件名称４０ｍｍ　水道用量水器（全体修理） 

調達案件番号 12218000000010103902021000511 契約番号 12218010390202100000920

調達案件名称 ４０ｍｍ　水道用量水器（全体修理）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 水道・ガス用資材

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:29)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 柏原計器工業（株） 8,500.00 ○ ○

2 愛知時計電機（株） 9,250.00 ○

3 （株）ニッコク 9,800.00 ○

4 東洋計器（株） 9,800.00 ○

5 アズビル金門（株） 9,980.00 ○

6 （株）阪神計器製作所 11,000.00 ○

7 前澤給装工業（株） 11,500.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時30分

開札経過
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61 円 61円

調達案件名称高反応消石灰 

調達案件番号 12218000000010103902021000512 契約番号 12218010390202100001020

調達案件名称 高反応消石灰

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:33)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 59.50 ○ ○

2 ユアサ・フナショク（株） 60.00 ○

3 横山商事（株） 60.00 ○

4 関東酸素工業（株） 60.00 ○

5 新日本化成（株） 60.50 ○

6 昭栄興産（株） 60.50 ○

7 （株）流山化学 62.00 ×

8 （株）千葉化学品センター 62.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時33分

開札経過
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600 円 600円

調達案件名称ダイオキシン類除去用特殊反応助剤 

調達案件番号 12218000000010103902021000513 契約番号 12218010390202100001120

調達案件名称 ダイオキシン類除去用特殊反応助剤

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:35)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 新日本化成（株） 570.00 ○ ○

2 横山商事（株） 580.00 ○

3 （有）キッセイ 580.00 ○

4 ユアサ・フナショク（株） 590.00 ○

5 関東酸素工業（株） 590.00 ○

6 昭栄興産（株） 590.00 ○

7 （株）流山化学 620.00 ×

8 （株）千葉化学品センター 630.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時36分

開札経過
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1,350 円 1350円

調達案件名称高分子凝集剤 

調達案件番号 12218000000010103902021000514 契約番号 12218010390202100001220

調達案件名称 高分子凝集剤

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:38)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 1,290.00 ○ ○

2 横山商事（株） 1,300.00 ○

3 関東酸素工業（株） 1,320.00 ○

4 昭栄興産（株） 1,320.00 ○

5 ユアサ・フナショク（株） 1,330.00 ○

6 新日本化成（株） 1,330.00 ○

7 （株）千葉化学品センター 1,340.00 ○

8 （株）流山化学 1,350.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時38分

開札経過
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670 円 670円

調達案件名称消泡剤 

調達案件番号 12218000000010103902021000515 契約番号 12218010390202100001320

調達案件名称 消泡剤

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:43)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 650.00 ○ ○

2 関東酸素工業（株） 660.00 ○

3 ユアサ・フナショク（株） 665.00 ○

4 横山商事（株） 665.00 ○

5 新日本化成（株） 665.00 ○

6 昭栄興産（株） 665.00 ○

7 （株）千葉化学品センター 680.00 ×

8 （株）流山化学 700.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時44分

開札経過
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56 円 56円

調達案件名称ポリ硫酸第二鉄溶液 

調達案件番号 12218000000010103902021000516 契約番号 12218010390202100001420

調達案件名称 ポリ硫酸第二鉄溶液

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:46)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 横山商事（株） 52.00 ○ ○

2 （有）キッセイ 53.00 ○

3 ユアサ・フナショク（株） 54.00 ○

4 昭栄興産（株） 54.00 ○

5 関東酸素工業（株） 55.00 ○

6 新日本化成（株） 55.00 ○

7 （株）流山化学 57.00 ×

8 （株）千葉化学品センター 58.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時47分

開札経過
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56 円 56円

調達案件名称苛性ソーダ 

調達案件番号 12218000000010103902021000517 契約番号 12218010390202100001520

調達案件名称 苛性ソーダ

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:49)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 関東酸素工業（株） 54.00 ○ ○

2 ユアサ・フナショク（株） 55.00 ○

3 新日本化成（株） 55.00 ○

4 （有）キッセイ 55.00 ○

5 横山商事（株） 56.00 ○

6 昭栄興産（株） 56.00 ○

7 （株）千葉化学品センター 56.00 ○

8 （株）流山化学 59.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時49分

開札経過
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81 円 81円

調達案件名称次亜塩素酸ソーダ 

調達案件番号 12218000000010103902021000518 契約番号 12218010390202100001620

調達案件名称 次亜塩素酸ソーダ

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:52)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 78.00 ○ ○

2 ユアサ・フナショク（株） 79.00 ○

3 横山商事（株） 80.00 ○

4 関東酸素工業（株） 80.00 ○

5 新日本化成（株） 80.00 ○

6 昭栄興産（株） 80.00 ○

7 （株）流山化学 85.00 ×

8 （株）千葉化学品センター 85.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時53分

開札経過
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290 円 290円

調達案件名称メタノール 

調達案件番号 12218000000010103902021000519 契約番号 12218010390202100001720

調達案件名称 メタノール

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:55)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 270.00 ○ ○

2 横山商事（株） 280.00 ○

3 関東酸素工業（株） 280.00 ○

4 ユアサ・フナショク（株） 285.00 ○

5 新日本化成（株） 285.00 ○

6 昭栄興産（株） 288.00 ○

7 （株）流山化学 300.00 ×

8 （株）千葉化学品センター 305.00 ×

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時56分

開札経過
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95,000 円 9万5000 円

調達案件名称照明機器（ＬＥＤ）賃貸借（長期継続契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021000520 契約番号 12218010390202100001820

調達案件名称 照明機器（ＬＥＤ）賃貸借（長期継続契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 リース

公告日／公示日 R03.04.09 入札説明書説明請求期限 R03.04.16

入札書受付日時 R03.04.26 (08:30)  から R03.04.28 (17:00) 

開札日時 R03.04.30 (10:58)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ネクシィーズ 69,200 ○ ○

2 東京センチュリー（株） 辞退
3 日立キャピタル（株） 辞退
4 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 辞退
5 みずほ東芝リース（株） 辞退
6 ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 4月30日

10時59分

開札経過
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74,040,000 円 7404万円

62,934,000 円 6293万4000 円

案件名称 松部物揚場保全工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210008-00
契約番号

122180103902021

00001010

調達案件名称 松部物揚場保全工事

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.20 入札説明請求期限 R03.04.27

指名通知書発行日時 R03.04.20 (10:00)  ～ R03.04.30 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.10 (08:30)  ～ R03.05.13 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.05.14 (08:50) 開札予定日時 R03.05.14 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 工建設（株） 73,000,000 ○ ○ ○

2 佐久間建設（株） 73,160,000 ○ ○

3 丸一建設（株） 73,200,000 ○ ○

4 （有）吉清工業 73,220,000 ○ ○

5 白幡興業（株） 辞退
6 東海建設（株） 辞退
7 青木総業（株） 辞退
8 古谷建設（株） 辞退
9 （株）小松土建 辞退

10 （株）今井組 辞退
11 阿部建設（株） 辞退
12 （株）大滝工務店 辞退
13 （株）加賀田組 辞退
14 五洋建設（株） 辞退
15 佐藤工業（株） 辞退
16 青木あすなろ建設（株） 辞退
17 あおみ建設（株） 辞退
18 東亜建設工業（株） 辞退
19 東洋建設（株） 辞退
20 （株）不動テトラ 辞退
21 みらい建設工業（株） 辞退
22 若築建設（株） 辞退
23 鈴木土建（株） 辞退
24 岡田土建（株） 未入札

開札結果 落札者決定

理由

開札経過
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執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月14日

9時 8分

Page 2 of 2



2,580,000 円 258万円

0 円 0 円

案件名称 排水整備工事　川津萬名浦線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210009-00
契約番号

122180103902021

00001210

調達案件名称 排水整備工事　川津萬名浦線

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.05.28 (08:50) 開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 2,500,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 2,540,000 ○

3 （有）磯野建設 2,550,000 ○

4 （有）吉清工業 2,560,000 ○

5 （株）伊藤工務所 2,570,000 ○

6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時 6分

開札経過
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13,660,000 円 1366万円

10,928,000 円 1092万8000 円

案件名称 舗装修繕工事　墨名部原線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210010-00
契約番号

122180103902021

00001310

調達案件名称 舗装修繕工事　墨名部原線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.05.28 (08:50) 開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 13,200,000 ○ ○ ○

2 （有）吉清工業 13,250,000 ○ ○

3 丸一建設（株） 13,280,000 ○ ○

4 工建設（株） 13,300,000 ○ ○

5 （株）石兼組 13,300,000 ○ ○

6 （株）大森組 13,450,000 ○ ○

7 （有）三上工務所 13,500,000 ○ ○

8 イビデングリーンテック（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時10分

開札経過
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5,980,000 円 598万円

4,784,000 円 478万4000 円

案件名称 舗装修繕工事（街路）　峯山権瀬１号線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210011-00
契約番号

122180103902021

00001410

調達案件名称 舗装修繕工事（街路）　峯山権瀬１号線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.05.28 (08:50) 開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）三上工務所 5,800,000 ○ ○ ○

2 （株）石兼組 5,830,000 ○ ○

3 丸一建設（株） 5,850,000 ○ ○

4 （有）吉清工業 5,870,000 ○ ○

5 佐久間建設（株） 5,890,000 ○ ○

6 （株）大森組 5,900,000 ○ ○

7 工建設（株） 5,930,000 ○ ○

8 イビデングリーンテック（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時20分

開札経過
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1,040,000 円 104万円

0 円 0 円

案件名称 舗装復旧工事　国道２９７号外１路線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210012-00
契約番号

122180103902021

00001510

調達案件名称 舗装復旧工事　国道２９７号外１路線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）磯野建設 1,000,000 ○ ○

2 （有）佐久間工業 1,020,000 ○

3 （有）吉清工業 1,030,000 ○

4 （株）石兼組 1,030,000 ○

5 （株）伊藤工務所 1,040,000 ○

6 工建設（株） 1,040,000 ○

7 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時23分

開札経過
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3,150,000 円 315万円

0 円 0 円

案件名称
市営住宅浜勝浦みなと団地改修工事　市営住宅浜勝浦みなと団

地１－１－３　外１戸 

調達案件番号
1221800000001010390

20210013-00
契約番号

122180103902021

00001610

調達案件名称
市営住宅浜勝浦みなと団地改修工事　市営住宅浜勝浦みなと団地１－１－
３　外１戸

工事または業務内容

工種又は業種 建築一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.05.28 (08:50) 開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）沢工務店 2,960,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 2,996,000 ○

3 丸一建設（株） 3,057,000 ○

4 （株）伊藤工務所 3,060,000 ○

5 （株）共和 3,087,000 ○

6 佐久間建設（株） 3,090,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時30分

開札経過
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2,980,000 円 298万円

0 円 0 円

案件名称 防火水槽蓋掛工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210014-00
契約番号

122180103902021

00001710

調達案件名称 防火水槽蓋掛工事

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.05.28 (08:50) 開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 2,890,000 ○ ○

2 （株）伊藤工務所 2,910,000 ○

3 （株）沢工務店 2,920,000 ○

4 丸一建設（株） 2,930,000 ○

5 佐久間建設（株） 2,950,000 ○

6 （有）三上工務所 2,970,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時36分

開札経過
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4,270,000 円 427万円

0 円 0 円

案件名称 市有地災害防除工事　忠霊塔隣接地 

調達案件番号
1221800000001010390

20210015-00
契約番号

122180103902021

00001810

調達案件名称 市有地災害防除工事　忠霊塔隣接地

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.05.28 (08:50) 開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 4,120,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 4,140,000 ○

3 （有）吉清工業 4,150,000 ○

4 （株）伊藤工務所 4,180,000 ○

5 （有）佐久間工業 4,220,000 ○

6 （株）沢工務店 4,250,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時43分

開札経過
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5,670,000 円 567万円

0 円 0 円

案件名称 道路用地登記測量図作成業務委託　法定外公共物（道路） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210016-00
契約番号

12218010390202

100002010

調達案件名称 道路用地登記測量図作成業務委託　法定外公共物（道路）

工事または業務内容

工種又は業種 測量：測量一般 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）アサヤ測量 5,400,000 ○ ○

2 井上測量設計（株） 5,470,000 ○

3 磯野測量（株） 5,500,000 ○

4 コルタ測量（株） 5,500,000 ○

5 根本測量（株） 5,500,000 ○

6 （有）いすみ測量 5,550,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時46分

開札経過
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13,750,909 円 1375万909 円

0 円 0 円

案件名称 地籍調査事業業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210017-00
契約番号

12218010390202

100002110

調達案件名称 地籍調査事業業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 測量：測量一般 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.04.28 入札説明請求期限 R03.05.19

指名通知書発行日時 R03.04.28 (15:00)  ～ R03.05.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.05.24 (08:30)  ～ R03.05.27 (17:00) 

開札予定日時 R03.05.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （一社）大多喜町地籍調査協会 13,000,000 ○ ○

