
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

平山建設工業（株） 辞退

－

－

¥11,956,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥11,956,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥12,009,000-

条件付一般競争入札（電子入札）

（株）岩井工務店 辞退

（株）前田工業所 失格

（株）堀建設 失格

落札人 木津川道路（株）                                  

税抜予定価格

木津川道路（株）

（株）山村工業

失格

¥15,377,040-

¥12,913,560-

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

¥14,238,000-

¥11,963,000-

税抜最低制限価格 ¥11,957,000-

84.0

沢井建設（株） 2 ¥11,981,000-

藤原建設（株） 3

落札金額 ¥12,920,040-

執行 平成28年8月31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３工区）他水道工事跡舗装復旧工事

28-水工-22

失格

三興建設

増本建設

（株）清水エンジニアリング

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥11,948,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥11,956,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）
¥11,946,000-

失格

（理由：最低制限価格を下回ったため）

失格

¥11,956,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥11,956,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥11,983,000-

¥11,944,000-

東城技建工業 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）ＫＯＳＥＩ 失格

（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

¥10,725,000-

¥10,730,000-

¥10,736,000-

¥10,736,000-

¥10,749,000-

¥10,718,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥10,827,000-

¥10,724,000-
くじにより決定

－

－

（株）岩井工務店 辞退

¥10,724,000-

28-水工-24

（株）堀建設                                      

税抜予定価格 ¥12,796,000- 税込予定価格 ¥13,819,680-

税抜最低制限価格 ¥10,724,000- 税込最低制限価格 ¥11,581,920-

落札率　（％）

（株）中井建設 5

木津川道路（株） 7

藤原建設（株） 1

三興建設 5

（株）前田工業所 1 ¥10,724,000-

（株）ＫＯＳＥＩ 1 ¥10,724,000-

入札人（業者名） 入札額

（株）堀建設 落札

¥10,725,000-

83.8

落札金額 ¥11,581,920-

落札人

（株）清水エンジニアリング 10

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）山村工業 8

沢井建設（株） 8

増本建設 失格

平山建設工業（株） 辞退

執行 平成28年8月31日 10時30分

開札場所 電子入札

入　　札　　の　　結　　果

件名 市道加２－２号他水道工事跡舗装復旧工事

整理番号

条件付一般競争入札（電子入札）

東城技建工業 11



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

¥9,931,000-
（理由：最低制限価格を下回ったため）

¥9,931,000-

沢井建設（株） 6

東城技建工業 7

増本建設 失格
¥9,930,000-

（理由：最低制限価格を下回ったため）

（株）ＫＯＳＥＩ 失格

木津川道路（株）

（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）

藤原建設（株） 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）岩井工務店 辞退

平山建設工業（株） 辞退 －

4

（株）山村工業 5

¥9,952,000-

¥9,958,000-

（株）堀建設 1 ¥9,932,000-

（株）前田工業所 3 ¥9,947,000-

落札

件名 市道加１０９１号他水道工事跡舗装復旧工事

整理番号 28-水工-25

税抜最低制限価格 ¥9,932,000- 税込最低制限価格 ¥10,726,560-

落札率　（％） 83.7

落札金額 ¥10,726,560-

落札人 （株）中井建設                                    

税抜予定価格 ¥11,868,000- 税込予定価格 ¥12,817,440-

入札額

（株）中井建設
くじにより決定

13時15分

開札場所 電子入札

入　　札　　の　　結　　果

入札人（業者名）
¥9,932,000-

執行 平成28年8月31日

－

¥9,960,000-

¥10,033,000-



から

（消費税相当額を含む）

順位

（株）日産技術コンサルタント　京都事務所 19 ¥8,700,000-

（株）アスコ大東　京都営業所 20 ¥8,830,000-

（株）西日本技術コンサルタント　京都営業所 16 ¥8,500,000-

内外エンジニアリング（株） 17 ¥8,521,000-

（株）潮技術コンサルタント　京都事務所 18 ¥8,550,000-

パシフィックコンサルタンツ（株）　京都事務所 13 ¥8,000,000-

（株）ウエスコ　京滋支店 13 ¥8,075,000-

日本技術サービス（株）　京都事務所 15 ¥8,200,000-

正和設計（株）　京都営業所 10 ¥7,400,000-

中日本建設コンサルタント（株）　京都事務所 11 ¥7,980,000-

（株）新大阪エンジニアリング　京都事務所 12 ¥8,000,000-

（株）大建技術コンサルタンツ　京都営業所 7 ¥6,279,000-

（株）西日本設計　京都事務所 8 ¥6,300,000-

（株）吹上技研コンサルタント 9 ¥7,400,000-

（株）エース 4 ¥5,382,000-

（株）キクチコンサルタント 5 ¥5,840,000-

（株）シードコンサルタント　京都営業所 6 ¥6,270,000-

（株）エフウォーターマネジメント（株）　京都事務所 2 ¥4,950,000-

（株）レック　京都営業所 3 ¥5,202,000-

税抜最低制限価格 無 税込最低制限価格 無

落札率　（％） 46.3

入札人（業者名） 入札額

（株）ノア技術コンサルタント　京都営業所 落札 ¥4,150,000-

開札場所 電子入札

落札金額 ¥4,482,000-

落札人 （株）ノア技術コンサルタント　京都営業所

税抜予定価格 ¥8,970,000- 税込予定価格 ¥9,687,600-

入　　札　　の　　結　　果

件名 平成２８年度木津川市配水管布設工事設計業務委託

整理番号 28-水委-37

執行 平成28年8月31日 14時45分



参加資格等

①

②

入札方法

（株）大阪水道工業会研究所　京都支社 22 ¥8,970,000-

サンコーコンサルタント（株）　京都営業所 21 ¥8,950,000-

指名競争入札（電子入札）

オリジナル設計（株）　京都営業所 辞退 ―

（株）ＵＲリンケージ　西日本支社京都営業所 辞退 ―

木津川市の平成２７・２８年度測量・建設コンサルタント等業務に係る競争入札参加資格審査申請
を提出し登録された者で、土木関係建設コンサルタント業務の「上水道及び工業用水」を希望し、
技術士（上下水道部門）を２名以上計上している者であること。

（株）不二設計コンサルタント　京都事務所 22

（株）極東技工コンサルタント　京都事務所 23

日本メンテナスエンジニヤリング（株）　京都支店 辞退

京都府内に本支店、営業所等の営業拠点を置き、受注意欲を有する者であること。

―

¥8,970,000-

¥8,970,000-


