
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３０第２号　平江２１２号線外４路線管路施設実施設計業務委託

都城市　平江町　ほか

令和02年3月13日

令和01年5月31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 4316000001

1
15,100,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 13,691,700 円

円17,153,640（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15,883,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円12,655,510
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

12,642,868 1.0010

2
株式会社　国土開発コンサルタント

代表取締役　志多　充吉 15,500,000

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

失格

12,358,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 15,200,000

5
株式会社　千代田コンサルタント　宮崎営業所

執行役員所長　山口　節己 15,883,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　本郷　克己

落札

12,677,500

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人 12,706,000

8
パシフィックコンサルタンツ　株式会社　宮崎
事務所

所長　石井　勉 12,705,000

(落札率) 79.81 ％



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

防災基盤整備事業　耐震性貯水槽設置工事に伴う地質調査業務委託

都城市　安久町　外

令和01年9月13日

令和01年6月4日　13時30分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 地質093

契約番号 4312000013

1
1,120,000代表取締役　本山　義明

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１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 1,188,000 円

円1,235,520（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1,144,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円922,650
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

919,891 1.0030

2
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫 1,110,000

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 1,101,852

4
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉

落札

1,100,000

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 1,118,000

6
株式会社　宮崎産業開発

代表取締役　津曲　善敬 1,140,000

(落札率) 96.15 ％



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

更新交３１第１号　都城市汚泥再生処理センター整備基本計画策定及び基本設計業
務委託

都城市　吉尾町

令和02年3月23日

令和01年6月7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 4312000011

1
13,986,800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１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 15,071,400 円

円18,934,560（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17,532,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円13,885,691
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

13,948,460 0.9955

2
株式会社　エイト日本技術開発　宮崎営業所

宮崎営業所長　栗林　誠 14,022,100

3
国際航業　株式会社　宮崎営業所

所長　神川　幸治 13,983,500

4
株式会社　東和テクノロジー　南九州営業所

南九州営業所長　鈴木　勇三 14,000,000

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　本郷　克己

辞退

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人

落札

13,955,000

7
パシフィックコンサルタンツ　株式会社　宮崎
事務所

所長　石井　勉

辞退

8
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 13,990,500

9
八千代エンジニヤリング　株式会社　宮崎事務
所

所長　田村　淳 13,988,000

(落札率) 79.59 ％



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Ｒ１第１５号　山田浄水場系７号井地質調査業務委託

都城市　山田町山田

令和01年9月20日

令和01年6月28日　14時25分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 地質093

契約番号 4316000003

1
1,380,000代表取締役　本山　義明

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１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 1,404,000 円

円1,501,200（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1,390,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円1,089,254
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

1,091,984 0.9975

2
株式会社　ケイディエム

代表取締役　児玉　勇人 1,340,000

3
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫 1,320,000

4
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 1,312,037

5
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 1,350,000

6
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

1,300,000

(落札率) 93.52 ％



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Ｒ１第１６号　山田浄水場系７号井取水施設実施設計業務委託

都城市　山田町山田

令和01年12月13日

令和01年7月5日　14時40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 4316000002

1
5,280,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 5,335,200 円

円5,983,200（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5,540,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,368,739
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,362,196 1.0015

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　田谷　豊一 5,350,000

3
基礎地盤コンサルタンツ　株式会社　宮崎事務
所

所長　中川　智博 5,540,000

4
株式会社　共同技術コンサルタント

代表取締役　前田　慎介 5,290,000

5
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 5,350,000

6
日本工営　株式会社　福岡支店

支店長　渡邊　俊光

辞退

7
パシフィックコンサルタンツ　株式会社　宮崎
事務所

所長　石井　勉 5,409,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝

落札

4,940,000

(落札率) 89.16 ％



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Ｒ１第１９号　川東浄水場系吉尾１号井外１件地質調査業務委託

都城市　吉尾町

令和01年10月25日

令和01年7月5日　15時30分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 地質093

契約番号 4316000005

1
1,860,000代表取締役　本山　義明

株式会社　九研綜合コンサルタント 落札

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 2,008,800 円

円2,116,800（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1,960,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円1,521,788
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

1,523,312 0.9990

2
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫 1,902,000

3
株式会社　親協

代表取締役　新城　河一郎 1,940,000

4
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 1,862,037

5
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 1,920,000

6
株式会社　都城技建コンサルタント

代表取締役　有馬　政臣 1,900,000

(落札率) 94.89 ％



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Ｒ１第２０号　川東浄水場系吉尾１号井外１件取水施設整備実施設計業務委託

都城市　吉尾町

令和02年2月28日

令和01年7月12日　14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 4316000004

1
17,630,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 18,576,000 円

円20,034,000（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18,550,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円14,702,577
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

14,687,890 1.0010

2
株式会社　ウエスコ　南九州支店

支店長　吉永　博 17,900,000

3
株式会社　共同技術コンサルタント

代表取締役　前田　慎介 17,990,000

4
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 18,000,000

5
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 17,900,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　本郷　克己 18,550,000

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人 18,500,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝

落札

17,200,000

(落札率) 92.72 ％



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

簡水都城Ｒ１第２号　花木第２配水池等撤去実施設計業務委託

都城市　山之口町花木

令和01年11月8日

令和01年7月19日　14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 4316000006

1
1,380,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

上記金額は、見積者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 1,447,200 円

円1,566,000（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1,450,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円1,155,931
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