2 三和航測（株） 13,280,000 ○

3 （株）コーケン 13,300,000 ○

4 （株）つくも 13,300,000 ○

5 ケーエス・コンサルタント（株） 13,340,000 ○

6 八紘測量開発（株） 13,350,000 ○

7 磯野測量（株） 13,400,000 ○

8 （有）山葉測量 13,500,000 ○

9 空間情報サービス（株） 13,550,000 ○

10 井上測量設計（株） 13,600,000 ○

11 京葉測量（株） 13,740,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時49分

開札経過
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4,010,000 円 401万円

調達案件名称市道草刈業務委託　勝浦荒川線　外２路線 

調達案件番号 12218000000010103902021001701 契約番号 12218010390202180000620

調達案件名称 市道草刈業務委託　勝浦荒川線　外２路線

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 緑地管理・道路清掃

公告日／公示日 R03.04.28 入札説明書説明請求期限 R03.05.19

入札書受付日時 R03.05.24 (08:30)  から R03.05.27 (17:00) 

開札日時 R03.05.28 (09:52)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 丸一建設（株） 3,900,000 ○ ○

2 （株）石兼組 3,930,000 ○

3 佐久間建設（株） 3,950,000 ○

4 （有）吉清工業 3,960,000 ○

5 （有）プライムブルー 3,969,900 ○

6 （株）伊藤工務所 3,980,000 ○

7 工建設（株） 3,990,000 ○

8 （株）京葉匠房 4,010,000 ○

9 （有）佐久間工業 未入札
10 （有）たかばし産業 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時53分

開札経過
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4,050,000 円 405万円

調達案件名称市道草刈業務委託　大沢台宿線　外３路線 

調達案件番号 12218000000010103902021001702 契約番号 12218010390202180000720

調達案件名称 市道草刈業務委託　大沢台宿線　外３路線

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 緑地管理・道路清掃

公告日／公示日 R03.04.28 入札説明書説明請求期限 R03.05.19

入札書受付日時 R03.05.24 (08:30)  から R03.05.27 (17:00) 

開札日時 R03.05.28 (09:55)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）磯野建設 3,879,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 3,940,000 ○

3 工建設（株） 3,950,000 ○

4 （有）吉清工業 3,960,000 ○

5 丸一建設（株） 3,990,000 ○

6 （株）大森組 4,000,000 ○

7 佐久間建設（株） 4,010,000 ○

8 （株）石兼組 4,020,000 ○

9 （株）磯本 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時56分

開札経過
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4,310,000 円 431万円

調達案件名称市道草刈業務委託　松野中倉市野川線　外２路線 

調達案件番号 12218000000010103902021001703 契約番号 12218010390202180000820

調達案件名称 市道草刈業務委託　松野中倉市野川線　外２路線

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 緑地管理・道路清掃

公告日／公示日 R03.04.28 入札説明書説明請求期限 R03.05.19

入札書受付日時 R03.05.24 (08:30)  から R03.05.27 (17:00) 

開札日時 R03.05.28 (09:58)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）磯本 3,440,000 ○ ○

2 （有）磯野建設 3,645,000 ○

3 （株）京葉匠房 3,980,000 ○

4 （有）三上工務所 4,200,000 ○

5 （株）大森組 4,250,000 ○

6 （株）伊藤工務所 4,250,000 ○

7 （有）佐久間工業 4,260,000 ○

8 （有）プライムブルー 4,266,900 ○

9 （有）たかばし産業 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

9時59分

開札経過
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3,636,364 円 363万6364 円

調達案件名称
元北中学校野球場グラウンドメンテナンス業務委託（元北中

学校野球場） 

調達案件番号 12218000000010103902021001704 契約番号 12218010390202180000920

調達案件名称 元北中学校野球場グラウンドメンテナンス業務委託（元北中学校野球場）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 緑地管理・道路清掃

公告日／公示日 R03.04.28 入札説明書説明請求期限 R03.05.19

入札書受付日時 R03.05.24 (08:30)  から R03.05.27 (17:00) 

開札日時 R03.05.28 (10:00)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 東興産業（株） 3,440,000 ○ ○

2 セントラル（株） 3,590,000 ○

3 （株）生光園 3,630,000 ○

4 ロイヤルスポーツ工業（株） 3,630,000 ○

5 藤木園緑化土木（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

10時 1分

開札経過
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850,000 円 85万円

調達案件名称フレイル予防品（簡易ラジオ体操演奏機器）購入 

調達案件番号 12218000000010103902021001705 契約番号 12218010390202100001920

調達案件名称 フレイル予防品（簡易ラジオ体操演奏機器）購入

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 運動用品

公告日／公示日 R03.04.28 入札説明書説明請求期限 R03.05.19

入札書受付日時 R03.05.24 (08:30)  から R03.05.27 (17:00) 

開札日時 R03.05.28 (10:03)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）山半 575,000 ○ ○

2 （株）千葉測器 辞退
3 （有）鈴木商店 辞退
4 チバビジネス（株） 辞退
5 （株）ナカジマ 辞退
6 （有）上総化学工業所 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

10時 4分

開札経過
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93,300 円 9万3300 円

調達案件名称 LGWAN接続機器賃貸借（長期継続契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021001706 契約番号 12218010390202100002020

調達案件名称 LGWAN接続機器賃貸借（長期継続契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 リース

公告日／公示日 R03.04.28 入札説明書説明請求期限 R03.05.19

入札書受付日時 R03.05.24 (08:30)  から R03.05.27 (17:00) 

開札日時 R03.05.28 (10:07)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 86,100 ○ ○

2
（株）大崎コンピュータエンヂニアリン
グ

辞退

3 ちばぎんコンピューターサービス（株） 辞退
4 （株）ＪＥＣＣ 辞退
5 富士通リース（株） 辞退
6 ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

10時 8分

開札経過

Page 1 of 1



144,900 円 14万4900 円

調達案件名称自動体外式除細動器（AED）賃貸借（長期継続契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021001707 契約番号 12218010390202100002120

調達案件名称 自動体外式除細動器（AED）賃貸借（長期継続契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 リース

公告日／公示日 R03.04.28 入札説明書説明請求期限 R03.05.19

入札書受付日時 R03.05.24 (08:30)  から R03.05.27 (17:00) 

開札日時 R03.05.28 (10:10)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）鈴木商店 44,400 ○ ○

2 フクダ電子南関東販売（株） 44,640 ○

3 ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 69,840 ○

4 セコム（株） 114,780 ○

5 綜合警備保障（株） 144,900 ○

6 （株）千葉測器 辞退
7 リコーリース（株） 辞退
8 富士通リース（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 5月28日

10時12分

開札経過
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1,720,000 円 172万円

0 円 0 円

案件名称 転落防止柵設置工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210019-00
契約番号

122180103902021

00002510

調達案件名称 転落防止柵設置工事

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）大森組 1,300,000 ○ ○

2 （株）磯本 1,460,000 ○

3 （有）磯野建設 1,600,000 ○

4 （有）佐久間工業 1,650,000 ○

5 （株）伊藤工務所 1,670,000 ○

6 丸一建設（株） 1,680,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

9時48分

開札結果
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790,000 円 79万円

0 円 0 円

案件名称 路肩復旧工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210020-00
契約番号

122180103902021

00002610

調達案件名称 路肩復旧工事

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）石兼組 760,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 780,000 ○

3 （有）佐久間工業 780,000 ○

4 （有）吉清工業 780,000 ○

5 （株）伊藤工務所 790,000 ○

6 佐久間建設（株） 790,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

9時51分

開札結果

Page 1 of 1



690,000 円 69万円

0 円 0 円

案件名称 災害防除工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210021-00
契約番号

12218010390202

100002710

調達案件名称 災害防除工事

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）大森組 650,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 680,000 ○

3 （有）佐久間工業 680,000 ○

4 （株）沢工務店 680,000 ○

5 丸一建設（株） 685,000 ○

6 （株）伊藤工務所 690,000 ○

7 佐久間建設（株） 690,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

9時54分

開札結果
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2,080,000 円 208万円

0 円 0 円

案件名称 急傾斜地崩壊防止施設維持補修工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210022-00
契約番号

122180103902021

00002810

調達案件名称 急傾斜地崩壊防止施設維持補修工事

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）大森組 1,980,000 ○ ○

2 （株）伊藤工務所 2,000,000 ○

3 佐久間建設（株） 2,000,000 ○

4 丸一建設（株） 2,020,000 ○

5 （有）佐久間工業 2,030,000 ○

6 （有）三上工務所 2,050,000 ○

7 （株）沢工務店 2,060,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

10時16分

開札結果
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1,790,000 円 179万円

0 円 0 円

案件名称 漁港施設維持補修工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210023-00
契約番号

122180103902021

00002910

調達案件名称 漁港施設維持補修工事

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 丸一建設（株） 1,750,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 1,760,000 ○

3 （株）大森組 1,765,000 ○

4 （有）磯野建設 1,770,000 ○

5 佐久間建設（株） 1,774,000 ○

6 （有）佐久間工業 1,778,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

10時24分

開札結果
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5,030,000 円 503万円

4,024,000 円 402万4000 円

案件名称 庁舎空調設備維持補修工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210025-00
契約番号

122180103902021

00003110

調達案件名称 庁舎空調設備維持補修工事

工事または業務内容

工種又は業種 管工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ネオテック 6,530,000 × ○
予定価格超

過
2 綜和熱学工業（株） 辞退
3 （株）チバ設備事務所 辞退
4 （株）アスト 辞退
5 鈴木建設（株） 辞退
6 庄司工業（株） 辞退
7 福井サービス工業（株） 辞退
8 千葉アロー（株） 未入札
9 （株）帝設備 辞退

10 （株）中央設備 辞退
11 株木建設工業（株） 辞退

開札結果 取止め

理由 予定価格超過のため。

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

10時49分

開札結果
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2,280,000 円 228万円

0 円 0 円

案件名称 集会所換気設備等改修工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210032-00
契約番号

122180103902021

00003210

調達案件名称 集会所換気設備等改修工事

工事または業務内容

工種又は業種 建築一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （同）寺尾建築事務所 1,742,789 ○ ○ 紙入札
2 （株）共和 2,140,000 ○

3 （株）沢工務店 2,240,000 ○

4 丸一建設（株） 2,255,000 ○

5 佐久間建設（株） 2,264,000 ○

6 （有）三上工務所 2,269,000 ○

7 （株）伊藤工務所 2,270,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

9時12分

開札結果
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2,430,000 円 243万円

0 円 0 円

案件名称 無試薬残留塩素計更新工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210026-00
契約番号

122180103902021

00003310

調達案件名称 無試薬残留塩素計更新工事

工事または業務内容

工種又は業種 機械器具設置工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 福井電機（株） 1,850,000 ○ ○

2 環境テクノス（株） 2,300,000 ○

3 司機工（株） 2,350,000 ○

4 日立電工（株） 未入札
5 福井サービス工業（株） 辞退
6 （株）中央設備 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

11時 1分

開札結果
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10,300,000 円 1030万円

8,240,000 円 824万円

案件名称 フロキュレータ減速機更新工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210027-00
契約番号

122180103902021

00003410

調達案件名称 フロキュレータ減速機更新工事

工事または業務内容

工種又は業種 機械器具設置工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 荏原実業（株） 8,755,000 ○ ○ ○

2 （株）前澤エンジニアリングサービス 10,000,000 ○ ○

3 （株）中央設備 10,200,000 ○ ○

4 司機工（株） 10,300,000 ○ ○

5 布川産業（株） 辞退
6 冨田電機工業（株） 辞退
7 福井サービス工業（株） 辞退
8 （株）フソウ 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

9時24分

開札結果
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2,434,000 円 243万4000 円

0 円 0 円

案件名称 市営住宅万名浦団地解体工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210028-00
契約番号

122180103902021

00003510

調達案件名称 市営住宅万名浦団地解体工事

工事または業務内容

工種又は業種 解体工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.06.25 (08:50) 開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 2,360,000 ○ ○

2 （有）吉清工業 2,380,000 ○

3 （株）大森組 2,390,000 ○

4 （有）磯野建設 2,400,000 ○

5 （株）沢工務店 2,410,000 ○

6 （株）伊藤工務所 2,430,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

11時15分

開札結果
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2,140,000 円 214万円

0 円 0 円

案件名称 地質調査業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210029-00
契約番号

12218010390202

100003610

調達案件名称 地質調査業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 土木：道路 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 アールテックコンサルタント（株） 1,275,000 ○ ○

2 グリーン・コンサルタント（株） 1,390,000 ○

3 アートエンジニアリング（株） 1,485,000 ○

4 ニチレキ（株） 2,140,000 ○

5 （株）高島テクノロジーセンター 2,140,000 ○

6 ティーアール・コンサルタント（株） 3,000,000 ×
予定価格超

過
7 東亜道路工業（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

11時18分

開札結果
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564,000 円 56万4000 円

0 円 0 円

案件名称
市役所庁舎防災機能強化工事（庁舎エレベーター改修）設計

業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210030-00
契約番号

12218010390202

100003810

調達案件名称 市役所庁舎防災機能強化工事（庁舎エレベーター改修）設計業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 建築：建築一般 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）千葉建築設計事務所 500,000 ○ ○

