
 

 

入 札 の 結 果 
  

名称    広芝公園ほか除草及び剪定工事 

 番号    1-管-9 

 執行    令和元年5月28日 午前9時15分 

 開札場所  － 

 落札金額  ￥ 6,927,120 円（消費税相当額を含む。） 

 落札人   （株）泰成造園土木 代表取締役 西島 泰志 

 予定価格  ￥ 8,050,320 円（消費税相当額を含む。） 

  （税抜き予定価格  ￥ 7,454,000 円） 

 最低制限金額  ￥ 6,910,920 円（   〃    ） 

  （税抜き最低制限金額  ￥ 6,399,000 円） 

 落札率   86.05％ 

 積算内訳  別添 閲覧設計書 

入 札 人（業 者 名） 順 位 入 札 額 

（株）泰成造園土木 落札 6,414,000 

微笑緑化 2 7,080,000 

（株）ＫＯＳＥＩ 失格 
6,339,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

吉廣建設（株） 失格 
6,365,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

松本造園土木 失格 
6,368,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

増本建設 失格 
6,368,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

（株）丸八石材 失格 
6,368,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

永栄工業（株） 失格 
6,369,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

羽田建設 失格 
6,369,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

（株）丸八商事 失格 
6,370,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

木村土木建築（株） 失格 
6,372,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

（株）堀建設 失格 
6,374,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

（株）岩井工務店 失格 
6,374,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

木津川道路（株） 失格 
6,376,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

沢井建設（株） 失格 
6,376,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

矢島工建 失格 
6,377,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 

相楽土木建築（株） 失格 
6,380,000 

（理由：最低制限価格を下回ったため） 



 

 

理由（指名） 

造園工事の有資格者の内、木津川市内に主たる営業所を有する者 

 

 ※ 契約の方法  条件付一般競争入札（電子入札）

 



 

 

入 札 の 結 果 
  

名称    中門伝公園ほか除草及び剪定工事 

 番号    1-管-8 

 執行    令和元年5月28日 午前10時30分 

 開札場所  － 

 落札金額  ￥ 6,465,960 円（消費税相当額を含む。） 

 落札人   微笑緑化 代表者 林 太二 

 予定価格  ￥ 7,028,640 円（消費税相当額を含む。） 

  （税抜き予定価格  ￥ 6,508,000 円） 

 最低制限金額  ￥ 6,032,880 円（   〃    ） 

  （税抜き最低制限金額  ￥ 5,586,000 円） 

 落札率   91.99％ 

 積算内訳  別添 閲覧設計書 

入 札 人（業 者 名） 順 位 入 札 額 

微笑緑化 落札 5,987,000 

木津川道路（株） 失格 5,542,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

羽田建設 失格 5,561,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

吉廣建設（株） 失格 5,563,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

永栄工業（株） 失格 5,563,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）ＫＯＳＥＩ 失格 5,563,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

松本造園土木 失格 5,565,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

増本建設 失格 5,565,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

相楽土木建築（株） 失格 5,566,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

木村土木建築（株） 失格 5,566,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）堀建設 失格 5,567,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

沢井建設（株） 失格 5,568,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）岩井工務店 失格 5,569,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

矢島工建 失格 5,572,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八石材 失格 5,577,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八商事 失格 5,580,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）泰成造園土木 辞退   

理由（指名） 

造園工事の有資格者の内、木津川市内に主たる営業所を有する者 

 ※ 契約の方法  条件付一般競争入札（電子入札） 



 

 

入 札 の 結 果 
  

名称    トンネル公園ほか除草及び剪定工事 

 番号    1-管-11 

 執行    令和元年5月28日 午前11時45分 

 開札場所  － 

 落札金額  ￥ 5,743,440 円（消費税相当額を含む。） 

 落札人   木津川道路㈱ 代表取締役 多田涼子 

 予定価格  ￥ 6,687,360 円（消費税相当額を含む。） 

  （税抜き予定価格  ￥ 6,192,000 円） 

 最低制限金額  ￥ 5,732,640 円（   〃    ） 

  （税抜き最低制限金額  ￥ 5,308,000 円） 

 落札率   85.89％ 

 積算内訳  別添 閲覧設計書 

入 札 人（業 者 名） 順 位 入 札 額 

木津川道路（株） 落札 5,318,000 

相楽土木建築（株） 失格 5,284,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

沢井建設（株） 失格 5,285,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

吉廣建設（株） 失格 5,286,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）岩井工務店 失格 5,289,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

木村土木建築（株） 失格 5,289,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

矢島工建 失格 5,290,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

松本造園土木 失格 5,291,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

増本建設 失格 5,291,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

羽田建設 失格 5,291,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八石材 失格 5,293,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）堀建設 失格 5,294,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

永栄工業（株） 失格 5,295,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八商事 失格 5,298,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）泰成造園土木 辞退   

