
神契公告 第 号 単位：円

25,926,000

25,600,000

25,308,000

25,600,000

25,540,000

32,062,500

27,332,000

27,969,000

39,060,000

33,100,000

39,060,000

備考

最低制限価格
（税抜き）

失格
最低制限価格以下

25,703,000

32,593,000

不落随契
（税抜き）

25,802,000

14 白井企画（株）

12 国土建設コンサルタント（株）

13 サンコーコンサルタント（株）

12 国土建設コンサルタント（株）12 国土建設コンサルタント（株）

11 （株）コイデ

8 （株）工藤設計

9 （株）建設技術研究所9 （株）建設技術研究所

6 （株）協和コンサルタンツ

7 （株）極東技工コンサルタント

4 キタイ設計（株）

5 共同測量（株）

4 キタイ設計（株）

3
株式会社　オリンピアコンサルタン
ト

番
号

入札業者名

1 エス・テー・コンサルタント（株）

2
（株）エヌ・エス・シー・エンジニ
アリング
株式会社　オリンピアコンサルタン
ト

落 札 結 果

入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

29,900,000

25,351,000
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事業名 27高浜・大野原南部分区実施設計業務委託

事業場所 神栖市大野原中央一丁目地内外

事業概要 土木関係建設コンサルタント

発注方法 条件付き一般競争入札

円 (税抜き)予定価格 42,750,000 円

失格
最低制限価格以下2

（株）エヌ・エス・シー・エンジニ
アリング

25,351,000

3
株式会社　オリンピアコンサルタン
ト

25,802,0003 25,802,000

33,100,0004 キタイ設計（株）4 キタイ設計（株） 33,100,00033,100,000

5 共同測量（株） 39,060,0005 共同測量（株）5 共同測量（株） 39,060,0005 共同測量（株） 39,060,000

32,593,0006 （株）協和コンサルタンツ 32,593,0006 （株）協和コンサルタンツ 32,593,0006 （株）協和コンサルタンツ6 （株）協和コンサルタンツ 32,593,0006 （株）協和コンサルタンツ 32,593,000

27,332,0007 （株）極東技工コンサルタント 27,332,0007 （株）極東技工コンサルタント 27,332,0007 （株）極東技工コンサルタント 27,332,0007 （株）極東技工コンサルタント7 （株）極東技工コンサルタント 27,332,0007 （株）極東技工コンサルタント 27,332,000

27,969,00027,969,0008 （株）工藤設計 27,969,00027,969,0008 （株）工藤設計8 （株）工藤設計8 （株）工藤設計8 （株）工藤設計8 （株）工藤設計 27,969,0008 （株）工藤設計 27,969,00027,969,000

9 （株）建設技術研究所 32,062,50099 （株）建設技術研究所 32,062,500（株）建設技術研究所 32,062,5009 （株）建設技術研究所 32,062,50032,062,5009 （株）建設技術研究所 32,062,50032,062,500

25,540,00025,540,000

9 （株）建設技術研究所

10 （株）玄設計10 （株）玄設計

9 （株）建設技術研究所 32,062,500

25,540,000（株）玄設計 25,540,00010 （株）玄設計10 （株）玄設計 25,540,00010 （株）玄設計 25,540,00010 （株）玄設計10 失格
最低制限価格以下10 （株）玄設計 25,540,00025,540,00010

11 （株）コイデ

（株）玄設計 25,540,000（株）玄設計10

11 （株）コイデ 25,600,00011 （株）コイデ 25,600,000（株）コイデ 25,600,00011 （株）コイデ 25,600,00025,600,0001111 （株）コイデ 25,600,00011 （株）コイデ11 失格
最低制限価格以下11 （株）コイデ 25,600,00025,600,00011

12 国土建設コンサルタント（株） 25,308,000

（株）コイデ 25,600,000（株）コイデ

国土建設コンサルタント（株） 25,308,00025,308,00012 国土建設コンサルタント（株） 25,308,00025,308,00012 国土建設コンサルタント（株） 25,308,00012 国土建設コンサルタント（株） 25,308,00025,308,0001212 国土建設コンサルタント（株） 25,308,00012 国土建設コンサルタント（株）12 失格
最低制限価格以下12 国土建設コンサルタント（株） 25,308,000