2 （株）サン建築総合事務所 540,000 ○

3 （有）鈴木元晴設計室 540,000 ○

4 堀口一級建築士事務所 540,000 ○

5 （株）吉田設計 550,000 ○

6 （有）真建築設計事務所 560,000 ○

7 （株）濱田建築事務所 600,000 ×
予定価格超

過

8 青柳綜合設計 700,000 ×
予定価格超

過

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

11時22分

開札結果
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1,499,000 円 149万9000 円

0 円 0 円

案件名称 無線アクセスポイント設置工事設計業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210031-00
契約番号

12218010390202

100003910

調達案件名称 無線アクセスポイント設置工事設計業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 建築：電気 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.01 入札説明請求期限 R03.06.16

指名通知書発行日時 R03.06.01 (13:00)  ～ R03.06.18 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.06.21 (08:30)  ～ R03.06.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.06.25 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）千葉建築設計事務所 1,400,000 ○ ○

2 堀口一級建築士事務所 1,450,000 ○

3 （株）サン建築総合事務所 1,460,000 ○

4 （有）鈴木元晴設計室 1,460,000 ○

5 （株）吉田設計 1,475,000 ○

6 （有）真建築設計事務所 1,485,000 ○

7 （株）濱田建築事務所 1,600,000 ×
予定価格超

過

8 青柳綜合設計 1,700,000 ×
予定価格超

過

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

11時25分

開札結果
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7,127,273 円 712万7273 円

調達案件名称２人用ブランコ他 

調達案件番号 12218000000010103902021003101 契約番号 12218010390202100002220

調達案件名称 ２人用ブランコ他

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 その他物品

公告日／公示日 R03.06.01 入札説明書説明請求期限 R03.06.16

入札書受付日時 R03.06.21 (08:30)  から R03.06.24 (17:00) 

開札日時 R03.06.25 (11:28)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ヤクワ 6,400,000 ○ ○

2 日都産業（株） 6,900,000 ○

3 （株）都市造形 7,100,000 ○

4 タカオ（株） 7,100,000 ○

5 （株）中村製作所 辞退
6 （株）コトブキ 辞退
7 （株）中村体育 紙入札辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

11時29分

開札結果
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387,001 円 38万7001 円

調達案件名称校務用パソコン及び関連機器賃貸借（長期継続契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021003102 契約番号 12218010390202100002320

調達案件名称 校務用パソコン及び関連機器賃貸借（長期継続契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 リース

公告日／公示日 R03.06.01 入札説明書説明請求期限 R03.06.16

入札書受付日時 R03.06.21 (08:30)  から R03.06.24 (17:00) 

開札日時 R03.06.25 (11:35)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 あり

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ＪＥＣＣ 357,900 ○ ○

2 ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 363,300 ○

3 富士通リース（株） 369,000 ○

4
（株）大崎コンピュータエンヂニアリン
グ

375,000 ○

5 ちばぎんコンピューターサービス（株） 辞退
6 リコーリース（株） 辞退
7 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 辞退
8 コーユーレンティア（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 6月25日

11時36分

開札結果
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5,910,000 円 591万円

4,728,000 円 472万8000 円

案件名称 災害防除工事　松部吉尾鵜原線　　勝浦市　吉尾　地内 

調達案件番号
1221800000001010390

20210033-00
契約番号

122180103902021

00004110

調達案件名称 災害防除工事　松部吉尾鵜原線　　勝浦市　吉尾　地内

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.07.20 (08:50) 開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 5,710,000 ○ ○ ○

2 丸一建設（株） 5,780,000 ○ ○

3 （株）大森組 5,820,000 ○ ○

4 （株）石兼組 5,840,000 ○ ○

5 （有）吉清工業 5,850,000 ○ ○

6 工建設（株） 5,860,000 ○ ○

7 （有）三上工務所 5,900,000 ○ ○

8 イビデングリーンテック（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

9時34分

開札結果
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13,860,000 円 1386万円

11,088,000 円 1108万8000 円

案件名称 災害防除工事　松部吉尾鵜原線　　勝浦市　鵜原　地内 

調達案件番号
1221800000001010390

20210034-00
契約番号

122180103902021

00004210

調達案件名称 災害防除工事　松部吉尾鵜原線　　勝浦市　鵜原　地内

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.07.20 (08:50) 開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 13,400,000 ○ ○ ○

2 （株）大森組 13,480,000 ○ ○

3 丸一建設（株） 13,500,000 ○ ○

4 （有）吉清工業 13,550,000 ○ ○

5 工建設（株） 13,580,000 ○ ○

6 （株）石兼組 13,650,000 ○ ○

7 （有）三上工務所 13,780,000 ○ ○

8 イビデングリーンテック（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

9時42分

開札結果
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1,320,000 円 132万円

0 円 0 円

案件名称 農道維持補修工事　農道　野合線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210035-00
契約番号

122180103902021

00004310

調達案件名称 農道維持補修工事　農道　野合線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.07.20 (08:50) 開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）磯本 1,180,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 1,230,000 ○

3 佐久間建設（株） 1,270,000 ○

4 （有）磯野建設 1,270,000 ○

5 （株）伊藤工務所 1,280,000 ○

6 （有）佐久間工業 1,300,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

9時58分

開札結果
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1,140,000 円 114万円

0 円 0 円

案件名称 サイトグラス更新工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210036-00
契約番号

122180103902021

00004410

調達案件名称 サイトグラス更新工事

工事または業務内容

工種又は業種 機械器具設置工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 福井電機（株） 1,080,000 ○ ○

2 司機工（株） 1,135,000 ○

3 （株）中央設備 1,140,000 ○

4 日立電工（株） 辞退
5 福井サービス工業（株） 辞退
6 環境テクノス（株） 未入札
7 （株）トーコー産業 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時 1分

開札結果
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890,000 円 89万円

0 円 0 円

案件名称 ろ過流量計更新工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210037-00
契約番号

122180103902021

00004510

調達案件名称 ろ過流量計更新工事

工事または業務内容

工種又は業種 機械器具設置工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 福井電機（株） 840,000 ○ ○

2 司機工（株） 885,000 ○

3 （株）中央設備 890,000 ○

4 日立電工（株） 辞退
5 福井サービス工業（株） 辞退
6 環境テクノス（株） 未入札
7 （株）トーコー産業 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時 9分

開札結果
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3,980,000 円 398万円

0 円 0 円

案件名称
廃水処理施設膜ユニット交換及び散気管改修工事　勝浦市学校

給食共同調理場 

調達案件番号
1221800000001010390

20210038-00
契約番号

122180103902021

00004610

調達案件名称
廃水処理施設膜ユニット交換及び散気管改修工事　勝浦市学校給食共同
調理場

工事または業務内容

工種又は業種 管工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.07.20 (08:50) 開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 3,579,000 ○ ○

2 （株）プラントサービス 3,590,000 ○

3 （有）吉清工業 3,850,000 ○

4 （株）伊藤工務所 3,880,000 ○

5 （有）佐久間工業 3,920,000 ○

6 （有）土屋管工事 未入札
7 飯島設備工業（株） 辞退
8 （株）南総メンテナンス 辞退
9 （株）磯本 辞退

10 （有）キミヅカ 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時15分

開札結果
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3,010,000 円 301万円

0 円 0 円

案件名称
トンネル設計業務委託　勝浦荒川線　外１路線（稲荷台隧道　

外１箇所） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210039-00
契約番号

12218010390202

100004710

調達案件名称 トンネル設計業務委託　勝浦荒川線　外１路線（稲荷台隧道　外１箇所）

工事または業務内容

工種又は業種 土木：トンネル 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 アジア航測（株） 2,570,000 ○ ○

2 （株）道路建設コンサルタント 2,800,000 ○

3 東京コンサルタンツ（株） 3,000,000 ○

4 和合エンジニアリング（株） 3,010,000 ○

5 （株）協和コンサルタンツ 3,010,000 ○

6 （株）構造エンジニアリング 3,010,000 ○

7 （株）ダイヤコンサルタント 辞退
8 （株）日本インシーク 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時19分

開札結果
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1,039,000 円 103万9000 円

0 円 0 円

案件名称
市役所庁舎防災機能強化工事（非常用発電設備改修）設計業

務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210040-00
契約番号

12218010390202

100004810

調達案件名称 市役所庁舎防災機能強化工事（非常用発電設備改修）設計業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 建築：建築一般 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）千葉建築設計事務所 980,000 ○ ○

2 （株）サン建築総合事務所 1,000,000 ○

3 （有）鈴木元晴設計室 1,000,000 ○

4 （株）吉田設計 1,000,000 ○

5 堀口一級建築士事務所 1,000,000 ○

6 （有）真建築設計事務所 1,015,000 ○

7 （株）濱田建築事務所 1,030,000 ○

8 青柳綜合設計 1,200,000 ×
予定価格超

過

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時24分

開札結果
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1,200,000 円 120万円

0 円 0 円

案件名称
資材・工事費等価格特別調査業務委託　原長崎線（２０２０号

橋） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210041-00
契約番号

12218010390202

100004910

調達案件名称 資材・工事費等価格特別調査業務委託　原長崎線（２０２０号橋）

工事または業務内容

工種又は業種
土木：施工計画・施工
設備及び積算

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.06.30 入札説明請求期限 R03.07.09

指名通知書発行日時 R03.06.30 (13:00)  ～ R03.07.13 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.07.15 (08:30)  ～ R03.07.19 (17:00) 

開札予定日時 R03.07.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 太洋エンジニアリング（株） 1,150,000 ○

2 （株）アジア共同設計コンサルタント 1,150,000 ○ ○ 当選
3 （一財）経済調査会 1,190,000 ○

4 （一財）建設物価調査会 辞退
5 （株）建設技術研究所 辞退
6 （株）ニュージェック 辞退
7 （株）日本インシーク 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時37分

開札結果
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3,880,000 円 388万円

調達案件名称勝浦市総合防災ブック作成業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021004101 契約番号 12218010390202180002020

調達案件名称 勝浦市総合防災ブック作成業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 調査・計画

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (10:41)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ゼンリン 3,690,000 ○ ○

2 （株）オオバ 辞退
3 （株）エイト日本技術開発 辞退
4 （株）パスコ 辞退
5 アジア航測（株） 辞退
6 玉野総合コンサルタント（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時41分

開札結果
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545,455 円 54万5455 円

調達案件名称自動車騒音常時監視業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021004102 契約番号 12218010390202180002120

調達案件名称 自動車騒音常時監視業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 検査・分析

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (09:05)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ＣＴＩウイング 328,000 ○ ○

2 （有）日本交通流動リサーチ 344,000 ○

3 （株）上総環境調査センター 360,000 ○

4 中外テクノス（株） 385,000 ○

5 （株）中央クリエイト 395,000 ○

6 （株）ＰＣＥＲ 540,000 ○

7 （株）エオネックス 545,000 ○

8 （一財）千葉県環境財団 545,455 ○ 紙入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

9時 6分

開札結果
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572,000 円 57万2000 円

調達案件名称ダイオキシン類等測定業務委託　勝浦市クリーンセンター 

調達案件番号 12218000000010103902021004103 契約番号 12218010390202180002220

調達案件名称 ダイオキシン類等測定業務委託　勝浦市クリーンセンター

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 検査・分析

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (09:08)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 東京テクニカル・サービス（株） 390,000 ○ ○

2 （株）上総環境調査センター 460,000 ○

3 （一財）千葉県環境財団 572,000 ○ 紙入札
4 （株）永山環境科学研究所 572,000 ○

5 （株）エヌ・イーサポート 572,000 ○

6 中外テクノス（株） 辞退
7 （一財）千葉県薬剤師会検査センター 辞退
8 ユーロフィン日本環境（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

9時10分

開札結果
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1,180,000 円 118万円

調達案件名称作業環境測定業務委託　勝浦市クリーンセンター 

調達案件番号 12218000000010103902021004104 契約番号 12218010390202180002320

調達案件名称 作業環境測定業務委託　勝浦市クリーンセンター

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 検査・分析

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (09:13)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 東京テクニカル・サービス（株） 600,000 ○ ○

2 （株）ダイワ 770,000 ○

3 （株）上総環境調査センター 840,000 ○

4 （一財）千葉県環境財団 1,178,000 ○ 紙入札
5 中外テクノス（株） 1,180,000 ○

6 （一財）千葉県薬剤師会検査センター 1,180,000 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

9時17分

開札結果
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660,000 円 66万円

調達案件名称ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運搬業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021004105 契約番号 12218010390202180002420

調達案件名称 ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運搬業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 廃棄物処理

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (10:57)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 環境通信輸送（株） 288,000 ○ ○

