
入札結果一覧表

課 055040 高城総合支所産業建設課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

防安関連　第１号　高崎・山之口線（大井手工区）舗装工事

都城市　高城町穂満坊

令和3年1月29日

令和2年6月12日　13時30分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 舗装工事013

契約番号 5021000027

1
46,000,000代表取締役　堀之内　芳久

大淀開発　株式会社

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 50,270,000 円

円51,329,300（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円46,663,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円42,482,798
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

42,398,002 1.0020

2
株式会社　木場組

代表取締役　木場　智彦

落札

45,700,000

3
真栄産業　株式会社

代表取締役　堀之内　真司 46,588,000

4
株式会社　徳満建設

代表取締役　徳満　裕二 46,570,000

5
丸昭建設　株式会社

代表取締役　長友　俊美 46,663,000

6
吉原建設　株式会社

代表取締役　吉原　政秀 46,660,000

(落札率) 97.93 ％



入札結果一覧表

課 054020 維持管理課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

道適　第１号 小松原通線舗装工事

都城市　小松原町

令和2年11月20日

令和2年6月12日　13時35分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 舗装工事013

契約番号 5021000029

1
28,160,000代表取締役　堀之内　芳久

大淀開発　株式会社 落札

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 30,976,000 円

円31,610,700（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円28,737,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円25,908,909
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

25,986,870 0.9970

2
株式会社　木場組

代表取締役　木場　智彦 28,735,000

3
真栄産業　株式会社

代表取締役　堀之内　真司 28,709,000

4
株式会社　徳満建設

代表取締役　徳満　裕二 28,247,000

5
丸昭建設　株式会社

代表取締役　長友　俊美 28,737,000

6
吉原建設　株式会社

代表取締役　吉原　政秀 28,730,000

(落札率) 97.99 ％



入札結果一覧表

課 055540 山田総合支所産業建設課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

道適　第２号　竹脇・裸山線舗装工事

都城市山田町山田

令和2年10月16日

令和2年6月12日　13時40分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 舗装工事013

契約番号 5021000025

1
代表取締役　堀之内　芳久

大淀開発　株式会社 辞退

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 5,146,900 円

円5,252,500（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円4,775,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,261,999
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,281,265 0.9955

2
株式会社　上村開発

代表取締役　上村　英治 4,765,000

3
株式会社　木場組

代表取締役　木場　智彦

辞退

4
株式会社　桜木組

代表取締役　櫻木　博巳 4,720,000

5
真栄産業　株式会社

代表取締役　堀之内　真司

辞退

6
株式会社　徳満建設

代表取締役　徳満　裕二 4,758,000

7
南星建設　株式会社

代表取締役　藤川　正守 4,770,000

8
株式会社　博栄建設

代表取締役　木脇　利博

落札

4,679,000

9
株式会社　平原産業

代表取締役　平原　敬司 4,770,000

10
株式会社　福島土建

代表取締役　福島　博朗 4,700,000

11
丸昭建設　株式会社

代表取締役　長友　俊美

辞退

12
吉原建設　株式会社

代表取締役　吉原　政秀 4,775,000

(落札率) 97.98 ％



入札結果一覧表

課 055540 山田総合支所産業建設課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

道適　第１号　渡司・古江線舗装工事

都城市　山田町中霧島

令和2年10月16日

令和2年6月12日　13時45分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 舗装工事013

契約番号 5021000026

1
代表取締役　堀之内　芳久

大淀開発　株式会社 辞退

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 4,904,900 円

円5,006,100（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円4,551,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,104,945
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,084,523 1.0050