13 サンコーコンサルタント（株） 25,254,000

国土建設コンサルタント（株） 25,308,000

25,254,000サンコーコンサルタント（株） 25,254,00013 サンコーコンサルタント（株） 25,254,00025,254,00013 サンコーコンサルタント（株） 25,254,00013 サンコーコンサルタント（株） 25,254,0001313 サンコーコンサルタント（株） 25,254,00013 サンコーコンサルタント（株） 25,254,00013 サンコーコンサルタント（株） 25,254,00013 サンコーコンサルタント（株）13 サンコーコンサルタント（株） 25,254,000 失格
最低制限価格以下13 サンコーコンサルタント（株） 25,254,00013 サンコーコンサルタント（株） 25,254,000

25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株）14 白井企画（株） 25,926,00014 白井企画（株） 25,926,000

15 新都市設計（株） 25,221,00015 新都市設計（株）15 新都市設計（株） 25,221,00015 新都市設計（株） 25,221,00015 新都市設計（株） 25,221,00015 新都市設計（株） 25,221,00015 新都市設計（株） 25,221,00015 新都市設計（株） 25,221,00025,221,00025,221,00025,221,00025,221,000新都市設計（株） 25,221,00015 新都市設計（株）15 新都市設計（株）15 新都市設計（株） 失格
最低制限価格以下15 新都市設計（株） 25,221,0001515 新都市設計（株） 25,221,000

25,591,00025,591,00025,591,00016 （株）ジェーエステック 25,591,00016 （株）ジェーエステック16 （株）ジェーエステック16 （株）ジェーエステック 25,591,00016 （株）ジェーエステック16 （株）ジェーエステック 25,591,00016 （株）ジェーエステック 25,591,000（株）ジェーエステック 25,591,00025,591,00016 （株）ジェーエステック16 （株）ジェーエステック 25,591,00016 25,591,00016 （株）ジェーエステック1616 （株）ジェーエステック 25,591,000（株）ジェーエステック 25,591,000 失格
最低制限価格以下16 （株）ジェーエステック 25,591,000

29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00029,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング17 （株）水工エンジニアリング17 （株）水工エンジニアリング 29,330,00017 （株）水工エンジニアリング 29,330,000

25,127,00025,127,00025,127,00018 大東虎ノ門設計（株） 25,127,00018 大東虎ノ門設計（株）18 大東虎ノ門設計（株）18 大東虎ノ門設計（株） 25,127,00018 大東虎ノ門設計（株）18 大東虎ノ門設計（株） 25,127,00018 大東虎ノ門設計（株） 25,127,000大東虎ノ門設計（株） 25,127,00025,127,00018 大東虎ノ門設計（株）18 大東虎ノ門設計（株） 25,127,00018 25,127,00018 大東虎ノ門設計（株）1818 大東虎ノ門設計（株） 25,127,000大東虎ノ門設計（株） 25,127,000 失格
最低制限価格以下18 大東虎ノ門設計（株） 25,127,000

19 （株）大和設計 25,558,00019 （株）大和設計19 （株）大和設計 25,558,00019 （株）大和設計 25,558,00019 （株）大和設計 25,558,00019 （株）大和設計 25,558,00019 （株）大和設計 25,558,00019 （株）大和設計 25,558,00025,558,00025,558,00025,558,00025,558,000（株）大和設計 25,558,00019 （株）大和設計19 （株）大和設計19 （株）大和設計 失格
最低制限価格以下19 （株）大和設計 25,558,0001919 （株）大和設計 25,558,000

34,200,00034,200,00034,200,00020 中央技術（株） 34,200,00020 中央技術（株）20 中央技術（株） 34,200,00020 中央技術（株）20 中央技術（株） 34,200,00020 中央技術（株）20 中央技術（株） 34,200,00034,200,00020 中央技術（株） 34,200,00034,200,00020 中央技術（株） 34,200,00020 中央技術（株）20 中央技術（株） 34,200,00020 中央技術（株）20 中央技術（株） 34,200,00020 中央技術（株） 34,200,000

32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00032,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株）21 トーカイテック（株）21 トーカイテック（株） 32,000,00021 トーカイテック（株） 32,000,000