2 （株）丸運 389,000 ○

3 山九（株） 450,000 ○

4 早来工営（株） 500,000 ○

5 （株）ティーエムハンズ 550,000 ○

6 日本通運（株） 616,000 ○

7 Ｊ＆Ｔ環境（株） 635,000 ○

8 赤城鉱油（株） 700,000 ×

9 松田産業（株） 辞退
10 丸両自動車運送（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

10時58分

開札結果
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485,000 円 48万5000 円

調達案件名称無停電電源装置 

調達案件番号 12218000000010103902021004106 契約番号 12218010390202100002420

調達案件名称 無停電電源装置

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 産業用機器及び資材

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (11:00)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 明協電機（株） 460,000 ○ ○

2 アキラ（株） 470,000 ○

3 福井電機（株） 480,000 ○

4 冨田電機工業（株） 辞退
5 荏原実業（株） 辞退
6 （株）第一テクノ 辞退
7 メタウォーター（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

11時 0分

開札結果
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2,472,728 円 247万2728 円

調達案件名称避難所感染症対策備品等 

調達案件番号 12218000000010103902021004107 契約番号 12218010390202100002520

調達案件名称 避難所感染症対策備品等

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 消防・保安用品

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (11:03)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 ムラスギ防災（株） 2,235,980 ○ ○

2 （株）斉藤商会 2,250,150 ○

3 （有）ナカムラ防災 2,299,600 ○

4 （株）清水商会 2,349,060 ○

5 （株）大成防災 2,398,510 ○

6 サワダ安全防災（株） 2,423,240 ○

7 （有）若菜防災 2,472,700 ○

8 （株）京葉匠房 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

11時 4分

開札結果
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693,000 円 69万3000 円

調達案件名称消防用備品 

調達案件番号 12218000000010103902021004108 契約番号 12218010390202100002620

調達案件名称 消防用備品

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 消防・保安用品

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (11:06)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）千葉トーハツ商会 680,000 ○ ○

2 （株）斉藤商会 688,000 ○

3 ムラスギ防災（株） 688,000 ○

4 （有）ナカムラ防災 690,000 ○

5 （株）清水商会 693,000 ○

6 星野総合商事（株） 693,000 ○

7 サワダ安全防災（株） 辞退
8 （株）京葉匠房 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

11時 7分

開札結果
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1,250,000 円 125万円

調達案件名称サーモグラフィーカメラ（非接触式体表面検知器） 

調達案件番号 12218000000010103902021004109 契約番号 12218010390202100002820

調達案件名称 サーモグラフィーカメラ（非接触式体表面検知器）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 文具・事務機器

公告日／公示日 R03.06.30 入札説明書説明請求期限 R03.07.09

入札書受付日時 R03.07.15 (08:30)  から R03.07.19 (17:00) 

開札日時 R03.07.20 (11:09)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 中央教育機器（株） 665,000 ○ ○

2 （有）鈴木商店 815,000 ○

3 （株）山半 850,000 ○

4 （株）千葉測器 1,125,000 ○

5 （株）もちづき 1,235,000 ○

6 チバビジネス（株） 辞退
7 （株）ミツワ堂 辞退
8 （株）秋葉商店 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 7月20日

11時10分

開札結果
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4,650,000 円 465万円

3,720,000 円 372万円

案件名称 道路区画線等線引工事　勝浦部原線　外４路線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210042-00
契約番号

122180103902021

00005010

調達案件名称 道路区画線等線引工事　勝浦部原線　外４路線

工事または業務内容

工種又は業種 塗装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.08.27 (08:50) 開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 松峰工業（株） 3,720,000 ○ ○ ○ 当選
2 （株）サンエイロテック 3,720,000 ○ ○

3 （株）道標 4,000,000 ○ ○

4 森川産業（株） 4,150,000 ○ ○

5 増田産業（株） 4,400,000 ○ ○

6 （株）明成 4,510,000 ○ ○

7 洋廣産業（株） 4,510,000 ○ ○

8 八富企業（株） 4,520,000 ○ ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

9時33分

開札結果

Page 1 of 1



2,370,000 円 237万円

0 円 0 円

案件名称 河川維持補修工事　馬堀川 

調達案件番号
1221800000001010390

20210043-00
契約番号

122180103902021

00005110

調達案件名称 河川維持補修工事　馬堀川

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.08.27 (08:50) 開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）磯本 2,200,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 2,220,000 ○

3 丸一建設（株） 2,290,000 ○

4 （有）磯野建設 2,300,000 ○

5 （有）佐久間工業 2,320,000 ○

6 （株）伊藤工務所 2,340,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

9時40分

開札結果
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12,610,000 円 1261万円

10,088,000 円 1008万8000 円

案件名称 市営住宅災害防除工事　旭ヶ丘団地 

調達案件番号
1221800000001010390

20210044-00
契約番号

122180103902021

00005210

調達案件名称 市営住宅災害防除工事　旭ヶ丘団地

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.08.27 (08:50) 開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）石兼組 12,350,000 ○ ○ ○

2 佐久間建設（株） 12,380,000 ○ ○

3 （有）三上工務所 12,400,000 ○ ○

4 丸一建設（株） 12,430,000 ○ ○

5 （有）吉清工業 12,450,000 ○ ○

6 （株）大森組 12,500,000 ○ ○

7 工建設（株） 12,520,000 ○ ○

8 イビデングリーンテック（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

9時52分

開札結果
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1,596,364 円 159万6364 円

0 円 0 円

案件名称 勝浦市立図書館内部扉自動化工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210045-00
契約番号

122180103902021

00005310

調達案件名称 勝浦市立図書館内部扉自動化工事

工事または業務内容

工種又は業種 建築一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.08.27 (08:50) 開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （同）寺尾建築事務所 1,107,889 ○ ○ 紙入札
2 （株）伊藤工務所 1,400,000 ○

3 （株）共和 1,436,000 ○

4 （株）沢工務店 1,540,000 ○

5 佐久間建設（株） 1,550,000 ○

6 丸一建設（株） 1,580,000 ○

7 （有）三上工務所 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

9時16分

開札結果

Page 1 of 1



14,500,000 円 1450万円

0 円 0 円

案件名称
道路橋定期点検業務委託　沢田長田線（杉戸１号橋）外３４路

線（外３４橋） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210046-00
契約番号

12218010390202

100005410

調達案件名称 道路橋定期点検業務委託　沢田長田線（杉戸１号橋）外３４路線（外３４橋）

工事または業務内容

工種又は業種
土木：鋼構造物及びコ
ンクリート

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）パスコ 13,500,000 ○ ○

2 （株）道路建設コンサルタント 13,900,000 ○

3 （株）東和設計 14,100,000 ○

4 （株）日本インシーク 14,100,000 ○

5 和合建設コンサルタント（株） 14,200,000 ○

6 （株）新光コンサルタント 14,300,000 ○

7 東洋技研コンサルタント（株） 14,300,000 ○

8 （株）構造エンジニアリング 14,350,000 ○

9 和合エンジニアリング（株） 14,400,000 ○

10 東京コンサルタンツ（株） 14,500,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

10時 1分

開札結果
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8,180,000 円 818万円

0 円 0 円

案件名称
道路附属物定期点検・修繕計画策定業務委託　鵜原荒川線（中

島隧道）外 

調達案件番号
1221800000001010390

20210047-00
契約番号

12218010390202

100005510

調達案件名称 道路附属物定期点検・修繕計画策定業務委託　鵜原荒川線（中島隧道）外

工事または業務内容

工種又は業種 土木：道路 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）北友コンサルタント 5,480,000 ○ ○

2 パシフィックコンサルタンツ（株） 5,600,000 ○

3 （株）パスコ 6,120,000 ○

4 （株）道路建設コンサルタント 7,850,000 ○

5 （株）コーケン 7,950,000 ○

6 和合建設コンサルタント（株） 8,000,000 ○

7 （株）東和設計 8,000,000 ○

8 （株）新光コンサルタント 8,050,000 ○

9 和合エンジニアリング（株） 8,100,000 ○

10 （株）構造エンジニアリング 8,100,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

10時 8分

開札結果
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7,950,000 円 795万円

0 円 0 円

案件名称 市営漁港機能維持補修設計業務委託　鵜原漁港（長入地区） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210048-00
契約番号

12218010390202

100005610

調達案件名称 市営漁港機能維持補修設計業務委託　鵜原漁港（長入地区）

工事または業務内容

工種又は業種 土木：港湾 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）アルファ水工コンサルタンツ 4,740,000 ○ ○

2 （株）オリエンタルコンサルタンツ 5,090,000 ○

3 （株）エース 5,980,000 ○

4 （株）センク２１ 7,900,000 ○

5 国際航業（株） 7,950,000 ○

6 中央コンサルタンツ（株） 7,950,000 ○

7 三井共同建設コンサルタント（株）　 7,950,000 ○

8 大日本コンサルタント（株） 7,950,000 ○

9 （株）東光コンサルタンツ 7,950,000 ○

10 （株）エイト日本技術開発 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

10時11分

開札結果
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2,890,000 円 289万円

0 円 0 円

案件名称 令和３年度勝浦市都市計画基礎調査業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210049-00
契約番号

12218010390202

100005710

調達案件名称 令和３年度勝浦市都市計画基礎調査業務委託

工事または業務内容

工種又は業種
土木：都市計画及び地
方計画

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 空間情報サービス（株） 1,380,000 ○ ○

2 京葉測量（株） 2,000,000 ○

3 三和航測（株） 2,820,000 ○

4 （株）パスコ 2,890,000 ○

5 国際航業（株） 辞退
6 （一財）千葉県まちづくり公社 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

10時15分

開札結果
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3,020,000 円 302万円

0 円 0 円

案件名称
勝浦市営住宅長寿命化計画改定業務委託　市営住宅万名浦団地　

外７ 

調達案件番号
1221800000001010390

20210050-00
契約番号

12218010390202

100005810

調達案件名称 勝浦市営住宅長寿命化計画改定業務委託　市営住宅万名浦団地　外７

工事または業務内容

工種又は業種
土木：都市計画及び地
方計画

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.07.30 入札説明請求期限 R03.08.12

指名通知書発行日時 R03.07.30 (13:00)  ～ R03.08.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.08.23 (08:30)  ～ R03.08.26 (17:00) 

開札予定日時 R03.08.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）住宅・都市問題研究所 1,950,000 ○ ○

2 （株）協和コンサルタンツ 3,000,000 ○

3 国際航業（株） 3,020,000 ○

4 （株）ウエスコ 3,020,000 ○

5 （株）オリエンタルコンサルタンツ 3,322,000 ×
予定価格超

過
6 （株）オオバ 辞退
7 昭和（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

10時19分

開札結果
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1,200,000 円 120万円

調達案件名称図書除菌器 

調達案件番号 12218000000010103902021005101 契約番号 12218010390202100003020

調達案件名称 図書除菌器

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 文具・事務機器

公告日／公示日 R03.07.30 入札説明書説明請求期限 R03.08.12

入札書受付日時 R03.08.23 (08:30)  から R03.08.26 (17:00) 

開札日時 R03.08.27 (10:22)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）鈴木商店 1,170,000 ○ ○

2 （有）日興商事 1,185,000 ○

3 （株）山半 1,190,000 ○

4 （株）図書館流通センター 1,200,000 ○

5 中央教育機器（株） 辞退
6 （株）千葉測器 辞退
7 （株）もちづき 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

10時23分

開札結果
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494,137 円 49万4137 円

調達案件名称学習支援ソフト（長期継続契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021005102 契約番号 12218010390202100003120

調達案件名称 学習支援ソフト（長期継続契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 リース

公告日／公示日 R03.07.30 入札説明書説明請求期限 R03.08.12

入札書受付日時 R03.08.23 (08:30)  から R03.08.26 (17:00) 

開札日時 R03.08.27 (10:29)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 あり

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 471,400 ○ ○

2 （株）ＪＥＣＣ 473,000 ○

3 富士通リース（株） 483,100 ○

4
（株）大崎コンピュータエンヂニアリン
グ

492,000 ○

5 チバビジネス（株） 辞退
6 リコーリース（株） 辞退
7 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 辞退
8 コーユーレンティア（株） 辞退
9 （株）両備システムズ 辞退

10 シャープファイナンス（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 8月27日

10時29分

開札結果
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920,000 円 92万円

0 円 0 円

案件名称 舗装新設工事　野中椎木谷線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210052-00
契約番号

122180103902021

00006310

調達案件名称 舗装新設工事　野中椎木谷線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.09.01 入札説明請求期限 R03.09.10

指名通知書発行日時 R03.09.01 (13:00)  ～ R03.09.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.09.21 (08:30)  ～ R03.09.27 (17:00) 

開札予定日時 R03.09.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 890,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 908,000 ○

3 （有）磯野建設 910,000 ○

4 （株）石兼組 910,000 ○

5 （株）伊藤工務所 920,000 ○

6 佐久間建設（株） 920,000 ○

7 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 9月28日

9時29分

開札結果
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13,440,000 円 1344万円

10,752,000 円 1075万2000 円

案件名称 配水管布設工事　主要地方道　天津小湊夷隅線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210053-00
契約番号

