
から

（消費税相当額を含む）

積算内訳　　　別添　　閲覧設計書

順位

参加資格等

入札方法

㈲白川設備 辞退 ―

税込最低制限価格 ¥15,541,200-税抜最低制限価格 ¥14,390,000-

件名 ９拡張関連　中央地区CH０２９他配給水管布設工事

入　　札　　の　　結　　果

整理番号 26-水工-12

㈲引間水道工業

税抜予定価格

開札場所 電子入札

落札金額 ¥15,622,200-

¥17,540,000- 税込予定価格 ¥18,943,200-

執行 平成26年8月20日 9時00分

落札人

落札率　（％） 82.5

入札人（業者名）

山岡建設㈱ 6 ¥14,510,000-

㈱佐々木設備 4 ¥14,483,000-

㈲森菊鉄工 5

入札額

㈲引間水道工業 落札 ¥14,465,000-

永栄工業㈱ 2 ¥14,470,000-

㈲桜井工務店 3 ¥14,475,000-

¥14,485,000-

㈱清水エンジニアリング 7 ¥14,610,000-

今堀水道工業㈱ 9 ¥14,910,000-

宮城建設㈱ 10 ¥15,000,000-

㈱光橋設備サービス 無効 （理由：内訳書不備のため）

㈱東海林鉄工 8 ¥14,810,000-

㈱西脇産業 辞退 ―

木津川市水道事業に登録された緊急修繕工事施工業者であること。
ただし、緊急修繕工事登録の申請を受理された者で、登録期間が１年以上有り、施工評価で適格
と認められた者であること。

条件付一般競争入札（電子入札）



から

（消費税相当額を含む）

積算内訳　　　別添　　閲覧設計書

順位

参加資格等

入札方法

州見台６丁目１地内配給水管布設工事

税抜予定価格 ¥35,403,000- 税込予定価格 ¥38,235,240-

入札人（業者名） 入札額

落札金額 ¥31,860,000-

落札人 今堀水道工業㈱

整理番号 26-水工-20

執行 平成26年8月20日 10時30分

開札場所 電子入札

入　　札　　の　　結　　果

件名

今堀水道工業㈱ 落札 ¥29,500,000-

㈱高畠設備 2 ¥31,860,000-

税抜最低制限価格 ¥29,458,000- 税込最低制限価格 ¥31,814,640-

落札率　（％） 83.3

永栄工業㈱ 失格

宮城建設㈱ 失格

㈲桜井工務店 3 ¥35,000,000-

㈲白川設備 失格
¥29,160,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥29,190,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥29,210,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

㈱西脇産業 失格

㈱佐々木設備 失格

㈲森菊鉄工 失格

山岡建設㈱ 失格

¥29,220,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥29,227,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥29,270,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥29,300,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

岡本建設㈱ 無効 （理由：内訳書不備のため）

㈱清水エンジニアリング 失格

㈲引間水道工業 失格

¥29,315,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥29,360,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

㈱東海林鉄工 失格
¥29,400,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

㈱光橋設備サービス 無効 （理由：内訳書不備のため）

木津川市水道事業に登録された緊急修繕工事施工業者であること。
ただし、緊急修繕工事登録の申請を受理された者で、登録期間が１年以上有り、施工評価で適格
と認められた者であること。

条件付一般競争入札（電子入札）



から

（消費税相当額を含む）

積算内訳　　　別添　　閲覧設計書

順位

参加資格等

入札方法

執行 平成26年8月20日 13時00分

開札場所 電子入札

落札金額 ¥18,868,680-

入　　札　　の　　結　　果

件名 下水関連（上狛）市道山２０８号他配給水管移設工事

整理番号 26-水工-13

税抜最低制限価格 ¥16,848,000- 税込最低制限価格 ¥18,195,840-

落札率　（％） 88.0

落札人 ㈱ＫＯＳＥＩ

税抜予定価格 ¥19,852,000- 税込予定価格 ¥21,440,160-

㈱高畠設備 3 ¥17,870,000-

前田ポンプ水道工業所 4 ¥17,950,000-

入札人（業者名） 入札額

㈱ＫＯＳＥＩ 落札 ¥17,471,000-

永栄工業㈱ 2 ¥17,800,000-

木津川市水道事業に登録された緊急修繕工事施工業者であること。
ただし、緊急修繕工事登録の申請を受理された者で、登録期間が１年以上有り、施工評価で適格
と認められた者であること。

条件付一般競争入札（電子入札）

宮城建設㈱ 5 ¥18,440,000-

岡本建設㈱ 無効 （理由：内訳書不備のため）



から

（消費税相当額を含む）

積算内訳　　　別添　　閲覧設計書

順位

参加資格等

入札方法

入　　札　　の　　結　　果

件名 下水関連（木津）市道木６５号他２線配給水管移設工事

整理番号 26-水工-15

落札人 ㈱清水エンジニアリング

税抜予定価格 ¥12,073,000- 税込予定価格 ¥13,038,840-

執行 平成26年8月20日 15時30分

開札場所 電子入札

落札金額 ¥11,955,600-

入札人（業者名） 入札額

㈱清水エンジニアリング 落札 ¥11,070,000-

㈱東海林鉄工 2 ¥11,150,000-

税抜最低制限価格 ¥10,220,000- 税込最低制限価格 ¥11,037,600-

落札率　（％） 91.7

㈲桜井工務店 5 ¥11,500,000-

㈲引間水道工業 6 ¥11,775,000-

山岡建設㈱ 3 ¥11,220,000-

㈱佐々木設備 4 ¥11,300,000-

㈲白川設備 辞退 ―

今堀水道工業㈱ 7 ¥11,854,000-

㈲森菊鉄工 8 ¥12,000,000-

㈱光橋設備サービス 無効 （理由：内訳書不備のため）

木津川市水道事業に登録された緊急修繕工事施工業者であること。
ただし、緊急修繕工事登録の申請を受理された者で、登録期間が１年以上有り、施工評価で適格
と認められた者であること。

条件付一般競争入札（電子入札）



から

（消費税相当額を含む）

積算内訳　　　別添　　閲覧設計書

順位

参加資格等

入札方法

執行 平成26年8月20日 14時15分

開札場所 電子入札

落札金額 ¥4,470,120-

入　　札　　の　　結　　果

件名 市道山１６９号配水管移設工事

整理番号 26-水工-17

税抜最低制限価格 ¥3,882,000- 税込最低制限価格 ¥4,192,560-

落札率　（％） 90.2

落札人 岡本建設㈱

税抜予定価格 ¥4,591,000- 税込予定価格 ¥4,958,280-

㈱ＫＯＳＥＩ 3 ¥4,185,000-

㈱高畠設備 4 ¥4,200,000-

入札人（業者名） 入札額

岡本建設㈱ 落札 ¥4,139,000-

前田ポンプ水道工業所 2 ¥4,175,000-

㈱伊藤組 5 ¥4,210,000-

木津川市水道事業に登録された緊急修繕工事施工業者であること。
ただし、緊急修繕工事登録の申請を受理された者で、登録期間が１年以上有り、施工評価で適格
と認められた者であること。

条件付一般競争入札（電子入札）