25,707,00025,707,00025,707,00022 東京技研設計（株） 25,707,000 落札者22 東京技研設計（株）22 東京技研設計（株） 25,707,000 落札者22 東京技研設計（株） 落札者22 東京技研設計（株） 25,707,000 落札者22 東京技研設計（株） 落札者落札者22 東京技研設計（株） 25,707,000 落札者落札者落札者25,707,00022 東京技研設計（株） 25,707,00025,707,00022 東京技研設計（株） 25,707,000 落札者22 東京技研設計（株）22 東京技研設計（株） 25,707,00022 東京技研設計（株） 落札者22 落札者東京技研設計（株） 25,707,000 落札者22 東京技研設計（株） 25,707,000 落札者

27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00027,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所23 （株）東京設計事務所23 （株）東京設計事務所 27,000,00023 （株）東京設計事務所 27,000,000

25,727,00025,727,00025,727,00024 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00024 （株）東光コンサルタンツ24 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00024 （株）東光コンサルタンツ24 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00024 （株）東光コンサルタンツ24 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00025,727,00024 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00025,727,00024 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00024 （株）東光コンサルタンツ24 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00024 （株）東光コンサルタンツ24 （株）東光コンサルタンツ 25,727,00024 （株）東光コンサルタンツ 25,727,000

25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント25 （株）東洋コンサルタント25 （株）東洋コンサルタント 25,800,00025 （株）東洋コンサルタント 25,800,000



25,543,00025,543,00025,543,00026 （株）東洋設計 25,543,00026 （株）東洋設計26 （株）東洋設計26 （株）東洋設計 25,543,00026 （株）東洋設計26 （株）東洋設計 25,543,00026 （株）東洋設計 25,543,000（株）東洋設計 25,543,00025,543,00026 （株）東洋設計26 （株）東洋設計 25,543,00026 25,543,00026 （株）東洋設計2626 （株）東洋設計 25,543,000（株）東洋設計 25,543,000 失格
最低制限価格以下26 （株）東洋設計 25,543,000

40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00040,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所27 （株）東洋設計事務所27 （株）東洋設計事務所 40,000,00027 （株）東洋設計事務所 40,000,000

25,200,00025,200,00025,200,00028 （株）東陽都市計画 25,200,00028 （株）東陽都市計画28 （株）東陽都市計画28 （株）東陽都市計画 25,200,00028 （株）東陽都市計画28 （株）東陽都市計画 25,200,00028 （株）東陽都市計画 25,200,000（株）東陽都市計画 25,200,00025,200,00028 （株）東陽都市計画28 （株）東陽都市計画 25,200,00028 25,200,00028 （株）東陽都市計画2828 （株）東陽都市計画 25,200,000（株）東陽都市計画 25,200,000 失格
最低制限価格以下28 （株）東陽都市計画 25,200,000

29 （株）日産技術コンサルタント 25,600,00029 （株）日産技術コンサルタント29 （株）日産技術コンサルタント 25,600,00029 （株）日産技術コンサルタント 25,600,00029 （株）日産技術コンサルタント 25,600,00029 （株）日産技術コンサルタント 25,600,00029 （株）日産技術コンサルタント 25,600,00029 （株）日産技術コンサルタント 25,600,00025,600,00025,600,00025,600,00025,600,000（株）日産技術コンサルタント 25,600,00029 （株）日産技術コンサルタント29 （株）日産技術コンサルタント29 （株）日産技術コンサルタント 失格
最低制限価格以下29 （株）日産技術コンサルタント 25,600,0002929 （株）日産技術コンサルタント 25,600,000

25,550,00025,550,00025,550,00030 日本水工設計（株） 25,550,00030 日本水工設計（株）30 日本水工設計（株）30 日本水工設計（株） 25,550,00030 日本水工設計（株）30 日本水工設計（株） 25,550,00030 日本水工設計（株） 25,550,000日本水工設計（株） 25,550,00025,550,00030 日本水工設計（株）30 日本水工設計（株） 25,550,00030 25,550,00030 日本水工設計（株）3030 日本水工設計（株） 25,550,000日本水工設計（株） 25,550,000 失格
最低制限価格以下30 日本水工設計（株） 25,550,000