122180103902021

00006410

調達案件名称 配水管布設工事　主要地方道　天津小湊夷隅線

工事または業務内容

工種又は業種 水道施設工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.09.01 入札説明請求期限 R03.09.10

指名通知書発行日時 R03.09.01 (13:00)  ～ R03.09.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.09.21 (08:30)  ～ R03.09.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.09.28 (08:50) 開札予定日時 R03.09.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）三上工務所 11,960,000 ○ ○ ○

2 （株）磯本 12,700,000 ○ ○

3 （株）石兼組 13,000,000 ○ ○

4 丸一建設（株） 13,100,000 ○ ○

5 佐久間建設（株） 13,150,000 ○ ○

6 工建設（株） 13,200,000 ○ ○

7 （有）磯野建設 13,240,000 ○ ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 9月28日

9時38分

開札結果
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10,710,000 円 1071万円

0 円 0 円

案件名称 法面測量設計地質調査業務委託　松野中倉市野川線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210054-00
契約番号

12218010390202

100006510

調達案件名称 法面測量設計地質調査業務委託　松野中倉市野川線

工事または業務内容

工種又は業種 土木：道路 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.09.01 入札説明請求期限 R03.09.10

指名通知書発行日時 R03.09.01 (13:00)  ～ R03.09.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.09.21 (08:30)  ～ R03.09.27 (17:00) 

開札予定日時 R03.09.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）パスコ 9,880,000 ○ ○

2 （株）新光コンサルタント 10,500,000 ○

3 和合建設コンサルタント（株） 10,500,000 ○

4 和合エンジニアリング（株） 10,600,000 ○

5 （株）東和設計 10,600,000 ○

6 （株）道路建設コンサルタント 10,650,000 ○

7 京葉測量（株） 10,700,000 ○

8 開発虎ノ門コンサルタント（株） 10,700,000 ○

9 東京コンサルタンツ（株） 10,710,000 ○

10 （株）協和コンサルタンツ 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 9月28日

9時41分

開札結果
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6,560,000 円 656万円

0 円 0 円

案件名称 勝浦市大規模盛土造成地変動予測調査業務委託 

調達案件番号
1221800000001010390

20210055-00
契約番号

12218010390202

100006610

調達案件名称 勝浦市大規模盛土造成地変動予測調査業務委託

工事または業務内容

工種又は業種 土木：土質及び基礎 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.09.01 入札説明請求期限 R03.09.10

指名通知書発行日時 R03.09.01 (13:00)  ～ R03.09.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.09.21 (08:30)  ～ R03.09.27 (17:00) 

開札予定日時 R03.09.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）八州 3,440,000 ○ ○

2 玉野総合コンサルタント（株） 3,870,000 ○

3 （株）日本インシーク 4,600,000 ○

4 （株）エイト日本技術開発 4,920,000 ○

5 （株）オオバ 5,200,000 ○

6 パシフィックコンサルタンツ（株） 6,000,000 ○

7 国際航業（株） 6,560,000 ○ 紙入札
8 アジア航測（株） 6,560,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 9月28日

9時16分

開札結果
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5,032,500 円 503万2500 円

調達案件名称
庁舎総合管理及び勝浦市芸術文化交流センター総合管理業務

委託（長期継続契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021005501 契約番号 12218010390202180002520

調達案件名称 庁舎総合管理及び勝浦市芸術文化交流センター総合管理業務委託（長期継続契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物管理・清掃

公告日／公示日 R03.09.01 入札説明書説明請求期限 R03.09.10

入札書受付日時 R03.09.21 (08:30)  から R03.09.27 (17:00) 

開札日時 R03.09.28 (09:03)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 あり

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）エイド 3,980,000 ○ ○

2 （株）メック 4,700,000 ○

3 千葉グローブシップ（株） 4,712,000 ○

4 （株）オーチュー 4,800,000 ○

5 （株）日進産業 4,830,000 ○

6 （株）オーエンス 4,870,000 ○

7 （株）エヌケイサービス 4,870,000 ○

8 （株）京葉ビル整備 4,880,000 ○

9 千葉ビル・メンテナンス（株） 4,910,000 ○

10 （株）日本環境ビルテック 4,960,000 ○

11 新生ビルテクノ（株） 4,960,000 ○

12 秀和ビルメンテナンス（株） 5,691,000 × 紙入札
13 （株）新東美装 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年 9月28日

9時 8分

開札結果
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2,060,000 円 206万円

0 円 0 円

案件名称 漁港施設維持補修工事　大沢漁港　正面物揚場 

調達案件番号
1221800000001010390

20210057-00
契約番号

122180103902021

00007010

調達案件名称 漁港施設維持補修工事　大沢漁港　正面物揚場

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.10.01 入札説明請求期限 R03.10.13

指名通知書発行日時 R03.10.01 (15:00)  ～ R03.10.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.10.21 (08:30)  ～ R03.10.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.10.28 (08:50) 開札予定日時 R03.10.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 1,990,000 ○ ○

2 丸一建設（株） 2,000,000 ○

3 （有）三上工務所 2,010,000 ○

4 （株）大森組 2,020,000 ○

5 （株）石兼組 2,040,000 ○

6 （有）吉清工業 2,050,000 ○

7 （株）安井工務店 2,055,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

9時 9分

開札結果
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5,420,000 円 542万円

4,607,000 円 460万7000 円

案件名称 勝浦駅南口駅前広場施設改修工事　勝浦駅南口駅前広場 

調達案件番号
1221800000001010390

20210058-00
契約番号

122180103902021

00007110

調達案件名称 勝浦駅南口駅前広場施設改修工事　勝浦駅南口駅前広場

工事または業務内容

工種又は業種 建築一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.10.01 入札説明請求期限 R03.10.13

指名通知書発行日時 R03.10.01 (15:00)  ～ R03.10.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.10.21 (08:30)  ～ R03.10.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.10.28 (08:50) 開札予定日時 R03.10.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）共和 4,607,000 ○ ○ ○

2 （株）伊藤工務所 4,690,000 ○ ○

3 佐久間建設（株） 5,280,000 ○ ○

4 （株）沢工務店 5,300,000 ○ ○

5 （有）三上工務所 5,350,000 ○ ○

6 丸一建設（株） 5,360,000 ○ ○

7 （株）安井工務店 5,380,000 ○ ○

8 （同）寺尾建築事務所 未入札

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

9時19分

開札結果
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920,000 円 92万円

0 円 0 円

案件名称 市営荒川テニスコートフェンス設置工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210059-00
契約番号

122180103902021

00007210

調達案件名称 市営荒川テニスコートフェンス設置工事

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.10.01 入札説明請求期限 R03.10.13

指名通知書発行日時 R03.10.01 (15:00)  ～ R03.10.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.10.21 (08:30)  ～ R03.10.27 (17:00) 

開札予定日時 R03.10.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）三上工務所 870,000 ○ ○

2 （有）佐久間工業 910,000 ○

3 （有）吉清工業 910,000 ○

4 （有）磯野建設 910,000 ○

5 （株）石兼組 910,000 ○

6 （株）安井工務店 910,000 ○

7 （株）伊藤工務所 920,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

9時23分

開札結果
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11,120,000 円 1112万円

8,896,000 円 889万6000 円

案件名称 配水管布設替工事　市道駒形１号線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210060-00
契約番号

122180103902021

00007310

調達案件名称 配水管布設替工事　市道駒形１号線

工事または業務内容

工種又は業種 水道施設工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.10.01 入札説明請求期限 R03.10.13

指名通知書発行日時 R03.10.01 (15:00)  ～ R03.10.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.10.21 (08:30)  ～ R03.10.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.10.28 (08:50) 開札予定日時 R03.10.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）磯本 8,896,000 ○ ○ ○

2 （有）三上工務所 辞退
3 丸一建設（株） 辞退
4 佐久間建設（株） 辞退
5 （有）磯野建設 辞退
6 工建設（株） 辞退
7 （株）石兼組 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

9時29分

開札結果
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6,640,000 円 664万円

5,312,000 円 531万2000 円

案件名称 無線アクセスポイント設置工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210061-00
契約番号

122180103902021

00007410

調達案件名称 無線アクセスポイント設置工事

工事または業務内容

工種又は業種 電気通信工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.10.01 入札説明請求期限 R03.10.13

指名通知書発行日時 R03.10.01 (15:00)  ～ R03.10.20 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.10.21 (08:30)  ～ R03.10.27 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.10.28 (08:50) 開札予定日時 R03.10.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 宮川電気通信工業（株） 5,312,000 ○ ○

2 フィデス（株） 5,312,000 ○ ○ ○ 当選

3 ＮＥＣフィールディング（株） 6,830,280 × ○
予定価格超

過
4 小峯電業（株） 辞退
5 スイス通信システム（株） 辞退
6 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング 辞退
7 神田通信機（株） 辞退
8 東日本電信電話（株） 辞退
9 （株）内田洋行 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

10時 0分

開札結果
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2,220,000 円 222万円

調達案件名称市道草刈業務委託　松野中倉市野川線　外１路線 

調達案件番号 12218000000010103902021006101 契約番号 12218010390202180002720

調達案件名称 市道草刈業務委託　松野中倉市野川線　外１路線

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 緑地管理・道路清掃

公告日／公示日 R03.10.01 入札説明書説明請求期限 R03.10.13

入札書受付日時 R03.10.21 (08:30)  から R03.10.27 (17:00) 

開札日時 R03.10.28 (10:03)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）磯野建設 2,060,000 ○ ○

2 （株）伊藤工務所 2,160,000 ○

3 （株）大森組 2,170,000 ○

4 （有）佐久間工業 2,170,000 ○

5 （有）三上工務所 2,190,000 ○

6 （有）プライムブルー 2,197,800 ○

7 （有）たかばし産業 2,200,000 ○

8 （株）京葉匠房 辞退
9 （株）磯本 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

10時 4分

開札結果
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3,320,000 円 332万円

調達案件名称市道草刈業務委託　大沢台宿線　外２路線 

調達案件番号 12218000000010103902021006102 契約番号 12218010390202180002820

調達案件名称 市道草刈業務委託　大沢台宿線　外２路線

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 緑地管理・道路清掃

公告日／公示日 R03.10.01 入札説明書説明請求期限 R03.10.13

入札書受付日時 R03.10.21 (08:30)  から R03.10.27 (17:00) 

開札日時 R03.10.28 (10:06)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）三上工務所 3,120,000 ○ ○

2 丸一建設（株） 3,150,000 ○

3 （有）吉清工業 3,170,000 ○

4 （株）大森組 3,190,000 ○

5 佐久間建設（株） 3,200,000 ○

6 工建設（株） 3,200,000 ○

7 （有）磯野建設 3,220,000 ○

8 （株）磯本 辞退
9 （株）石兼組 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

10時 7分

開札結果
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4,010,000 円 401万円

調達案件名称市道草刈業務委託　勝浦荒川線　外２路線 

調達案件番号 12218000000010103902021006103 契約番号 12218010390202180002920

調達案件名称 市道草刈業務委託　勝浦荒川線　外２路線

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 緑地管理・道路清掃

公告日／公示日 R03.10.01 入札説明書説明請求期限 R03.10.13

入札書受付日時 R03.10.21 (08:30)  から R03.10.27 (17:00) 

開札日時 R03.10.28 (10:09)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 3,890,000 ○ ○

2 （有）佐久間工業 3,910,000 ○

3 （有）吉清工業 3,920,000 ○

4 （株）伊藤工務所 3,925,000 ○

5 工建設（株） 3,940,000 ○

6 丸一建設（株） 3,950,000 ○

7 （有）プライムブルー 3,969,900 ○

8 （有）たかばし産業 3,970,000 ○

9 （株）京葉匠房 辞退
10 （株）石兼組 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

10時10分

開札結果
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11,064,000 円 1106万4000 円

調達案件名称かつうら放課後ルーム他遊具購入 

調達案件番号 12218000000010103902021006104 契約番号 12218010390202100003520

調達案件名称 かつうら放課後ルーム他遊具購入

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 その他物品

公告日／公示日 R03.10.01 入札説明書説明請求期限 R03.10.13

入札書受付日時 R03.10.21 (08:30)  から R03.10.27 (17:00) 

開札日時 R03.10.28 (10:14)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ヤクワ 10,000,000 ○ ○

2 タカオ（株） 10,500,000 ○

3 （株）コトブキ 10,510,000 ○

4 日都産業（株） 10,900,000 ○

5 （株）都市造形 11,050,000 ○

6 （株）中村製作所 辞退
7 （株）中村体育 紙入札辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

10時15分

開札結果
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2,915,364 円 291万5364 円

調達案件名称こども館他遊具購入 

調達案件番号 12218000000010103902021006105 契約番号 12218010390202100003620

調達案件名称 こども館他遊具購入

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 その他物品

公告日／公示日 R03.10.01 入札説明書説明請求期限 R03.10.13

入札書受付日時 R03.10.21 (08:30)  から R03.10.27 (17:00) 

開札日時 R03.10.28 (10:17)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ナカジマ 2,179,770 ○ ○