微笑緑化 辞退   

理由（指名） 

造園工事の有資格者の内、木津川市内に主たる営業所を有する者 

 

 ※ 契約の方法  条件付一般競争入札（電子入札） 



 

 

入 札 の 結 果 
  

名称    紫公園ほか除草及び剪定工事 

 番号    1-管-13 

 執行    令和元年5月28日 午後1時15分 

 開札場所  － 

 落札金額  ￥ － 円（消費税相当額を含む。） 

 落札人   － 

 予定価格  ￥ 5,150,520 円（消費税相当額を含む。） 

  （税抜き予定価格  ￥ 4,769,000 円） 

 最低制限金額  ￥ 4,418,280 円（   〃    ） 

  （税抜き最低制限金額  ￥ 4,091,000 円） 

 落札率   －％ 

 積算内訳  別添 閲覧設計書 

入 札 人（業 者 名） 順 位 入 札 額 

吉廣建設（株） 失格 4,073,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

木村土木建築（株） 失格 4,075,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

羽田建設 失格 4,075,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）岩井工務店 失格 4,077,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

永栄工業（株） 失格 4,077,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

松本造園土木 失格 4,077,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

相楽土木建築（株） 失格 4,077,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）堀建設 失格 4,078,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

矢島工建 失格 4,078,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

増本建設 失格 4,079,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八石材 失格 4,082,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

沢井建設（株） 失格 4,083,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八商事 失格 4,088,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

微笑緑化 辞退   

（株）泰成造園土木 辞退   

木津川道路（株） 辞退   

理由（指名） 

造園工事の有資格者の内、木津川市内に主たる営業所を有する者 

 ※ 契約の方法  条件付一般競争入札（電子入札） 



 

 

入 札 の 結 果 
  

名称    さがらか山公園ほか除草及び剪定工事 

 番号    1-管-10 

 執行    令和元年5月28日 午後2時30分 

 開札場所  － 

 落札金額  ￥ 5,032,800 円（消費税相当額を含む。） 

 落札人   （株）堀建設 代表取締役 堀 智彦 

 予定価格  ￥ 5,032,800 円（消費税相当額を含む。） 

  （税抜き予定価格  ￥ 4,660,000 円） 

 最低制限金額  ￥ 4,311,360 円（   〃    ） 

  （税抜き最低制限金額  ￥ 3,992,000 円） 

 落札率   100.00％ 

 積算内訳  別添 閲覧設計書 

入 札 人（業 者 名） 順 位 入 札 額 

（株）堀建設 落札 4,660,000 

（株）丸八石材 失格 3,972,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

相楽土木建築（株） 失格 3,973,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

増本建設 失格 3,976,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

沢井建設（株） 失格 3,976,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

吉廣建設（株） 失格 3,977,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

永栄工業（株） 失格 3,977,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

木村土木建築（株） 失格 3,979,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

矢島工建 失格 3,979,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）岩井工務店 失格 3,980,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

松本造園土木 失格 3,981,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

羽田建設 失格 3,981,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八商事 失格 3,988,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

木津川道路（株） 辞退   

（株）泰成造園土木 辞退   

微笑緑化 辞退   

理由（指名） 

造園工事の有資格者の内、木津川市内に主たる営業所を有する者 

 ※ 契約の方法  条件付一般競争入札（電子入札） 



 

 

入 札 の 結 果 
  

名称    つるばみ公園ほか除草及び剪定工事 

 番号    1-管-12 

 執行    令和元年5月28日 午後3時45分 

 開札場所  － 

 落札金額  ￥ 4,253,040 円（消費税相当額を含む。） 

 落札人   （株）丸八商事 代表取締役 岡 眞弓 

 予定価格  ￥ 4,960,440 円（消費税相当額を含む。） 

  （税抜き予定価格  ￥ 4,593,000 円） 

 最低制限金額  ￥ 4,248,720 円（   〃    ） 

  （税抜き最低制限金額  ￥ 3,934,000 円） 

 落札率   85.74％ 

 積算内訳  別添 閲覧設計書 

入 札 人（業 者 名） 順 位 入 札 額 

（株）丸八商事 落札 3,938,000 

（株）堀建設 2 4,593,000 

松本造園土木 失格 3,918,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

吉廣建設（株） 失格 3,921,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

相楽土木建築（株） 失格 3,922,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

沢井建設（株） 失格 3,922,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

矢島工建 失格 3,922,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

増本建設 失格 3,923,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

木村土木建築（株） 失格 3,923,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）丸八石材 失格 3,924,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

羽田建設 失格 3,924,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）岩井工務店 失格 3,925,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

永栄工業（株） 失格 3,928,000 
（理由：最低制限価格を下回ったため）

木津川道路（株） 辞退   

（株）泰成造園土木 辞退   

微笑緑化 辞退   

理由（指名） 

造園工事の有資格者の内、木津川市内に主たる営業所を有する者 

 

 ※ 契約の方法  条件付一般競争入札（電子入札） 
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