31 （株）日本水道設計社 25,400,00031 （株）日本水道設計社31 （株）日本水道設計社 25,400,00031 （株）日本水道設計社 25,400,00031 （株）日本水道設計社 25,400,00031 （株）日本水道設計社 25,400,00031 （株）日本水道設計社 25,400,00031 （株）日本水道設計社 25,400,00025,400,00025,400,00025,400,00025,400,000（株）日本水道設計社 25,400,00031 （株）日本水道設計社31 （株）日本水道設計社31 （株）日本水道設計社 失格
最低制限価格以下31 （株）日本水道設計社 25,400,0003131 （株）日本水道設計社 25,400,000

29,920,00029,920,00029,920,00032 （株）ニュージェック 29,920,00032 （株）ニュージェック32 （株）ニュージェック 29,920,00032 （株）ニュージェック32 （株）ニュージェック 29,920,00032 （株）ニュージェック32 （株）ニュージェック 29,920,00029,920,00032 （株）ニュージェック 29,920,00029,920,00032 （株）ニュージェック 29,920,00032 （株）ニュージェック32 （株）ニュージェック 29,920,00032 （株）ニュージェック32 （株）ニュージェック 29,920,00032 （株）ニュージェック 29,920,000

33 冨洋設計（株） 25,220,00033 冨洋設計（株）33 冨洋設計（株） 25,220,00033 冨洋設計（株） 25,220,00033 冨洋設計（株） 25,220,00033 冨洋設計（株） 25,220,00033 冨洋設計（株） 25,220,00033 冨洋設計（株） 25,220,00025,220,00025,220,00025,220,00025,220,000冨洋設計（株） 25,220,00033 冨洋設計（株）33 冨洋設計（株）33 冨洋設計（株） 失格
最低制限価格以下33 冨洋設計（株） 25,220,0003333 冨洋設計（株） 25,220,000

34,200,00034,200,00034,200,00034 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034 八千代エンジニヤリング（株）34 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034 八千代エンジニヤリング（株）34 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034 八千代エンジニヤリング（株）34 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034,200,00034 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034,200,00034 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034 八千代エンジニヤリング（株）34 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034 八千代エンジニヤリング（株）34 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,00034 八千代エンジニヤリング（株） 34,200,000

35 やまと技研（株） 25,525,00035 やまと技研（株）35 やまと技研（株） 25,525,00035 やまと技研（株） 25,525,00035 やまと技研（株） 25,525,00035 やまと技研（株） 25,525,00035 やまと技研（株） 25,525,00035 やまと技研（株） 25,525,00025,525,00025,525,00025,525,00025,525,000やまと技研（株） 25,525,00035 やまと技研（株）35 やまと技研（株）35 やまと技研（株） 失格
最低制限価格以下35 やまと技研（株） 25,525,0003535 やまと技研（株） 25,525,000

33,345,00033,345,00033,345,00036 （株）リバティープランニング 33,345,00036 （株）リバティープランニング36 （株）リバティープランニング 33,345,00036 （株）リバティープランニング36 （株）リバティープランニング 33,345,00036 （株）リバティープランニング36 （株）リバティープランニング 33,345,00033,345,00036 （株）リバティープランニング 33,345,00033,345,00036 （株）リバティープランニング 33,345,00036 （株）リバティープランニング36 （株）リバティープランニング 33,345,00036 （株）リバティープランニング36 （株）リバティープランニング 33,345,00036 （株）リバティープランニング 33,345,000
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17,914,000