2 （有）ニシミヤスポーツ 2,560,000 ○

3 （株）千葉測器 辞退
4 （有）鈴木商店 辞退
5 （株）こどものとも 辞退
6 （株）ワンダー関東 辞退
7 望月スポーツ用具販売（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

10時18分

開札結果
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89,300 円 8万9300 円

調達案件名称地籍調査成果管理システム（長期継続契約） 

調達案件番号 12218000000010103902021006106 契約番号 12218010390202100003720

調達案件名称 地籍調査成果管理システム（長期継続契約）

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 リース

公告日／公示日 R03.10.01 入札説明書説明請求期限 R03.10.13

入札書受付日時 R03.10.21 (08:30)  から R03.10.27 (17:00) 

開札日時 R03.10.28 (10:20)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 国土情報開発（株） 78,000 ○ ○

2 京葉測量（株） 86,000 ○

3 （株）松本コンサルタント 88,000 ○

4 国際航業（株） 89,300 ○

5 （株）パスコ 89,300 ○

6 アジア航測（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年10月28日

10時21分

開札結果

Page 1 of 1



39,340,000 円 3934万円

31,472,000 円 3147万2000 円

案件名称 橋りょう修繕工事　原長崎線（２０２０号橋） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210062-00
契約番号

122180103902021

00007510

調達案件名称 橋りょう修繕工事　原長崎線（２０２０号橋）

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.10.22 入札説明請求期限 R03.11.02

指名通知書発行日時 R03.10.22 (10:00)  ～ R03.11.12 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.11.15 (08:30)  ～ R03.11.17 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.11.18 (08:50) 開札予定日時 R03.11.18 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）伊藤工務所 38,550,000 ○ ○ ○

2 佐久間建設（株） 38,600,000 ○ ○

3 （有）吉清工業 38,640,000 ○ ○

4 （株）大森組 38,700,000 ○ ○

5 丸一建設（株） 38,720,000 ○ ○

6 （有）三上工務所 38,790,000 ○ ○

7 （有）磯野建設 38,850,000 ○ ○

8 （株）石兼組 38,900,000 ○ ○

9 工建設（株） 38,940,000 ○ ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年11月18日

9時18分

開札結果

Page 1 of 1



3,670,000 円 367万円

0 円 0 円

案件名称 市有地災害復旧工事　勝浦市浜勝浦１７８番１ 

調達案件番号
1221800000001010390

20210063-00
契約番号

122180103902021

00007610

調達案件名称 市有地災害復旧工事　勝浦市浜勝浦１７８番１

工事または業務内容

工種又は業種
とび・土工・コンクリート
工事

入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.10.22 入札説明請求期限 R03.10.29

指名通知書発行日時 R03.10.22 (14:00)  ～ R03.11.02 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.11.04 (08:30)  ～ R03.11.08 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.11.09 (08:50) 開札予定日時 R03.11.09 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 3,560,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 3,580,000 ○

3 （株）伊藤工務所 3,600,000 ○

4 （有）佐久間工業 3,620,000 ○

5 （株）安井工務店 3,630,000 ○

6 （株）沢工務店 3,650,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年11月 9日

9時 3分

開札結果
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17,060,000 円 1706万円

14,501,000 円 1450万1000 円

案件名称 校舎内飛散防止フィルム貼付等工事 

調達案件番号
1221800000001010390

20210064-00
契約番号

122180103902021

00007710

調達案件名称 校舎内飛散防止フィルム貼付等工事

工事または業務内容

工種又は業種 建築一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.11.01 入札説明請求期限 R03.11.12

指名通知書発行日時 R03.11.01 (15:00)  ～ R03.11.19 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.11.22 (08:30)  ～ R03.11.25 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.11.26 (08:50) 開札予定日時 R03.11.26 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）沢工務店 14,501,000 ○ ○ ○ 当選
2 （株）共和 14,501,000 ○ ○

3 （株）伊藤工務所 17,060,000 ○ ○

4 （有）三上工務所 辞退
5 丸一建設（株） 辞退
6 佐久間建設（株） 辞退
7 （株）安井工務店 辞退
8 （同）寺尾建築事務所 14,100,000 失格

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年11月26日

9時23分

開札経過
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5,900,000 円 590万円

調達案件名称２連ブランコ（ザイルロープ）他 

調達案件番号 12218000000010103902021006401 契約番号 12218010390202100003820

調達案件名称 ２連ブランコ（ザイルロープ）他

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 その他物品

公告日／公示日 R03.11.01 入札説明書説明請求期限 R03.11.12

入札書受付日時 R03.11.22 (08:30)  から R03.11.25 (17:00) 

開札日時 R03.11.26 (09:30)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）都市造形 5,290,000 ○ ○

2 （株）コトブキ 5,450,000 ○

3 （株）ヤクワ 5,580,000 ○

4 日都産業（株） 5,600,000 ○

5 タカオ（株） 5,900,000 ○

6 （株）中村製作所 辞退
7 （株）中村体育 紙入札辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年11月26日

9時31分

開札経過
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1,163,637 円 116万3637 円

調達案件名称デジタル簡易無線機 

調達案件番号 12218000000010103902021006402 契約番号 12218010390202100003920

調達案件名称 デジタル簡易無線機

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 通信機・家電

公告日／公示日 R03.11.01 入札説明書説明請求期限 R03.11.12

入札書受付日時 R03.11.22 (08:30)  から R03.11.25 (17:00) 

開札日時 R03.11.26 (09:33)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 スイス通信システム（株） 622,900 ○ ○

2 関東電子（株） 654,000 ○

3 （株）城山 696,150 ○

4 三峰無線（株） 926,900 ○

5 （株）テレコム 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年11月26日

9時34分

開札経過
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610,000 円 61万円

0 円 0 円

案件名称 路肩復旧工事　堀込線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210065-00
契約番号

122180103902021

00007910

調達案件名称 路肩復旧工事　堀込線

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）三上工務所 591,000 ○ ○

2 （株）大森組 600,000 ○

3 （株）安井工務店 600,000 ○

4 （有）吉清工業 605,000 ○

5 （有）佐久間工業 辞退
6 （有）磯野建設 未入札

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

9時 6分

開札結果
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740,000 円 74万円

0 円 0 円

案件名称 転落防止柵設置工事　中島堀込線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210066-00
契約番号

122180103902021

00008010

調達案件名称 転落防止柵設置工事　中島堀込線

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 717,000 ○ ○

2 （株）安井工務店 732,000 ○

3 （株）伊藤工務所 740,000 ○

4 佐久間建設（株） 辞退
5 （有）磯野建設 未入札
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

9時10分

開札結果
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690,000 円 69万円

0 円 0 円

案件名称 舗装新設工事　秋田山形線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210068-00
契約番号

122180103902021

00008210

調達案件名称 舗装新設工事　秋田山形線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 669,000 ○ ○

2 （株）大森組 680,000 ○

3 （株）安井工務店 683,000 ○

4 （株）伊藤工務所 690,000 ○

5 （有）磯野建設 未入札
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

9時48分

開札結果
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1,620,000 円 162万円

0 円 0 円

案件名称 舗装修繕工事　芳賀市野川線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210069-00
契約番号

122180103902021

00008310

調達案件名称 舗装修繕工事　芳賀市野川線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）伊藤工務所 1,570,000 ○ ○

2 （有）佐久間工業 1,590,000 ○

3 佐久間建設（株） 1,600,000 ○

4 （株）安井工務店 1,600,000 ○

5 （有）磯野建設 未入札
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

10時33分

開札結果
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3,220,000 円 322万円

0 円 0 円

案件名称 舗装修繕工事　法花平沢線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210070-00
契約番号

122180103902021

00008410

調達案件名称 舗装修繕工事　法花平沢線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 3,110,000 ○ ○

2 丸一建設（株） 3,130,000 ○

3 （株）大森組 3,150,000 ○

4 （有）吉清工業 3,155,000 ○

5 （株）石兼組 3,160,000 ○

6 工建設（株） 3,180,000 ○

7 （有）三上工務所 3,210,000 ○

8 イビデングリーンテック（株） 未入札

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

10時44分

開札結果
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5,080,000 円 508万円

4,064,000 円 406万4000 円

案件名称 舗装修繕工事　宿戸大楠線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210071-00
契約番号

122180103902021

00008510

調達案件名称 舗装修繕工事　宿戸大楠線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）吉清工業 5,000,000 ○ ○ ○

2 （株）大森組 5,020,000 ○ ○

3 丸一建設（株） 5,030,000 ○ ○

4 工建設（株） 5,030,000 ○ ○

5 （有）三上工務所 5,050,000 ○ ○

6 （株）石兼組 5,050,000 ○ ○

7 佐久間建設（株） 5,060,000 ○ ○

8 イビデングリーンテック（株） 未入札

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

10時55分

開札結果
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12,670,000 円 1267万円

10,136,000 円 1013万6000 円

案件名称 災害復旧工事　部原川津勝浦線（１２号） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210074-00
契約番号

122180103902021

00008810

調達案件名称 災害復旧工事　部原川津勝浦線（１２号）

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 12,230,000 ○ ○ ○

2 （株）石兼組 12,300,000 ○ ○

3 （有）吉清工業 12,320,000 ○ ○

4 丸一建設（株） 12,360,000 ○ ○

5 （株）伊藤工務所 12,400,000 ○ ○

6 （株）大森組 12,420,000 ○ ○

7 工建設（株） 12,500,000 ○ ○

8 （有）三上工務所 12,600,000 ○ ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

11時17分

開札結果
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6,870,000 円 687万円

5,496,000 円 549万6000 円

案件名称 災害復旧工事　新戸川（１８号） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210075-00
契約番号

122180103902021

00008910

調達案件名称 災害復旧工事　新戸川（１８号）

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）石兼組 6,770,000 ○ ○ ○

2 （有）三上工務所 6,780,000 ○ ○

3 佐久間建設（株） 6,790,000 ○ ○

4 （株）大森組 6,800,000 ○ ○

5 工建設（株） 6,820,000 ○ ○

6 （株）伊藤工務所 6,830,000 ○ ○

7 （有）磯野建設 未入札
8 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

11時25分

開札結果
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1,060,000 円 106万円

0 円 0 円

案件名称 災害復旧工事　原沢山線（２２号） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210076-00
契約番号

122180103902021

00009010

調達案件名称 災害復旧工事　原沢山線（２２号）

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 1,020,000 ○ ○

2 （株）安井工務店 1,050,000 ○

3 佐久間建設（株） 辞退
4 （有）磯野建設 未入札
5 （株）石兼組 辞退
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

11時43分

開札結果
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4,760,000 円 476万円

3,808,000 円 380万8000 円

案件名称 災害復旧工事　北広田下タノ沢線（２４号） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210078-00
契約番号

122180103902021

00009310

調達案件名称 災害復旧工事　北広田下タノ沢線（２４号）

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）三上工務所 4,600,000 ○ ○ ○

2 （有）吉清工業 4,630,000 ○ ○

3 （株）大森組 4,650,000 ○ ○

4 （有）佐久間工業 4,690,000 ○ ○

5 （株）安井工務店 4,700,000 ○ ○

6 （有）磯野建設 未入札

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

11時58分

開札結果
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5,290,000 円 529万円

4,232,000 円 423万2000 円

案件名称 災害復旧工事　芳賀市野川線（２５号） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210079-00
契約番号

122180103902021

00009410

調達案件名称 災害復旧工事　芳賀市野川線（２５号）

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）石兼組 5,200,000 ○ ○ ○

2 （株）伊藤工務所 5,230,000 ○ ○

3 （有）佐久間工業 5,250,000 ○ ○

4 （株）安井工務店 5,250,000 ○ ○

5 （有）磯野建設 未入札
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

12時 4分

開札結果
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1,100,000 円 110万円

0 円 0 円

案件名称 農地災害復旧工事（６／２１８） 

調達案件番号
1221800000001010390

20210086-00
契約番号

122180103902021

00010110

調達案件名称 農地災害復旧工事（６／２１８）

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）三上工務所 1,065,000 ○ ○

2 （株）安井工務店 1,080,000 ○

3 丸一建設（株） 1,095,000 ○

4 （株）伊藤工務所 1,100,000 ○

5 （有）佐久間工業 辞退
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

12時59分

開札結果
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880,000 円 88万円

0 円 0 円

案件名称 舗装復旧工事　主要地方道　天津小湊夷隅線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210087-00
契約番号

122180103902021

00010210

調達案件名称 舗装復旧工事　主要地方道　天津小湊夷隅線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 850,000 ○ ○

2 （有）三上工務所 867,000 ○

3 （株）安井工務店 870,000 ○

4 （株）伊藤工務所 880,000 ○

5 （有）磯野建設 未入札
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

13時 6分

開札結果
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800,000 円 80万円

0 円 0 円

案件名称 舗装復旧工事　県道　勝浦上野大多喜線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210088-00
契約番号

122180103902021

00010310

調達案件名称 舗装復旧工事　県道　勝浦上野大多喜線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）伊藤工務所 775,000 ○ ○