2
株式会社　上村開発

代表取締役　上村　英治

落札

4,459,000

3
株式会社　木場組

代表取締役　木場　智彦

辞退

4
株式会社　桜木組

代表取締役　櫻木　博巳 4,500,000

5
真栄産業　株式会社

代表取締役　堀之内　真司

辞退

6
株式会社　徳満建設

代表取締役　徳満　裕二 4,546,000

7
南星建設　株式会社

代表取締役　藤川　正守 4,550,000

8
株式会社　博栄建設

代表取締役　木脇　利博 4,550,000

9
株式会社　平原産業

代表取締役　平原　敬司 4,550,000

10
株式会社　福島土建

代表取締役　福島　博朗 4,500,000

11
丸昭建設　株式会社

代表取締役　長友　俊美

辞退

12
吉原建設　株式会社

代表取締役　吉原　政秀 4,550,000

(落札率) 97.97 ％



入札結果一覧表

課 200505 教育総務課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

第１０号　沖水小屋体照明ＬＥＤ改修工事

都城市　太郎坊町

令和2年9月14日

令和2年6月12日　14時10分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 電気工事008

契約番号 5021000041

1
6,200,000代表取締役　久保田　勝志

株式会社　アクエアー

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 6,710,000 円

円6,853,000（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円6,230,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,610,708
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,621,952 0.9980

2
あさひ電機　有限会社

代表取締役　竹中　展子 6,170,000

3
有限会社　川電システム

代表取締役　川畑　敏行 6,190,000

4
第一設備工業　株式会社

代表取締役　西村　泰広 6,150,000

5
有限会社　宮島電業

代表取締役　宮島　勇太 6,168,000

6
山田電業

代表者　児玉　五男

落札

6,100,000

(落札率) 97.91 ％



入札結果一覧表

課 200505 教育総務課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

第１２号　沖水中屋体照明ＬＥＤ改修工事

都城市　都北町

令和2年9月14日

令和2年6月12日　14時15分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 電気工事008

契約番号 5021000042

1
5,613,000代表取締役　海江田　照雄

株式会社　エヌ・エス・ピー

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 6,153,400 円

円6,292,000（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円5,720,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,158,868
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,158,868 1.0000

2
株式会社　木田電業

代表取締役　木田　弘信

落札

5,594,000

3
協友建設　株式会社

代表取締役　福元　久雄

辞退

4
興安電業

代表者　長友　安美 5,609,600

5
宮栄電気

代表者　宮治　克年 5,629,000

6
都城合同電設　有限会社

代表取締役　若松　孝道 5,638,000

(落札率) 97.79 ％



入札結果一覧表

課 200505 教育総務課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

第１３号　祝吉中屋体照明ＬＥＤ改修工事

都城市　千町

令和2年9月14日

令和2年6月12日　14時20分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 電気工事008

契約番号 5021000043

1
5,200,000代表取締役　久保田　勝志

株式会社　アクエアー

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 5,621,000 円

円5,742,000（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円5,220,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,689,879
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,706,352 0.9965

2
有限会社　川電システム

代表取締役　川畑　敏行 5,190,000

3
株式会社　木田電業

代表取締役　木田　弘信

取消

4
協友建設　株式会社

代表取締役　福元　久雄

辞退

5
第一設備工業　株式会社

代表取締役　西村　泰広 5,150,000

6
西別府電気建設

代表者　稲森　芳子 5,180,000

7
都城合同電設　有限会社

代表取締役　若松　孝道

落札

5,110,000

8
山田電業

代表者　児玉　五男

辞退

(落札率) 97.89 ％



入札結果一覧表

課 200505 教育総務課

名　　称

場　　所

完成期限

入札年月日

入札業者名または特定建設工事共同企業体
第１回入札額

摘 要

第１１号　菓子野小屋体照明ＬＥＤ改修工事

都城市　菓子野町

令和2年9月14日

令和2年6月12日　14時25分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 電気工事008

契約番号 5021000044

1
4,650,000代表取締役　久保田　勝志

株式会社　アクエアー

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 5,010,500 円

円5,170,000（消費税及び地方消費税を含む）予定価格

　相当する金額である。

円4,700,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,219,878
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,234,700 0.9965

2
あさひ電機　有限会社

代表取締役　竹中　展子 4,615,000

3
株式会社　エヌ・エス・ピー

代表取締役　海江田　照雄 4,598,000

4
有限会社　川電システム

代表取締役　川畑　敏行 4,680,000

5
興安電業

代表者　長友　安美

落札

4,555,000

6
第一設備工業　株式会社

代表取締役　西村　泰広 4,629,000

7
宮栄電気

代表者　宮治　克年 4,645,000

8
有限会社　都城計装

取締役　溝上　登

辞退

9
有限会社　宮島電業

代表取締役　宮島　勇太 4,655,000

(落札率) 96.91 ％
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