
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３０第３号　川東浄水場系基幹管路付属設備改良計画業務委託

都城市　下川東三丁目　外

平成31年2月22日

平成30年5月25日　13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 4306000001

1
8,750,000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） 8,745,840 円

円9,828,000（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9,100,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円7,191,772
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

7,195,370 0.9995

2
株式会社　ウエスコ　南九州支店

支店長　吉永　博 8,400,000

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 8,380,000

4
株式会社　水環コンサルタント

代表取締役　西　浩一郎 8,500,000

5
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 8,200,000

6
内外エンジニアリング　株式会社　宮崎営業所

所長　下田　裕典 8,650,000

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

落札

8,098,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝 8,100,000

(落札率) 88.98 ％



入札結果一覧表

課 054030 建築課

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７号　中郷中校舎大規模改造工事に伴う設計委託

都城市　梅北町

平成31年2月1日

平成30年6月8日　13時50分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 設計090

契約番号 4302000009

1
6,369,000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） 7,095,600 円

円8,933,760（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8,272,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円6,521,734
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

6,528,263 0.9990

2
エース建築設計　株式会社

代表取締役　山﨑　孝紀

失格

6,500,000

3
株式会社　オフィスダック

代表取締役　三島　義輝

辞退

4
黒岩建築設計　株式会社

代表取締役　黒岩　常正 7,850,000

5
株式会社　建人設計

代表取締役　川﨑　安彦 6,660,000

6
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 8,271,990

7
株式会社　益田設計事務所

代表取締役　益田　敏明

落札

6,570,000

8
株式会社　ヨシモト企画設計

代表取締役　由元　啓晴 8,270,000

(落札率) 79.42 ％



入札結果一覧表

課 054030 建築課

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

山田総合支所複合施設整備事業　山田総合センター大規模改造工事に伴う設計委託

都城市　山田町

平成31年2月1日

平成30年6月8日　13時55分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 設計090

契約番号 4302000011

1
5,758,000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１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 6,348,240 円

円8,076,240（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7,478,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,799,955
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,829,101 0.9950

2
エース建築設計　株式会社

代表取締役　山﨑　孝紀

失格

5,700,000

3
黒岩建築設計　株式会社

代表取締役　黒岩　常正 7,100,000

4
桑山建築研究所

代表者　桑山　博文 7,475,000

5
株式会社　建人設計

代表取締役　川﨑　安彦 6,060,000

6
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫 7,477,500

7
有限会社　団一級建築設計事務所

代表取締役　新森　初男

落札

5,878,000

8
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 7,477,990

9
株式会社　益田設計事務所

代表取締役　益田　敏明

取消

(落札率) 78.60 ％



入札結果一覧表

課 052720 環境施設課

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

都城市リサイクルプラザ屋根及び外壁調査業務委託

都城市　下水流町

平成30年10月31日

平成30年6月8日　14時00分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 設計090

契約番号 4302000012

1
2,380,000代表取締役　小園　久男

株式会社　企画設計コゾノ 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） 2,570,400 円

円3,024,000（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2,800,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円2,231,028
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

2,228,800 1.0010

2
黒岩建築設計　株式会社

代表取締役　黒岩　常正 2,650,000

3
桑山建築研究所

代表者　桑山　博文 2,800,000

4
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫

失格

1,932,000

5
総合設備企画

代表者　藤井　信弥

取消

6
有限会社　団一級建築設計事務所

代表取締役　新森　初男

取消

7
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 2,799,990

8
東建築設計事務所

代表者　東　多佳道

辞退

(落札率) 85.00 ％



入札結果一覧表

課 054030 建築課

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

菖蒲原団地ほか屋根及び外壁改修工事設計委託

都城市　菖蒲原町外

平成30年8月31日

平成30年6月8日　14時15分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 設計090

契約番号 4302000013

1
1,182,000代表者　橋口　芳弘

アトリエ匠　一級建築士事務所

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） 1,242,000 円

円1,276,560（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1,182,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円903,086
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

906,713 0.9960

2
株式会社　イタゴエマサユキアトリエ

代表取締役　板越　政幸

辞退

3
一級建築士事務所　デザイン・アーチ

代表者　河野　恵利子

落札

1,150,000

4
井手上建築事務所

代表者　井手上　透

取消

5
株式会社　オフィスダック

代表取締役　三島　義輝

辞退

6
株式会社　企画設計コゾノ

代表取締役　小園　久男

取消

7
桑山建築研究所

代表者　桑山　博文 1,180,000

8
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫

失格

803,760

9
総合設備企画

代表者　藤井　信弥

取消

10
フェステル建築研究室

代表者　上宮田　豊

取消

11
有限会社　盛満コンサル

代表取締役　盛満　俊憲 1,172,600

(落札率) 97.29 ％



入札結果一覧表

課 054030 建築課

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

都城市上高児童プール外解体設計委託

都城市　梅北町外

平成30年9月28日

平成30年6月8日　14時05分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 設計090

契約番号 4302000014

1
代表取締役　板越　政幸

株式会社　イタゴエマサユキアトリエ 辞退

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） 1,209,600 円

円1,516,320（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1,404,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円1,082,111
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

1,076,728 1.0050

2
一級建築士事務所　デザイン・アーチ

代表者　河野　恵利子 1,400,000

3
井手上建築事務所

代表者　井手上　透

落札

1,120,000

4
株式会社　オフィスダック

代表取締役　三島　義輝

辞退

5
桑山建築研究所

代表者　桑山　博文 1,400,000

6
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫

失格

954,720

7
総合設備企画

代表者　藤井　信弥

取消

8
中島喜一郎建築事務所

代表者　中島　喜一郎 1,350,000

9
有限会社　盛満コンサル

代表取締役　盛満　俊憲 1,389,960

(落札率) 79.77 ％



入札結果一覧表

課 054030 建築課

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

山之口花木地区体育館屋根改修工事に伴う設計委託

都城市　山之口町花木

平成30年8月31日

平成30年6月8日　14時10分

第２回入札額 第３回入札額

業　種 設計090

契約番号 4302000016

1
1,180,000代表者　橋口　芳弘

アトリエ匠　一級建築士事務所

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） 1,242,000 円

円1,276,560（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1,182,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円911,246
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