2 （株）安井工務店 780,000 ○

3 丸一建設（株） 795,000 ○

4 （有）佐久間工業 辞退
5 （有）磯野建設 未入札
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

13時11分

開札結果
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1,040,000 円 104万円

0 円 0 円

案件名称 舗装復旧工事　市道　部原川津勝浦線外３路線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210089-00
契約番号

122180103902021

00010410

調達案件名称 舗装復旧工事　市道　部原川津勝浦線外３路線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）伊藤工務所 1,000,000 ○ ○

2 （株）安井工務店 1,039,000 ○

3 （有）佐久間工業 辞退
4 （有）磯野建設 未入札
5 （株）石兼組 辞退
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

13時15分

開札結果
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2,720,000 円 272万円

0 円 0 円

案件名称
消火栓ボックス改修工事　主要地方道　天津小湊夷隅線外２路

線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210090-00
契約番号

122180103902021

00010510

調達案件名称 消火栓ボックス改修工事　主要地方道　天津小湊夷隅線外２路線

工事または業務内容

工種又は業種 水道施設工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R03.12.27 (08:50) 開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）伊藤工務所 2,650,000 ○ ○

2 （有）吉清工業 2,670,000 ○

3 （有）佐久間工業 2,700,000 ○

4 佐久間建設（株） 2,700,000 ○

5 （有）磯野建設 未入札
6 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

13時21分

開札結果
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3,175,000 円 317万5000 円

0 円 0 円

案件名称
特定建築物定期報告調査業務委託　勝浦市立上野小学校　他５

校 

調達案件番号
1221800000001010390

20210091-00
契約番号

12218010390202

100010610

調達案件名称 特定建築物定期報告調査業務委託　勝浦市立上野小学校　他５校

工事または業務内容

工種又は業種 建築：調査 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）千葉建築設計事務所 2,780,000 ○ ○

2 堀口一級建築士事務所 2,900,000 ○

3 （株）桑田建築設計事務所 2,980,000 ○

4 青柳綜合設計 2,980,000 ○

5 （株）吉田設計 2,990,000 ○

6 （株）榎本建築設計事務所 3,000,000 ○

7 （有）鈴木元晴設計室 3,100,000 ○

8 （株）カトウ建築事務所 3,170,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

13時24分

開札結果
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661,000 円 66万1000 円

0 円 0 円

案件名称
特定建築物定期報告調査業務委託　勝浦市芸術文化交流セン

ター 

調達案件番号
1221800000001010390

20210092-00
契約番号

12218010390202

100010710

調達案件名称 特定建築物定期報告調査業務委託　勝浦市芸術文化交流センター

工事または業務内容

工種又は業種 建築：調査 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.01 入札説明請求期限 R03.12.13

指名通知書発行日時 R03.12.01 (15:00)  ～ R03.12.17 (17:00) 

入札書受付予定日時 R03.12.20 (08:30)  ～ R03.12.24 (17:00) 

開札予定日時 R03.12.27 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）千葉建築設計事務所 580,000 ○ ○

2 （株）榎本建築設計事務所 600,000 ○

3 （株）桑田建築設計事務所 600,000 ○

4 堀口一級建築士事務所 600,000 ○

5 （有）鈴木元晴設計室 620,000 ○

6 （株）吉田設計 620,000 ○

7 （株）カトウ建築事務所 660,000 ○

8 青柳綜合設計 660,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

13時28分

開札結果
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3,206,000 円 320万6000 円

調達案件名称廃水処理施設維持管理委託 

調達案件番号 12218000000010103902021009201 契約番号 12218010390202180003720

調達案件名称 廃水処理施設維持管理委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物管理・清掃

公告日／公示日 R03.12.01 入札説明書説明請求期限 R03.12.13

入札書受付日時 R03.12.20 (08:30)  から R03.12.24 (17:00) 

開札日時 R03.12.27 (13:30)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）房総・総合環境センター 1,600,000 ○ ○

2 （株）プラントサービス 1,960,000 ○

3 （株）ダイワ 2,519,500 ○

4 （株）南総メンテナンス 2,600,000 ○

5 （有）日の出商会 3,879,000 ×

6 （株）エイド 辞退
7 （有）岡田清掃 未入札
8 （株）メック 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

13時31分

開札結果
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1,300,000 円 130万円

調達案件名称空調機保守点検業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021009203 契約番号 12218010390202180003920

調達案件名称 空調機保守点検業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物設備等保守・修繕

公告日／公示日 R03.12.01 入札説明書説明請求期限 R03.12.13

入札書受付日時 R03.12.20 (08:30)  から R03.12.24 (17:00) 

開札日時 R03.12.27 (14:02)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）アマラン 1,000,000 ○ ○

2 （株）長生ビル管理 1,260,000 ○

3 （株）京葉ビル整備 1,280,000 ○

4 綜和熱学工業（株） 1,300,000 ○

5 （株）京葉匠房 1,300,000 ○

6 （株）中央設備 辞退
7 中央エンタープライス（株） 辞退
8 千葉アロー（株） 未入札
9 （株）メック 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

14時 3分

開札結果
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2,270,000 円 227万円

調達案件名称一般廃棄物（火災廃材）運搬処理業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021009204 契約番号 12218010390202180004020

調達案件名称 一般廃棄物（火災廃材）運搬処理業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 廃棄物処理

公告日／公示日 R03.12.01 入札説明書説明請求期限 R03.12.13

入札書受付日時 R03.12.20 (08:30)  から R03.12.24 (17:00) 

開札日時 R03.12.27 (14:05)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）市川環境エンジニアリング 2,250,000 ○ ○

2 （株）京葉興業 2,270,000 ○

3 （有）たかばし産業 辞退
4 上総通運（株） 辞退
5 （株）ミヤケエコプランニング 未入札
6 岡田運送（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

14時 7分

開札結果
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5,180,000 円 518万円

調達案件名称天日乾燥床更生業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021009205 契約番号 12218010390202180004120

調達案件名称 天日乾燥床更生業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 廃棄物処理

公告日／公示日 R03.12.01 入札説明書説明請求期限 R03.12.13

入札書受付日時 R03.12.20 (08:30)  から R03.12.24 (17:00) 

開札日時 R03.12.27 (14:08)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）イタミエコテック 5,024,000 ○ ○

2 （有）たかばし産業 5,050,000 ○

3 （株）市原環境サービス 5,070,000 ○

4 （株）センエー 5,100,000 ○

5 タカハシ興産（株） 5,100,000 ○

6 環境美装（株） 5,150,000 ○

7 千葉テクノサービス（株） 6,000,000 ×

8 千種興産（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

14時 9分

開札結果
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6,525,919 円 652万5919 円

調達案件名称避難所等感染症対策備品等 

調達案件番号 12218000000010103902021009206 契約番号 12218010390202100004120

調達案件名称 避難所等感染症対策備品等

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 消防・保安用品

公告日／公示日 R03.12.01 入札説明書説明請求期限 R03.12.13

入札書受付日時 R03.12.20 (08:30)  から R03.12.24 (17:00) 

開札日時 R03.12.27 (14:11)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 ムラスギ防災（株） 4,914,650 ○ ○

2 （株）千葉トーハツ商会 6,143,000 ○

3 （株）斉藤商会 6,153,600 ○

4 （有）ナカムラ防災 6,212,000 ○

5 （株）大成防災 6,348,000 ○

6 （株）清水商会 6,400,000 ○

7 船山（株） 辞退
8 （株）京葉匠房 辞退
9 防災技術センター（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

14時11分

開札結果
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2,866,080 円 286万6080 円

調達案件名称非常用食料等及び感染対策物資 

調達案件番号 12218000000010103902021009207 契約番号 12218010390202100004220

調達案件名称 非常用食料等及び感染対策物資

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 消防・保安用品

公告日／公示日 R03.12.01 入札説明書説明請求期限 R03.12.13

入札書受付日時 R03.12.20 (08:30)  から R03.12.24 (17:00) 

開札日時 R03.12.27 (14:13)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 ムラスギ防災（株） 2,232,780 ○ ○

2 （株）千葉トーハツ商会 2,342,800 ○

3 （株）清水商会 2,400,000 ○

4 （株）斉藤商会 2,420,990 ○

5 （有）ナカムラ防災 2,467,450 ○

6 船山（株） 2,480,000 ○

7 （株）大成防災 2,541,200 ○

8 （株）京葉匠房 辞退
9 防災技術センター（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 3年12月27日

14時14分

開札結果

Page 1 of 1



6,690,000 円 669万円

5,352,000 円 535万2000 円

案件名称 道路改良工事　川向中島線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210093-00
契約番号

122180103902021

00011010

調達案件名称 道路改良工事　川向中島線

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.20 入札説明請求期限 R04.01.06

指名通知書発行日時 R03.12.20 (11:00)  ～ R04.01.14 (17:00) 

入札書受付予定日時 R04.01.17 (08:30)  ～ R04.01.19 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R04.01.20 (08:50) 開札予定日時 R04.01.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）吉清工業 6,550,000 ○ ○ ○

2 丸一建設（株） 6,600,000 ○ ○

3 工建設（株） 6,630,000 ○ ○

4 （有）三上工務所 6,650,000 ○ ○

5 （株）伊藤工務所 6,650,000 ○ ○

6 （株）大森組 6,660,000 ○ ○

7 （有）磯野建設 未入札
8 （株）磯本 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月20日

9時14分

開札結果
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12,160,000 円 1216万円

9,728,000 円 972万8000 円

案件名称 舗装修繕工事　松野中倉市野川線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210094-00
契約番号

122180103902021

00011110

調達案件名称 舗装修繕工事　松野中倉市野川線

工事または業務内容

工種又は業種 ほ装工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R03.12.20 入札説明請求期限 R04.01.06

指名通知書発行日時 R03.12.20 (11:00)  ～ R04.01.14 (17:00) 

入札書受付予定日時 R04.01.17 (08:30)  ～ R04.01.19 (17:00) 

内訳書開封予定日時 R04.01.20 (08:50) 開札予定日時 R04.01.20 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 佐久間建設（株） 11,760,000 ○ ○ ○

2 丸一建設（株） 11,800,000 ○ ○

3 （有）吉清工業 11,830,000 ○ ○

4 （株）大森組 11,900,000 ○ ○

5 （株）石兼組 11,930,000 ○ ○

6 工建設（株） 11,950,000 ○ ○

7 （有）三上工務所 11,980,000 ○ ○

8 イビデングリーンテック（株） 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月20日

9時18分

開札結果
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580,000 円 58万円

0 円 0 円

案件名称 排水整備工事　上目坂３号線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210095-00
契約番号

122180103902021

00011210

調達案件名称 排水整備工事　上目坂３号線

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R04.01.04 入札説明請求期限 R04.01.14

指名通知書発行日時 R04.01.04 (15:00)  ～ R04.01.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R04.01.24 (08:30)  ～ R04.01.27 (17:00) 

開札予定日時 R04.01.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （株）石兼組 560,000 ○ ○

2 （有）佐久間工業 570,000 ○

3 （株）安井工務店 570,000 ○

4 丸一建設（株） 579,000 ○

5 （株）伊藤工務所 580,000 ○

6 佐久間建設（株） 580,000 ○

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

9時35分

開札結果
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730,000 円 73万円

0 円 0 円

案件名称 路肩復旧工事　部原川津勝浦線 

調達案件番号
1221800000001010390

20210096-00
契約番号

122180103902021

00011310

調達案件名称 路肩復旧工事　部原川津勝浦線

工事または業務内容

工種又は業種 土木一式工事 入札方式
通常型指名競争
入札

公告日／公示日等 R04.01.04 入札説明請求期限 R04.01.14

指名通知書発行日時 R04.01.04 (15:00)  ～ R04.01.21 (17:00) 

入札書受付予定日時 R04.01.24 (08:30)  ～ R04.01.27 (17:00) 

開札予定日時 R04.01.28 (09:00)

ＷＴＯ案件 非該当 ＶＥ提案書 なし

電子くじ 該当 低入札価格制度 非該当

予定価格（税抜き）

最低制限価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称 入札金額
予定価格

以下

制限価格

以上

調査

実施
落札 摘要

1 （有）佐久間工業 700,000 ○ ○

2 （株）石兼組 725,000 ○

3 （株）伊藤工務所 730,000 ○

4 佐久間建設（株） 730,000 ○

5 （株）安井工務店 730,000 ○

6 （有）吉清工業 辞退

開札結果 落札者決定

理由

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

9時39分

開札結果
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13,200 円 1万3200円

調達案件名称勝浦市議会会議録反訳業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021009601 契約番号 12218010390202180004220

調達案件名称 勝浦市議会会議録反訳業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 その他委託

公告日／公示日 R04.01.04 入札説明書説明請求期限 R04.01.14

入札書受付日時 R04.01.24 (08:30)  から R04.01.27 (17:00) 

開札日時 R04.01.28 (09:41)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）大和速記情報センター 12,700.00 ○ ○

