
平成２９年度入札結果一覧表

事後審査型一
般競争入札

平成29年6月2日 50,458,000 円

建築関係建設
コンサルタン

ト
10:00 77.76 ％

事後審査型一
般競争入札

平成29年6月2日 23,631,000 円

下水道 11:30 74.87 ％

事後審査型一
般競争入札

平成29年6月2日 21,878,000 円

下水道 13:30 75.26 ％

事後審査型一
般競争入札

平成29年6月2日 19,339,000 円

下水道 14:00 75.35 ％

事後審査型一
般競争入札

平成29年6月9日 13,474,200 円

建築関係建設
コンサルタン

ト
9:30 78.22 ％

17,226,000 円 13,439,854 円

19,337,409 円下水道建設課 
西部第３分区管渠実施設計業務委
託その３９

25,667,000 円

営繕課 
動物愛護センター建設工事等実施
設計業務委託

下水道建設課 
北部処理区管渠実施設計業務委託
その６０

29,068,000 円 21,877,560 円

最低制限価格
（税抜き）

（株）岡本設計   川一級建築事務所   環境建築計画   城本建築設計事務所
（株）田渕建築設計事務所   （株）日和設計   （株）バウ建築企画設計事務所
（有）平井設計   （株）堀田設計

下水道建設課
北部処理区管渠実施設計業務委託
その５９

31,563,000

業務担当課名 業務名

営繕課 
（仮称）本町認定こども園等複合
施設その他設計業務委託

64,891,000

円 23,626,304

入札参加業者

円

9

入札時間

50,377,024円 円

予定価格
（税抜き）

（株）岡本設計

（株）アスコ大東   （株）ウエスコ   （株）エース   （株）ＮＪＳ   （株）エ
フウォーターマネジメント   （株）オオバ   オリジナル設計（株）   環境設計
（株）   （株）関西エンジニヤリング   基礎地盤コンサルタンツ（株）   キタ
イ設計（株）   （株）キミコン   （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）センダイ工部コンサルタ
ント   （株）大建技術コンサルタンツ   大日本コンサルタント（株）   （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）   （株）中山綜合コンサルタント   （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   （株）日本海コンサルタント   日本技術サービス（株）   日本工営
（株）   日本振興（株）   日本水工設計（株）   （株）ノア技術コンサルタン
ト   （株）八州   パシフィックコンサルタンツ（株）   （株）間瀬コンサルタ
ント

39
キタイ設計
（株）

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者
数

落札金額
（税抜き）

落札率

2

1

業務種別

№

環境設計（株）

4

（株）アスコ大東   （株）ウエスコ   （株）潮技術コンサルタント   （株）
エース   （株）エイト日本技術開発   （株）ＮＪＳ   （株）エフウォーターマ
ネジメント   （株）オオバ   環境設計（株）   基礎地盤コンサルタンツ（株）
キタイ設計（株）   （株）キミコン   （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）センダイ工部
コンサルタント   玉野総合コンサルタント（株）   （株）大建技術コンサルタン
ツ   大日本コンサルタント（株）   （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）中山綜合コンサルタント   （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   （株）日本海コンサルタント   日本技術サービス（株）   日本工営
（株）   日本振興（株）   日本水工設計（株）   （株）ノア技術コンサルタン
ト   （株）八州   パシフィックコンサルタンツ（株）   （株）間瀬コンサルタ
ント   三井共同建設コンサルタント（株）

42
大日本コンサル
タント（株）

3

（株）アスコ大東   （株）ウエスコ   （株）エース   （株）エイト日本技術開
発   （株）ＮＪＳ   （株）エフウォーターマネジメント   （株）オオバ   オリ
ジナル設計（株）   環境設計（株）   （株）関西エンジニヤリング   基礎地盤
コンサルタンツ（株）   キタイ設計（株）   （株）キミコン   （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）センダイ工部コンサルタント   玉野総合コンサルタント（株）   （株）大
建技術コンサルタンツ   大日本コンサルタント（株）   （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）   （株）中山綜合コンサルタント   （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
（株）日本海コンサルタント   日本技術サービス（株）   日本工営（株）   日
本振興（株）   日本水工設計（株）   （株）ノア技術コンサルタント   （株）
八州   パシフィックコンサルタンツ（株）   （株）間瀬コンサルタント

41

長尾建築設計事
務所

5

（株）岡本設計   川一級建築事務所   環境建築計画   （株）キューブ建築研究
所   （有）楠田一級建築設計事務所   城本建築設計事務所   （株）田渕建築設
計事務所   長尾建築設計事務所   （株）日和設計   （株）バウ建築企画設計事
務所   （有）平井設計   不二設計   （株）Ｕ建築研究所   （株）ライトコーポ
レーション

14



平成２９年度入札結果一覧表

最低制限価格
（税抜き）

業務担当課名 業務名 入札参加業者

入札時間

予定価格
（税抜き）

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者
数

落札金額
（税抜き）

落札率業務種別

№

事後審査型一
般競争入札

平成29年6月16日 33,129,700 円

土木関係建設
コンサルタン

ト
11:30 75.47 ％

事後審査型一
般競争入札

平成29年6月16日 17,124,000 円

下水道 13:30 78.41 ％

下水道経営課 
下水道管渠情報収集調査業務委託
その７

21,840,000 円

33,113,238 円43,900,000 円

16,986,485 円

河川港湾課 永山川詳細設計業務委託6

（株）アスコ大東   いであ（株）   （株）エース   （株）オリエンタルコンサ
ルタンツ   基礎地盤コンサルタンツ（株）   （株）キミコン   （株）近畿コン
サルタント   （株）サンテック   （株）ＣＰＣ   第一復建（株）   （株）大建
技術コンサルタンツ   大日本コンサルタント（株）   （株）データ技研
（株）東京建設コンサルタント   東洋技研コンサルタント（株）   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）南紀航測センター   日本工営（株）   （株）ノア技術コンサルタ
ント   八千代エンジニヤリング（株）   ワコウコンサルタント（株）

23
（株）南紀航測
センター

（株）日建技術
コンサルタント

7
アジア航測（株）   （株）日建技術コンサルタント   （株）八州   （株）パス
コ

4


	一覧表（公表用）