906,713 1.0050

2
株式会社　イタゴエマサユキアトリエ

代表取締役　板越　政幸

辞退

3
一級建築士事務所　デザイン・アーチ

代表者　河野　恵利子 1,180,000

4
井手上建築事務所

代表者　井手上　透

取消

5
株式会社　オフィスダック

代表取締役　三島　義輝

辞退

6
株式会社　企画設計コゾノ

代表取締役　小園　久男

取消

7
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫

失格

813,000

8
東建築設計事務所

代表者　東　多佳道 1,180,000

9
フェステル建築研究室

代表者　上宮田　豊

落札

1,150,000

10
有限会社　盛満コンサル

代表取締役　盛満　俊憲 1,172,600

(落札率) 97.29 ％



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３０第１６号　下川崎橋配水管橋梁添架実施設計業務委託

都城市　関之尾町

平成31年2月15日

平成30年6月19日　13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 4306000004

1
7,726,900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） 8,341,920 円

円10,519,200（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9,740,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円7,688,051
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

7,715,054 0.9965

2
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 7,740,000

3
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 9,740,000

4
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人

落札

7,724,000

5
株式会社　ニュージェック　宮崎事務所

事務所長　雨宮　吾郎 7,731,500

6
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 7,745,300

7
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 7,772,500

8
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) 79.30 ％



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３０第３号　山田浄水場系県道推進工実施設計業務委託

都城市　山田町山田

平成30年10月31日

平成30年6月19日　13時35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 4306000003

1
4,283,900支店長　吉永　博

株式会社　ウエスコ　南九州支店 失格

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） 4,654,260 円

円5,832,000（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5,400,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,291,952
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,298,400 0.9985

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　落合　敦夫 4,319,000

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 4,400,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 4,320,000

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 5,400,000

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人 5,300,000

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

落札

4,309,500

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝 4,315,000

(落札率) 79.80 ％



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１号　主要地方道都城北郷線汚水管測量設計業務委託

都城市　広原町

平成30年11月30日

平成30年6月22日　14時15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 4306000005

1
4,688,000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） 5,015,520 円

円6,345,000（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5,875,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,641,031
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,627,150 1.0030

2
株式会社　九研綜合コンサルタント

代表取締役　本山　義明 4,697,600

3
九州工営　株式会社

代表取締役社長　吉田　一路 5,400,000

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 5,600,000

5
株式会社　コスモエンジニアリング

代表取締役　大村　道夫 4,662,500

6
正栄技術コンサルタント　株式会社

代表取締役　國府　謙一 4,671,000

7
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 4,676,500

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

落札

4,644,000

(落札率) 79.04 ％



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３０第１７号　川東浄水場系１７号井外１件地質調査業務委託

都城市　志比田町　外

平成30年10月12日

平成30年6月26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 4306000006

1
2,150,000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） 2,257,200 円

円2,376,000（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2,200,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円1,726,386
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

1,728,980 0.9985

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

落札

2,090,000

3
内外エンジニアリング　株式会社　宮崎営業所

所長　下田　裕典 2,200,000

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 2,129,630

5
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 2,104,000

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 2,150,000

(落札率) 95.00 ％



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３０第１８号　川東浄水場系１７号井外１件取水施設整備実施設計業務委託

都城市　志比田町　外

平成31年1月18日

平成30年7月6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 4306000007

1
7,330,000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） 6,661,440 円

円8,326,800（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7,710,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円6,111,070
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

6,132,534 0.9965

2
株式会社　ウエスコ　南九州支店

支店長　吉永　博 6,950,000

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 7,500,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 7,000,000

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 7,710,000

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人 7,700,000

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 7,710,000

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

6,168,000

(落札率) 80.00 ％



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３０第４４号　今平・川崎線（高規格関連）配水管布設設計業務委託

都城市志比田町

平成31年2月28日

平成30年9月28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 4306000008

1
2,520,000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） 2,635,200 円

円2,840,400（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2,630,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円2,084,842
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

2,092,165 0.9965

2
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 2,560,000

3
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 2,630,000

4
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人 2,630,000

5
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 2,505,000

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

2,440,000

(落札率) 92.77 ％



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

簡建山之口３０第１０号　山之口統合整備事業　送配水管連絡工実施設計業務委託

都城市　山之口町花木外

平成31年3月15日

平成30年11月16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 4302000079

1
7,390,000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） 6,348,240 円

円7,981,200（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7,390,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,867,713
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,876,528 0.9985

2
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

3
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二

辞退

4
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人

失格

5,269,000

5
株式会社　ニュージェック　宮崎事務所

事務所長　雨宮　吾郎 7,390,000

6
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

落札

5,878,000

7
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一

辞退

8
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) 79.53 ％



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３０第６１号　南光橋配水管橋梁添架実施設計業務委託

都城市　早鈴町

平成31年3月19日

平成30年11月16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 4306000009

1
4,750,000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） 4,093,200 円

円5,130,000（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4,750,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円3,742,624
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

3,750,125 0.9980

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

落札

3,790,000

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 4,270,000

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　向井　謙二 4,750,000

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　濱崎　和人

失格

3,396,000

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 4,750,000

8
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 4,740,000

(落札率) 79.78 ％


