
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２９第１号　都北３２６号線外３路線汚水管測量設計業務委託

都城市　都北町

平成29年8月4日

平成29年5月12日　13時45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 4292000007

1
5,076,000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） 5,482,080 円

円7,714,440（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7,143,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,072,369
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,062,245 1.0020

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 5,714,400

3
近代技建　株式会社

代表取締役　志々目　久 5,099,380

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

5,026,500

5
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉

失格

5,060,800

6
株式会社　松川測量設計

代表取締役　松川　清志 5,107,000

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 5,093,000

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 6,930,000

(落札率) 71.06 ％



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

公共建起委２９第２号　西町４９７号線汚水管測量設計業務委託

都城市　西町

平成29年9月1日

平成29年6月20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 4296000001

1
2,126,000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） 2,999,997 円

円3,243,240（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3,003,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円2,170,029
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

2,162,461 1.0035

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

失格

2,142,700

3
正栄技術コンサルタント　株式会社

代表取締役　國府　謙一 2,850,000

4
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉

失格

2,117,800

5
株式会社　松川測量設計

代表取締役　松川　清志 2,850,000

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

2,777,775

(落札率) 92.50 ％



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２９第１５号　水道管路緊急改善事業　国道１０号配水管推進工実施設計業務
委託

都城市　高城町石山

平成30年2月28日

平成29年7月14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 4296000002

1
5,230,000所長　落合　敦夫

オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

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） 5,626,249 円

円7,868,880（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7,286,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,208,342
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,210,948 0.9995

2
株式会社　建設技術研究所　宮崎事務所

所長　大浜　正人 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 5,245,000

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 5,320,000

5
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 5,246,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 7,286,000

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿

落札

5,209,490

8
株式会社　ニュージェック　宮崎事務所

事務所長　雨宮　吾郎 7,286,000

9
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝

取消

(落札率) 71.49 ％



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２９第１３号　水道管路緊急改善事業　導・配水管開削工実施設計業務委託

都城市　下川東四丁目　外

平成30年2月28日

平成29年7月14日　14時10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 4296000003

1
12,300,000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） 12,960,000 円

円13,986,000（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12,950,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円9,217,236
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

9,212,630 1.0005

2
扇精光コンサルタンツ株式会社　宮崎事業所

所長　西　公隆 12,580,000

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 12,550,000

4
株式会社　水環コンサルタント

代表取締役　西　浩一郎 12,300,000

5
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 12,300,000

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 12,800,000

7
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 12,190,000

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

12,000,000

(落札率) 92.66 ％



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２９第１４号　水道管路緊急改善事業　東岳橋配水管橋梁添架実施設計業務委
託

都城市　高城町桜木

平成30年2月28日

平成29年7月14日　14時20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 4296000004

1
5,200,000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） 4,555,440 円

円6,325,560（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5,857,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,150,994
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,134,457 1.0040

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 4,673,000

3
キタイ設計　株式会社　宮崎事務所

所長　寒河江　勇 5,857,000

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 5,850,000

5
株式会社　建設技術研究所　宮崎事務所

所長　大浜　正人

辞退

6
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

落札

4,218,000

7
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 4,280,000

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 5,857,000

9
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 4,685,600

10
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 5,857,000

(落札率) 72.01 ％



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２９第１号　山之口統合整備事業　山之口橋配水管橋梁添架基本設計業
務委託

都城市　山之口町山之口

平成30年2月28日

平成29年7月25日　14時20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 4292000030

1
5,090,000所長　中川　智博

基礎地盤コンサルタンツ　株式会社        宮
崎事務所

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） 5,421,168 円

円7,614,000（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7,050,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,010,567
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,023,125 0.9975

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 6,650,000

3
株式会社　建設技術研究所　宮崎事務所

所長　大浜　正人

辞退

4
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 7,050,000

5
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿

落札

5,019,600

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 7,050,000

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 7,050,000

8
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 5,076,000

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 7,050,000

(落札率) 71.20 ％



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２９第２号　山之口統合整備事業　走湯橋外１件導・配水管橋梁添架実
施設計業務委託

都城市　山之口町山之口　外

平成30年2月28日

平成29年7月25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 4292000032

1
支店長　吉永　博

株式会社　ウエスコ　南九州支店 取消

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） 5,000,043 円

円6,973,560（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6,457,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,603,699
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,592,219 1.0025

2
キタイ設計　株式会社　宮崎事務所

所長　寒河江　勇 6,457,000

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 6,150,000

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

失格

4,598,000

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

失格

4,600,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 6,457,000

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿

取消

8
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

4,629,670

9
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 6,457,000

10
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 5,126,000

(落札率) 71.70 ％



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２９第３号　山之口統合整備事業　国道２６９号導・配水管推進工実施
設計業務委託

都城市　山之口町山之口　外

平成30年2月28日

平成29年7月25日　14時10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 4292000033

1
11,050,000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） 11,664,000 円

円13,260,240（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12,278,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円8,804,567
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

8,773,859 1.0035

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　落合　敦夫 11,700,000

3
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 12,000,000

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

10,800,000

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 12,278,000

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿 11,150,000

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 12,278,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝 11,400,000

(落札率) 87.96 ％



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

簡建高野２９第１号　高野浄水場・取水施設実施設計業務委託

都城市　高野町

平成30年2月28日

平成29年7月25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 4292000034

1
11,750,000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） 12,420,000 円

円14,094,000（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13,050,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円9,378,933
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

