
平成２７年度入札結果一覧表

事後審査型一
般競争入札

平成27年7月3日 55,681,000 円

河川、砂防及
び海岸・海洋

9:30 73.34 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年7月3日 17,876,000 円

下水道 10:00 73.70 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年7月3日 12,158,784 円

下水道 10:30 73.64 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年7月3日 11,350,000 円

鋼構造及びコ
ンクリート

11:00 73.89 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年7月17日 12,328,000 円

下水道 10:30 72.73 ％

内外エンジニア
リング（株）

5

（株）アスコ   （株）ウエスコ   （株）エース   （株）ＮＪＳ   （株）オオ
バ   基礎地盤コンサルタンツ（株）   キタイ設計（株）   （株）昭和設計
（株）大建技術コンサルタンツ   （株）東京建設コンサルタント   内外エンジ
ニアリング（株）   中日本建設コンサルタント（株）   （株）日建技術コンサ
ルタント   （株）日新技術コンサルタント   （株）日水コン   日本技術サービ
ス（株）   （株）八州   （株）パスコ

18

（株）間瀬コン
サルタント

4

（株）オーシーティー   （株）岡本設計   （株）かんこう   （株）近畿コンサ
ルタント   （株）三匠   （株）シーエスエス   （株）データ技研   （株）日
建技術コンサルタント   西畑測量設計（株）   パシフィックコンサルタンツ
（株）   和歌山航測（株）   ワコウコンサルタント（株）

12 （株）三匠

3

（株）アスコ   （株）井沢設計   （株）ウエスコ   （株）エース   （株）Ｎ
ＪＳ   オリジナル設計（株）   環境設計（株）   基礎地盤コンサルタンツ
（株）   近畿技術コンサルタンツ（株）   （株）近代技研   （株）五星   サ
ンコーコンサルタント（株）   （株）三水コンサルタント   （株）サンテック
（株）昭和設計   （株）センダイ工部コンサルタント   トップ技術コンサルタ
ント（株）   （株）トーニチコンサルタント   （株）東京設計事務所   内外エ
ンジニアリング（株）   中日本建設コンサルタント（株）   （株）中山綜合コ
ンサルタント   （株）ニュージェック   （株）日建技術コンサルタント
（株）日産技術コンサルタント   （株）日新技術コンサルタント   （株）西日
本設計   西畑測量設計（株）   （株）日本海コンサルタント   日本技術サービ
ス（株）   （株）ノア技術コンサルタント   （株）八州   （株）パスコ   富
二設計コンサルティング（株）   （株）間瀬コンサルタント   ＭＯＧコンサル
タント（株）

36

落札金額
（税抜き）

落札率

2

1

業務種別

№

（株）東京建設
コンサルタント

アジア航測（株）   （株）アスコ   （株）ウエスコ   （株）エース   （株）
ＮＪＳ   オリジナル設計（株）   環境設計（株）   基礎地盤コンサルタンツ
（株）   キタイ設計（株）   （株）五星   サンコーコンサルタント（株）
（株）三水コンサルタント   （株）サンテック   （株）大建技術コンサルタン
ツ   （株）トーニチコンサルタント   （株）東京建設コンサルタント   （株）
東京設計事務所   内外エンジニアリング（株）   中日本建設コンサルタント
（株）   （株）浪速技研コンサルタント   （株）日建技術コンサルタント
（株）日産技術コンサルタント   （株）日新技術コンサルタント   （株）西日
本設計   日本技術サービス（株）   （株）パスコ   富二設計コンサルティング
（株）   （株）間瀬コンサルタント

28 （株）ＮＪＳ

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者

数

円 17,872,456

入札参加業者

円

11

入札時間

55,652,220円 円

予定価格
（税抜き）

最低制限価格
（税抜き）

（株）アスコ   いであ（株）   （株）エース   （株）オオバ   基礎地盤コン
サルタンツ（株）   （株）スリーエスコンサルタンツ   （株）データ技研
（株）東京建設コンサルタント   中日本建設コンサルタント（株）   （株）南
紀航測センター   八千代エンジニヤリング（株）

下水道建設課
西部第３分区管渠実施設計業務委
託その３８

24,256,000

業務担当課名 業務名

河川港湾課 前代川補償橋等詳細設計業務委託 75,920,000

下水道建設課 
マンホールトイレ設計業務委託そ
の４

16,511,000 円 12,153,920 円

12,324,366 円

11,302,616 円道路管理課 橋梁補修設計業務委託その３ 15,360,000 円

下水道建設課 
亀の川第１排水区・毛見排水区基
本設計業務委託

16,950,000 円



平成２７年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率業務種別

№

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者

数
入札参加業者

入札時間

予定価格
（税抜き）

最低制限価格
（税抜き）

業務担当課名 業務名

事後審査型一
般競争入札

平成27年7月24日 17,180,000 円

鋼構造及びコ
ンクリート

10:00 72.92 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年7月24日 26,245,000 円

下水道 10:30 72.58 ％

玉野総合コンサ
ルタント（株）

7

アジア航測（株）   （株）アスコ   （株）ウエスコ   （株）エース   （株）
ＮＪＳ   （株）オオバ   オリジナル設計（株）   環境設計（株）   キタイ設
計（株）   （株）五星   サンコーコンサルタント（株）   （株）三水コンサル
タント   （株）サンテック   （株）昭和設計   玉野総合コンサルタント（株）
（株）大建技術コンサルタンツ   （株）東京建設コンサルタント   （株）東京
設計事務所   内外エンジニアリング（株）   中日本建設コンサルタント（株）
（株）浪速技研コンサルタント   （株）ニュージェック   （株）日建技術コン
サルタント   （株）日新技術コンサルタント   日本技術サービス（株）   日本
振興（株）   日本水工設計（株）   パシフィックコンサルタンツ（株）
（株）パスコ   富二設計コンサルティング（株）   （株）間瀬コンサルタント

31

6
（株）イーホッシュ   （株）オーシーティー   （株）近畿コンサルタント
（株）三匠   （株）シーエスエス   （株）データ技研   西畑測量設計（株）
和歌山航測（株）   ワコウコンサルタント（株）

9
（株）オーシー
ティー

道路管理課 小規模道路橋定期点検業務委託 17,140,475 円23,560,000 円

26,221,182 円下水道建設課 
中之島排水区・中之島分区管渠実
施設計業務委託その８

36,160,000 円


