
入札結果一覧表

課 181010 上下水道局水道課

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

建設Ｒ２第４号　山田配水池実施設計業務委託

都城市山田町山田

令和3年2月26日

令和2年6月12日　13時50分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 建設コンサルタント091

契約番号 5026000002

1
23,000,000支店長　吉永　博

株式会社　ウエスコ　南九州支店

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） 20,229,000 円

円25,487,000（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23,170,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円18,272,719
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

18,364,542 0.9950

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　田谷　豊一 23,100,000

3
サンコーコンサルタント　株式会社　宮崎営業
所

所長　高瀬　浩臣 23,170,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 22,020,000

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　本郷　克己 23,170,000

6
株式会社　ニュージェック　宮崎事務所

事務所長　雨宮　吾郎

落札

18,390,000

7
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 20,000,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝 19,900,000

(落札率) 79.36 ％



入札結果一覧表

課 054540 山之口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

山之口運動公園整備事業　街区１１７号線測量設計業務委託

都城市山之口町花木

令和3年3月12日

令和2年6月12日　13時55分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 建設コンサルタント091

契約番号 5022000010

1
8,848,000代表取締役　鬼束　宜朗

株式会社　旭総合コンサルタント

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） 9,592,000 円

円12,197,900（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11,089,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円8,701,907
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

8,723,717 0.9975

2
株式会社　九研綜合コンサルタント

代表取締役　川内　秀三

落札

8,720,000

3
近代技建　株式会社

代表取締役　志々目　久 8,804,600

4
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　瀨尾　貴英

失格

8,689,800

5
正栄技術コンサルタント　株式会社

代表取締役　國府　謙一 8,816,000

6
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　英樹 8,759,500

7
南日本総合コンサルタント　株式会社

代表取締役　川野　一哉 8,862,200

8
株式会社　都城技建コンサルタント

代表取締役　有馬　政臣 8,746,000

(落札率) 78.63 ％



入札結果一覧表

課 054540 山之口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

社会資本整備総合交付金事業　丸岡４４０号線測量設計業務委託

都城市山之口町山之口

令和3年1月20日

令和2年6月12日　14時00分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 建設コンサルタント091

契約番号 5022000011

1
7,098,000代表取締役　鬼束　宜朗

株式会社　旭総合コンサルタント 失格

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） 7,870,500 円

円9,926,400（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9,024,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円7,136,490
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

7,100,986 1.0050

2
株式会社　九研綜合コンサルタント

代表取締役　川内　秀三

取消

3
近代技建　株式会社

代表取締役　志々目　久 7,165,100

4
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　瀨尾　貴英

失格

7,075,300

5
正栄技術コンサルタント　株式会社

代表取締役　國府　謙一 7,174,000

6
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　英樹

失格

7,096,500

7
株式会社　松川測量設計

代表取締役　松川　清志

落札

7,155,000

8
南日本総合コンサルタント　株式会社

代表取締役　川野　一哉 7,211,800

9
株式会社　都城技建コンサルタント

代表取締役　有馬　政臣

失格

7,118,000

(落札率) 79.28 ％



入札結果一覧表

課 054540 山之口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

山之口運動公園関連整備事業　街区４８２号線測量設計業務委託

都城市　山之口町花木

令和3年3月12日

令和2年6月12日　14時05分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 建設コンサルタント091

契約番号 5022000012

1
6,768,000代表取締役　鬼束　宜朗

株式会社　旭総合コンサルタント 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） 7,444,800 円

円9,472,100（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8,611,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円6,762,338
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

6,769,108 0.9990

2
株式会社　九研綜合コンサルタント

代表取締役　川内　秀三

取消

3
近代技建　株式会社

代表取締役　志々目　久 6,837,100

4
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　瀨尾　貴英 6,797,600

5
正栄技術コンサルタント　株式会社

代表取締役　國府　謙一 6,845,000

6
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　英樹

失格

6,750,500

7
株式会社　松川測量設計

代表取締役　松川　清志

取消

8
株式会社　南九州都市開発研究事務所

代表取締役　西村　良一 6,857,800

9
南日本総合コンサルタント　株式会社

代表取締役　川野　一哉 6,881,900

10
株式会社　都城技建コンサルタント

代表取締役　有馬　政臣 6,787,000

(落札率) 78.59 ％



入札結果一覧表

課 181015 上下水道局下水道課

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

公共建補委Ｒ２第３号　志比田２６４号線外１路線汚水管測量設計業務委託

都城市　志比田町

令和2年10月30日

令和2年6月12日　14時30分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 建設コンサルタント091

契約番号 5022000015

1
代表取締役　鬼束　宜朗

株式会社　旭総合コンサルタント 取消

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） 5,006,100 円

円6,353,600（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5,776,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,546,936
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,551,488 0.9990

2
株式会社　九研綜合コンサルタント

代表取締役　川内　秀三

取消

3
近代技建　株式会社

代表取締役　志々目　久 4,617,800

4
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　瀨尾　貴英

落札

4,551,000

5
正栄技術コンサルタント　株式会社

代表取締役　國府　謙一 4,737,000

6
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　英樹 4,571,500

7
株式会社　松川測量設計

代表取締役　松川　清志

取消

8
株式会社　南九州都市開発研究事務所

代表取締役　西村　良一 4,590,800

9
南日本総合コンサルタント　株式会社

代表取締役　川野　一哉 4,616,200

10
株式会社　都城技建コンサルタント

代表取締役　有馬　政臣 4,565,000

(落札率) 78.79 ％



入札結果一覧表

課 181010 上下水道局水道課

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

建設Ｒ２第５号　山田配水池地質調査業務委託

都城市　山田町山田

令和2年9月30日

令和2年6月12日　14時35分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 地質093

契約番号 5026000003

1
2,590,000代表取締役　川内　秀三

株式会社　九研綜合コンサルタント

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） 2,805,000 円

円2,992,000（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2,720,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円2,183,343
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

2,175,728 1.0035

2
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　瀨尾　貴英 2,570,000

3
株式会社　南洲基礎地質コンサルタント

代表取締役　猪俣　満治 2,584,000

4
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　英樹 2,590,000

5
株式会社　都城技建コンサルタント

代表取締役　有馬　政臣

落札

2,550,000

6
株式会社　宮崎産業開発

代表取締役　津曲　善敬 2,590,000

(落札率) 93.75 ％