9,355,545 1.0025

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　落合　敦夫 12,270,000

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 13,050,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 12,300,000

5
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 13,050,000

6
株式会社　パスコ　宮崎支店

支店長　塚田　健一郎

辞退

7
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 13,000,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝

落札

11,500,000

(落札率) 88.12 ％



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２９第１６号　高崎送水管橋梁添架実施設計業務委託

都城市　山田町山田

平成30年2月28日

平成29年7月25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 4296000005

1
5,440,000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） 5,875,200 円

円8,289,000（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7,675,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,426,710
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,413,178 1.0025

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 5,610,000

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 7,300,000

4
株式会社　建設技術研究所　宮崎事務所

所長　大浜　正人

辞退

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 7,675,000

6
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿 5,464,600

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 7,675,000

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 7,675,000

(落札率) 70.87 ％



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２９第２９号　東郡元橋外１橋配水管橋梁添架実施設計業務委託

都城市　神之山町外

平成30年3月20日

平成29年9月22日　13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 4296000006

1
4,785,000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） 5,194,800 円

円7,266,240（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6,728,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円4,805,310
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

4,795,719 1.0020

2
キタイ設計　株式会社　宮崎事務所

所長　寒河江　勇 6,580,000

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 6,400,000

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 4,870,800

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 6,060,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二

辞退

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿

落札

4,810,000

8
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

(落札率) 71.49 ％



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２９第１０号　野上浄水場系４号井取水施設整備実施設計業務委託

都城市　山之口町山之口

平成30年3月16日

平成29年9月29日　14時10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 4292000055

1
3,602,000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） 3,780,000 円

円4,222,800（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3,910,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円2,817,937
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

2,817,937 1.0000

2
株式会社　ウエスコ　南九州支店

支店長　吉永　博 3,800,000

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 3,800,000

4
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 3,650,000

5
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 3,910,000

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

3,500,000

(落札率) 89.51 ％



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

建設２９第３５号　一万城浄水場系５号井外１件ケーシング調査業務委託

都城市　花繰町　外

平成30年3月16日

平成29年10月20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 4296000007

1
6,320,000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） 6,663,600 円

円7,020,000（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6,500,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円5,186,935
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

5,174,000 1.0025

2
扇精光コンサルタンツ株式会社　宮崎事業所

所長　西　公隆 6,400,000

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 6,370,000

4
株式会社　水環コンサルタント

代表取締役　西　浩一郎 6,290,000

5
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 6,250,000

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 6,350,000

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

6,170,000

8
株式会社　宮崎水道コンサルタント

代表取締役　徳見　孝 6,200,000

(落札率) 94.92 ％



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

執行依頼企業立地推進室２９第１号　工業団地配水管設計業務委託

都城市　高城町桜木　外

平成30年3月20日

平成29年11月21日　13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 4292000064

1
14,200,000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） 11,046,240 円

円15,368,400（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14,230,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円10,183,343
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

10,198,641 0.9985

2
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

落札

10,228,000

3
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 10,285,000

4
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二

辞退

5
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿

失格

10,160,000

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

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 14,230,000

8
復建調査設計　株式会社　宮崎事務所

所長　青山　勇一 10,387,900

(落札率) 71.87 ％



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２９第４７号　山田浄水場系送配水管及び橋梁添架詳細設計業務委託

都城市　山田町

平成30年3月20日

平成29年11月21日　13時45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 4296000008

1
16,181,000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１０８分の１００に

契約希望金額 （消費税及び地方消費税を含む） 17,475,480 円

円24,548,400（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22,730,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円16,133,754
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

16,133,754 1.0000

2
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 22,730,000

3
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 16,255,000

4
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二

辞退

5
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿 16,229,000

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

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 22,730,000

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) 71.18 ％



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

執行依頼企業立地推進室２９第２号　工業団地流量調整設備実施設計業務委託

都城市　高城町桜木

平成30年3月20日

平成29年11月14日　13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 4292000065

1
3,960,000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） 4,158,000 円

円4,471,200（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4,140,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円2,940,545
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

2,946,438 0.9980

2
扇精光コンサルタンツ株式会社　宮崎事業所

所長　西　公隆 3,920,000

3
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 3,890,000

4
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 4,100,000

5
株式会社　八光開発コンサルタント

代表取締役　星原　勉 3,900,000

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

3,850,000

(落札率) 92.99 ％



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２９第４９号　山田浄水場系県道推進詳細設計業務委託

都城市　山田町

平成30年3月20日

平成29年12月22日　13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 4296000009

1
9,900,000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） 8,964,000 円

円11,955,600（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11,070,000（消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

円7,969,734
最低制限基準額　　× 最低制限変動率　＝ 最低制限価格

7,973,721 0.9995

2
オリジナル設計　株式会社　宮崎営業所

所長　落合　敦夫 11,070,000

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 10,600,000

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

落札

8,300,000

5
株式会社　ダイワコンサルタント

代表取締役　厚地　学 9,950,000

6
株式会社　日水コン　宮崎事務所

事務所長　向井　謙二 11,070,000

7
日本水工設計　株式会社　宮崎事務所

所長　梅本　和寿 11,070,000

8
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

(落札率) 74.97 ％