2 （株）会議録研究所 13,000.00 ○

3 （株）澤速記事務所 13,100.00 ○

4 神戸綜合速記（株） 13,100.00 ○

5 （株）ぎじろくセンター 13,100.00 ○

6 （株）速記センターつくば 13,200.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

9時49分

開札結果
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11,322,000 円 1132万2000 円

調達案件名称市役所庁舎等自家用電気工作物保安管理業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021009602 契約番号 12218010390202180004320

調達案件名称 市役所庁舎等自家用電気工作物保安管理業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物設備等保守・修繕

公告日／公示日 R04.01.04 入札説明書説明請求期限 R04.01.14

入札書受付日時 R04.01.24 (08:30)  から R04.01.27 (17:00) 

開札日時 R04.01.28 (09:57)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 あり

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 フィデス（株） 6,780,000 ○ ○

2 吉田防災（株） 7,008,000 ○

3 竹森電設（株） 9,900,000 ○

4 （責）東京電気管理技術者協会千葉 11,228,400 ○

5 北総電機産業（株） 辞退
6 （一財）関東電気保安協会 辞退
7 （株）千葉県電気保守協会 辞退
8 末吉電気管理事務所 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

9時59分

開札結果
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730,000 円 73万円

調達案件名称勝浦漁港公衆トイレ清掃業務 

調達案件番号 12218000000010103902021009603 契約番号 12218010390202180004420

調達案件名称 勝浦漁港公衆トイレ清掃業務

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物管理・清掃

公告日／公示日 R04.01.04 入札説明書説明請求期限 R04.01.14

入札書受付日時 R04.01.24 (08:30)  から R04.01.27 (17:00) 

開札日時 R04.01.28 (09:04)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）エイド 701,250 ○ ○

2 関東ビル管理（有） 729,300 ○

3 秀和ビルメンテナンス（株） 729,300 ○ 紙入札
4 （株）長生ビル管理 辞退
5 （株）創和 辞退
6 （株）京葉匠房 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

9時 8分

開札結果
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636,364 円 63万6364 円

調達案件名称勝浦市立小学校給食用リフト保守管理業務 

調達案件番号 12218000000010103902021009604 契約番号 12218010390202180004520

調達案件名称 勝浦市立小学校給食用リフト保守管理業務

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物設備等保守・修繕

公告日／公示日 R04.01.04 入札説明書説明請求期限 R04.01.14

入札書受付日時 R04.01.24 (08:30)  から R04.01.27 (17:00) 

開札日時 R04.01.28 (10:06)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 クマリフト（株） 570,000 ○ ○

2 （株）エレベータサービス 610,000 ○

3 日本特殊輸送機（株） 636,364 ○

4 中央エレベーター工業（株） 辞退
5 三菱電機ビルテクノサービス（株） 辞退
6 エス・イー・シーエレベーター（株） 辞退

7
ジャパンエレベーターサービス城南（株
）

辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

10時 7分

開札結果
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6,363,637 円 636万3637 円

調達案件名称興津小学校スクールバス運行業務 

調達案件番号 12218000000010103902021009605 契約番号 12218010390202180004620

調達案件名称 興津小学校スクールバス運行業務

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 その他委託

公告日／公示日 R04.01.04 入札説明書説明請求期限 R04.01.14

入札書受付日時 R04.01.24 (08:30)  から R04.01.27 (17:00) 

開札日時 R04.01.28 (09:13)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 あり

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）山口運送 4,120,690 ○ ○ 紙入札
2 館山商事（株） 辞退
3 大新東（株） 辞退
4 （株）コスモスバス 辞退
5 ムサシ興発（株） 辞退
6 三陽自動車（株） 辞退
7 （株）スターロードシステム 未入札
8 小湊鉄道（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

9時21分

開札結果
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2,592,728 円 259万2728 円

調達案件名称可動式机・椅子購入 

調達案件番号 12218000000010103902021009606 契約番号 12218010390202100004320

調達案件名称 可動式机・椅子購入

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 家具・什器

公告日／公示日 R04.01.04 入札説明書説明請求期限 R04.01.14

入札書受付日時 R04.01.24 (08:30)  から R04.01.27 (17:00) 

開札日時 R04.01.28 (10:15)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）鈴木商店 2,383,060 ○ ○

2 （株）山半 2,490,000 ○

3 白戸工業（株） 2,514,600 ○

4 ほうとくＣ＆Ｉ（株） 2,591,700 ○

5 （有）カンダ事務機 2,698,300 ×

6 （株）千葉測器 2,811,100 ×

7 （有）上総化学工業所 辞退
8 （株）もちづき 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

10時16分

開札結果
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855,000 円 85万5000 円

調達案件名称インターネット接続系ネットワークシステム 

調達案件番号 12218000000010103902021009607 契約番号 12218010390202100004420

調達案件名称 インターネット接続系ネットワークシステム

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 リース

公告日／公示日 R04.01.04 入札説明書説明請求期限 R04.01.14

入札書受付日時 R04.01.24 (08:30)  から R04.01.27 (17:00) 

開札日時 R04.01.28 (10:19)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 792,800 ○ ○

2 ＮＴＴ・ＴＣリース（株） 827,900 ○

3 （株）ＪＥＣＣ 831,600 ○

4 富士通リース（株） 845,000 ○

5 （株）内田洋行 852,000 ○

6
（株）大崎コンピュータエンヂニアリン
グ

辞退

7 ちばぎんコンピューターサービス（株） 辞退
8 リコーリース（株） 辞退
9 東京センチュリー（株） 辞退

10 （株）両備システムズ 辞退
11 （株）大塚商会 未入札
12 コーユーレンティア（株） 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 1月28日

10時20分

開札結果
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590,000 円 59万円

調達案件名称業務用給湯機保守点検業務委託 

調達案件番号 12218000000010103902021009608 契約番号 12218010390202180004820

調達案件名称 業務用給湯機保守点検業務委託

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 建物設備等保守・修繕

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:06)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 昭和鉄工（株） 490,000 ○ ○

2 （株）エイド 590,000 ○

3 （株）中央設備 辞退
4 （株）京葉ビル整備 辞退
5 東海テクノサービス（株） 未入札
6 （株）メック 未入札

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時 7分

開札結果
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690,000 円 69万円

調達案件名称環境調査測定分析業務委託　勝浦市　浜勝浦　地先　外 

調達案件番号 12218000000010103902021009609 契約番号 12218010390202180004920

調達案件名称 環境調査測定分析業務委託　勝浦市　浜勝浦　地先　外

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 検査・分析

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:09)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ダイワ 660,000 ○ ○

2 （株）上総環境調査センター 690,000 ○

3 （一財）千葉県環境財団 690,000 ○

4 （株）永山環境科学研究所 690,000 ○

5 （一財）千葉県薬剤師会検査センター 690,000 ○

6 東京テクニカル・サービス（株） 690,000 ○

7 中外テクノス（株） 辞退
8 ユーロフィン日本環境（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時10分

開札結果
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1,740,000 円 174万円

調達案件名称環境調査測定分析業務委託　勝浦市クリーンセンター　外１ 

調達案件番号 12218000000010103902021009610 契約番号 12218010390202180005020

調達案件名称 環境調査測定分析業務委託　勝浦市クリーンセンター　外１

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 委託

調達種目 検査・分析

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:12)

低入札価格制度 非該当 単価入札 非該当

単価契約案件 非該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （株）ダイワ 660,000 ○ ○

2 東京テクニカル・サービス（株） 1,700,000 ○

3 （株）上総環境調査センター 1,740,000 ○

4 （一財）千葉県環境財団 1,740,000 ○

5 （株）永山環境科学研究所 1,740,000 ○

6 （一財）千葉県薬剤師会検査センター 1,740,000 ○

7 ユーロフィン日本環境（株） 1,740,000 ○

8 中外テクノス（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時16分

開札結果
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61 円 61円

調達案件名称高反応消石灰 

調達案件番号 12218000000010103902021009611 契約番号 12218010390202100004520

調達案件名称 高反応消石灰

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:18)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 60.80 ○ ○

2 ユアサ・フナショク（株） 61.00 ○

3 横山商事（株） 61.00 ○

4 関東酸素工業（株） 61.00 ○

5 （有）島田商店 61.00 ○

6 新日本化成（株） 61.00 ○

7 昭栄興産（株） 61.00 ○

8 （株）千葉化学品センター 61.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時19分

開札結果
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600 円 600円

調達案件名称ダイオキシン類除去用特殊反応助剤 

調達案件番号 12218000000010103902021009612 契約番号 12218010390202100004620

調達案件名称 ダイオキシン類除去用特殊反応助剤

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:20)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 新日本化成（株） 570.00 ○ ○

2 横山商事（株） 585.00 ○

3 関東酸素工業（株） 590.00 ○

4 （有）キッセイ 590.00 ○

5 （株）千葉化学品センター 590.00 ○

6 （有）島田商店 595.00 ○

7 昭栄興産（株） 595.00 ○

8 ユアサ・フナショク（株） 600.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時21分

開札結果
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1,440 円 1440円

調達案件名称高分子凝集剤 

調達案件番号 12218000000010103902021009613 契約番号 12218010390202100004720

調達案件名称 高分子凝集剤

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:26)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 1,350.00 ○ ○

2 関東酸素工業（株） 1,390.00 ○

3 横山商事（株） 1,400.00 ○

4 新日本化成（株） 1,400.00 ○

5 （株）千葉化学品センター 1,420.00 ○

6 ユアサ・フナショク（株） 辞退
7 （有）島田商店 辞退
8 昭栄興産（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時27分

開札結果
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680 円 680円

調達案件名称消泡剤 

調達案件番号 12218000000010103902021009614 契約番号 12218010390202100004820

調達案件名称 消泡剤

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:31)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 675.00 ○ ○

2 関東酸素工業（株） 680.00 ○

3 新日本化成（株） 680.00 ○

4 （株）千葉化学品センター 680.00 ○

5 ユアサ・フナショク（株） 辞退
6 横山商事（株） 辞退
7 （有）島田商店 辞退
8 昭栄興産（株） 辞退

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時32分

開札結果
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58 円 58円

調達案件名称ポリ硫酸第二鉄溶液 

調達案件番号 12218000000010103902021009615 契約番号 12218010390202100004920

調達案件名称 ポリ硫酸第二鉄溶液

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:35)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 横山商事（株） 57.00 ○ ○

2 関東酸素工業（株） 57.50 ○

3 新日本化成（株） 57.50 ○

4 昭栄興産（株） 57.50 ○

5 ユアサ・フナショク（株） 57.80 ○

6 （有）キッセイ 57.80 ○

7 （株）千葉化学品センター 57.80 ○

8 （有）島田商店 58.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時36分

開札結果
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57 円 57円

調達案件名称苛性ソーダ 

調達案件番号 12218000000010103902021009616 契約番号 12218010390202100005020

調達案件名称 苛性ソーダ

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:37)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 関東酸素工業（株） 56.80 ○ ○

2 ユアサ・フナショク（株） 57.00 ○

3 横山商事（株） 57.00 ○

4 （有）島田商店 57.00 ○

5 新日本化成（株） 57.00 ○

6 昭栄興産（株） 57.00 ○

7 （有）キッセイ 57.00 ○

8 （株）千葉化学品センター 57.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時38分

開札結果
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81 円 81円

調達案件名称次亜塩素酸ソーダ 

調達案件番号 12218000000010103902021009617 契約番号 12218010390202100005120

調達案件名称 次亜塩素酸ソーダ

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:42)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 80.00 ○ ○

2 ユアサ・フナショク（株） 81.00 ○

3 横山商事（株） 81.00 ○

4 関東酸素工業（株） 81.00 ○

5 （有）島田商店 81.00 ○

6 新日本化成（株） 81.00 ○

7 昭栄興産（株） 81.00 ○

8 （株）千葉化学品センター 81.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時42分

開札結果
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290 円 290円

調達案件名称メタノール 

調達案件番号 12218000000010103902021009618 契約番号 12218010390202100005220

調達案件名称 メタノール

入札方式 通常型指名競争入札 落札方式 最低価格

調達区分 物品の購入

調達種目 薬品

公告日／公示日 R04.02.01 入札説明書説明請求期限 R04.02.14

入札書受付日時 R04.02.21 (08:30)  から R04.02.24 (17:00) 

開札日時 R04.02.25 (09:44)

低入札価格制度 非該当 単価入札 該当

単価契約案件 該当 内訳書 なし

電子くじ 該当

予定価格（税抜き）

第一回入札

No 業者名称
入札金額

（税抜き）

予定価格

以下

調査

実施
落札 摘要

1 （有）キッセイ 285.00 ○ ○

2 ユアサ・フナショク（株） 288.00 ○

3 横山商事（株） 290.00 ○

4 関東酸素工業（株） 290.00 ○

5 （有）島田商店 290.00 ○

6 新日本化成（株） 290.00 ○

7 昭栄興産（株） 290.00 ○

8 （株）千葉化学品センター 290.00 ○

開札結果 落札

備考

執行担当署名者 署名日時

財政課長
令和 4年 2月25日

9時45分

開札結果
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