
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

相楽土木建築（株） 辞退

－

－

¥12,213,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥12,318,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥12,319,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥12,505,000-

条件付一般競争入札（電子入札）

東城技建工業 辞退

落札人 日皆田建設（株）                                  

税抜予定価格

日皆田建設（株）

木津川道路（株）

失格

¥15,892,200-

¥13,333,680-

入札人（業者名） 入札額

落札

落札率　（％）

税込予定価格

税込最低制限価格

¥14,715,000-

¥12,398,000-

税抜最低制限価格 ¥12,346,000-

84.3

（株）岩井工務店 2 ¥12,405,000-

（株）田中千建設 3

落札金額 ¥13,389,840-

執行 平成28年6月14日 9時00分

電子入札開札場所

入　　札　　の　　結　　果

整理番号

件名 市道加１－１号（第１工区）他水道工事跡舗装復旧工事

28-水工-6

沢井建設（株） 失格

（株）ＫＯＳＥＩ 失格

失格

（株）堀建設

増本建設

（株）山村工業

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥11,893,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥11,905,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥11,883,000-

失格

（理由：最低制限価格を下回ったため）

失格

¥12,174,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥12,181,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥12,457,000-

¥11,869,000-

藤原建設（株） 4

木津川市舗装工事の総合点を付与された者で、その点数が７００点以上の者。

（株）前田工業所 失格

平山建設工業（株） 失格

三興建設 失格
¥12,319,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）中井建設 失格



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

相楽土木建築（株） 辞退

（株）堀建設 辞退

－

－

－

¥14,790,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥15,321,000-

28-水工-7

木津川道路（株） 失格
¥14,498,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

沢井建設（株） 失格
¥14,520,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

藤原建設（株） 4

（株）田中千建設 失格

木津川市舗装工事の総合点を付与された者で、その点数が７００点以上の者。

（株）ＫＯＳＥＩ 失格
¥14,643,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）前田工業所 失格

（株）中井建設 失格
¥14,872,000-

¥14,806,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

東城技建工業 辞退

増本建設 失格
¥14,436,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

三興建設 2 ¥15,132,000-

日皆田建設（株） 3 ¥15,152,000-

入札人（業者名） 入札額

（株）岩井工務店 落札 ¥15,071,000-

84.5

落札金額 ¥16,276,680-

落札人 （株）岩井工務店

税抜予定価格 ¥17,831,000- 税込予定価格 ¥19,257,480-

税抜最低制限価格 ¥15,002,000- 税込最低制限価格 ¥16,202,160-

落札率　（％）

（理由：最低制限価格を下回ったため）

執行 平成28年6月14日 10時30分

開札場所 電子入札

入　　札　　の　　結　　果

件名 市道加１－１号（第２工区）他水道工事跡舗装復旧工事

整理番号

（株）山村工業 失格
¥14,835,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

平山建設工業（株） 失格
¥14,970,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

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

¥12,190,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥12,245,000-

増本建設 失格
¥11,993,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

沢井建設（株） 失格
¥12,022,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

木津川道路（株） 失格
¥12,024,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）山村工業 失格

（株）堀建設

（理由：最低制限価格を下回ったため）

条件付一般競争入札（電子入札）

（株）前田工業所 失格

木津川市舗装工事の総合点を付与された者で、その点数が７００点以上の者。

（株）ＫＯＳＥＩ

（理由：最低制限価格を下回ったため）

失格
¥12,290,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）中井建設 失格
¥12,347,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

三興建設 失格
¥12,290,000-

東城技建工業 辞退 －

4

藤原建設（株） 5

¥12,569,000-

¥12,636,000-

平山建設工業（株） 2 ¥12,510,000-

（株）岩井工務店 3 ¥12,518,000-

落札 ¥12,501,000-

件名 市道加１－３号他水道工事跡舗装復旧工事

整理番号 28-水工-8

税抜最低制限価格 ¥12,458,000- 税込最低制限価格 ¥13,454,640-

落札率　（％） 84.2

落札金額 ¥13,501,080-

落札人 日皆田建設（株）                                  

税抜予定価格 ¥14,850,000- 税込予定価格 ¥16,038,000-

（株）田中千建設 失格
¥12,430,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

相楽土木建築（株） 失格
¥12,430,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

執行 平成28年6月14日 13時00分

開札場所 電子入札

入　　札　　の　　結　　果

入札人（業者名） 入札額

日皆田建設（株）



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

¥6,616,000-

¥6,630,000-

¥6,652,000-

¥6,790,000-

¥6,800,000-

入　　札　　の　　結　　果

件名 下水関連（市坂）市道木１４１号配給水管移設工事

整理番号 28-水工-11

執行 平成28年6月14日 14時30分

開札場所 電子入札

宮城建設（株） 2 ¥6,571,000-

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）

（有）白川設備 6

山岡建設（株） 7

（有）森菊鉄工 8

永栄工業（株） 3 ¥6,600,000-

（有）引間水道工業 4

（株）清水エンジニアリング 5

税抜最低制限価格 ¥6,122,000- 税込最低制限価格 ¥6,611,760-

落札率　（％） 90.2

入札人（業者名） 入札額

（株）東海林鉄工 落札 ¥6,450,000-

落札金額 ¥6,966,000-

落札人 （株）東海林鉄工                                  

税抜予定価格 ¥7,151,000- 税込予定価格 ¥7,723,080-