1,154,200 1.0015

2
株式会社　共同技術コンサルタント

代表取締役　前田　慎介 1,400,000

3
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 1,410,000

4
中央コンサルタンツ　株式会社　宮崎事務所

所長　新地　道則 1,400,000

5
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 1,450,000

6
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝

落札

1,340,000

(落札率) 92.41 ％



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

配水Ｒ１第１号　川東浄水場系導水管・送水管更新及び再編検討業務委託

都城市　下川東三丁目外

令和02年2月28日

令和01年8月16日　14時25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 4316000007

1
6,680,000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１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 7,182,000 円

円7,214,400（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6,680,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,317,247
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,311,936 1.0010

2
基礎地盤コンサルタンツ　株式会社　宮崎事務
所

所長　中川　智博

辞退

3
株式会社　共同技術コンサルタント

代表取締役　前田　慎介

落札

6,650,000

4
セントラルコンサルタント　株式会社　宮崎営
業所

所長　土谷　重勝

辞退

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　本郷　克己 6,680,000

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人

失格

5,310,600

7
株式会社　ニュージェック　宮崎事務所

事務所長　雨宮　吾郎

辞退

8
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一

辞退

(落札率) 99.55 ％



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Ｒ１第５０号川東浄水場系吉尾１・２・３号井導水管橋梁添架実施設計業務委
託

都城市　吉尾町外

令和02年3月17日

令和01年10月18日　14時40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 4316000009

1
3,900,000支店長　吉永　博

株式会社　ウエスコ　南九州支店 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） 4,290,000 円

円4,719,000（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4,290,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円3,418,673
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

3,413,553 1.0015

2
基礎地盤コンサルタンツ　株式会社　宮崎事務
所

所長　中川　智博

辞退

3
株式会社　共同技術コンサルタント

代表取締役　前田　慎介

無効

4
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

辞退

5
セントラルコンサルタント　株式会社　宮崎営
業所

所長　土谷　重勝

辞退

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人

辞退

(落札率) 90.90 ％



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

物産振興拠点施設下水道管測量設計業務委託

都城市　都北町

令和02年3月17日

令和01年10月25日　15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 4312000048

1
5,200,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

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） 5,020,400 円

円6,287,600（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5,716,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,556,601
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,533,932 1.0050

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　田谷　豊一 5,700,000

3
株式会社　国土開発コンサルタント

代表取締役　志多　充吉 5,430,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 4,572,000

5
玉野総合コンサルタント　株式会社　宮崎事務
所

所長　内西　良仁 4,570,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　本郷　克己 5,716,000

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人

失格

4,510,000

8
パシフィックコンサルタンツ　株式会社　宮崎
事務所

所長　福井　雅浩

落札

4,564,000

(落札率) 79.84 ％



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Ｒ１第４９号　川東浄水場系吉尾１・２・３号井導水管布設実施設計業務委託

都城市　吉尾町外

令和02年3月17日

令和01年10月25日　14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 4316000008

1
6,450,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

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） 5,855,300 円

円7,458,000（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6,780,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,297,037
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,323,656 0.9950

2
アジアエンヂニアリング　株式会社　宮崎営業
所

営業所長　浜島　敏男

落札

5,323,000

3
株式会社　ウエスコ　南九州支店

支店長　吉永　博 6,700,000

4
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 6,780,000

5
株式会社　水環コンサルタント

代表取締役　西　浩一郎 6,500,000

6
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 6,490,000

7
株式会社　ニュージェック　宮崎事務所

事務所長　雨宮　吾郎

辞退

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝 5,900,000

(落札率) 78.51 ％



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

原水Ｒ１第１２号　菖蒲原浄水場系６号井外１件井戸調査業務委託

都城市　花繰町外

令和02年3月13日

令和01年10月25日　15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 4316000011

1
6,350,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

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） 6,153,400 円

円7,326,000（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6,660,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,282,805
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,301,360 0.9965

2
基礎地盤コンサルタンツ　株式会社　宮崎事務
所

所長　中川　智博 6,660,000

3
株式会社　建設技術研究所　宮崎事務所

所長　三成　宏明

辞退

4
国際航業　株式会社　宮崎営業所

所長　神川　幸治 6,660,000

5
株式会社　水環コンサルタント

代表取締役　西　浩一郎 6,400,000

6
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 6,450,000

7
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉

落札

5,594,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝 6,350,000

9
八千代エンジニヤリング　株式会社　宮崎事務
所

所長　田村　淳

辞退

(落札率) 83.99 ％



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Ｒ１第５号　鷹尾・上長飯通線外２路線汚水管測量設計業務委託

都城市　志比田町

令和02年3月19日

令和01年12月6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 4316000014

1
6,270,000代表取締役　中西　啓二

株式会社　アクアテックコンサルタント

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） 6,754,000 円

円7,109,300（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6,463,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,096,643
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,091,552 1.0010

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　田谷　豊一 6,463,000

3
株式会社　国土開発コンサルタント

代表取締役　志多　充吉 6,463,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学

落札

6,140,000

5
玉野総合コンサルタント　株式会社　宮崎事務
所

所長　内西　良仁 6,463,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　本郷　克己 6,463,000

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人 6,200,000

8
パシフィックコンサルタンツ　株式会社　宮崎
事務所

所長　福井　雅浩 6,463,000

(落札率) 95.00 ％