17,502,000 落札者

17,487,000

17,502,000

17,430,000

17,431,000

17,430,000

24,860,000

23,900,000

24,860,000

備考

最低制限価格
（税抜き）

17,501,000

22,209,000

不落随契
（税抜き）

17,544,000

14 白井企画（株）

12 国土建設コンサルタント（株）

13 サンコーコンサルタント（株）

12 国土建設コンサルタント（株）12 国土建設コンサルタント（株）

10 （株）玄設計

11 （株）コイデ

8 （株）工藤設計

9 （株）建設技術研究所9 （株）建設技術研究所

（株）協和コンサルタンツ

7 （株）極東技工コンサルタント

4 キタイ設計（株）

5 共同測量（株）

4 キタイ設計（株）

3
株式会社　オリンピアコンサルタン
ト

番
号

入札業者名

1 エス・テー・コンサルタント（株）

2
（株）エヌ・エス・シー・エンジニ
アリング
株式会社　オリンピアコンサルタン
ト

落 札 結 果

入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

20,360,000

17,369,000

43

事業名 27高浜分区実施設計業務委託

事業場所 神栖市大野原中央四丁目地内外

事業概要 土木関係建設コンサルタント

発注方法 条件付き一般競争入札

円 (税抜き)予定価格 29,290,000 円

失格
最低制限価格以下2

（株）エヌ・エス・シー・エンジニ
アリング

17,369,000

3
株式会社　オリンピアコンサルタン
ト

17,544,0003 17,544,000

23,900,0004 キタイ設計（株）4 キタイ設計（株） 23,900,00023,900,000

5 共同測量（株） 24,860,0005 共同測量（株）5 共同測量（株） 24,860,0005 共同測量（株） 24,860,000

22,209,0006 （株）協和コンサルタンツ 22,209,0006 （株）協和コンサルタンツ 22,209,0006 （株）協和コンサルタンツ66 （株）協和コンサルタンツ 22,209,0006 （株）協和コンサルタンツ 22,209,000

17,121,0007 （株）極東技工コンサルタント 17,121,000（株）極東技工コンサルタント 17,121,0007 （株）極東技工コンサルタント 17,121,00017,121,0007 （株）極東技工コンサルタント 失格
最低制限価格以下7 （株）極東技工コンサルタント 17,121,00077 （株）極東技工コンサルタント 17,121,000

19,073,00019,073,0008 （株）工藤設計 19,073,00019,073,00019,073,0008 （株）工藤設計8 （株）工藤設計8 （株）工藤設計8 （株）工藤設計8 （株）工藤設計 19,073,0008 （株）工藤設計 19,073,00019,073,000

（株）建設技術研究所 17,430,0009 （株）建設技術研究所 17,430,0009 （株）建設技術研究所 17,430,0009 17,430,00017,430,0009 （株）建設技術研究所 17,430,000

17,431,000

9 （株）建設技術研究所 失格
最低制限価格以下9 （株）建設技術研究所

10 （株）玄設計

9 （株）建設技術研究所 17,430,000

17,431,00017,431,00017,431,00010 （株）玄設計10 （株）玄設計 17,431,00010 （株）玄設計 17,431,00010 （株）玄設計10 （株）玄設計 17,431,00017,431,00010 （株）玄設計10

落札者11 （株）コイデ

（株）玄設計 17,431,000 失格
最低制限価格以下10 （株）玄設計

落札者11 （株）コイデ 17,502,000 落札者落札者11 （株）コイデ 17,502,00017,502,000（株）コイデ 17,502,000 落札者11 （株）コイデ11 （株）コイデ 落札者17,502,00011 落札者11 落札者11 （株）コイデ 17,502,000 落札者11 （株）コイデ 17,502,000 落札者17,502,000

12 国土建設コンサルタント（株） 17,487,000

（株）コイデ 17,502,00011 （株）コイデ

国土建設コンサルタント（株） 17,487,00017,487,00012 国土建設コンサルタント（株） 17,487,00017,487,00012 国土建設コンサルタント（株） 17,487,00012 国土建設コンサルタント（株） 17,487,00017,487,0001212 国土建設コンサルタント（株） 17,487,00012 国土建設コンサルタント（株）12 失格
最低制限価格以下12 国土建設コンサルタント（株） 17,487,000

13 サンコーコンサルタント（株） 17,490,000

国土建設コンサルタント（株） 17,487,000

17,490,000サンコーコンサルタント（株） 17,490,00013 サンコーコンサルタント（株） 17,490,00017,490,00013 サンコーコンサルタント（株） 17,490,00013 サンコーコンサルタント（株） 17,490,0001313 サンコーコンサルタント（株） 17,490,00013 サンコーコンサルタント（株） 17,490,00013 サンコーコンサルタント（株） 17,490,00013 サンコーコンサルタント（株）13 サンコーコンサルタント（株） 17,490,000 失格
最低制限価格以下13 サンコーコンサルタント（株） 17,490,00013 サンコーコンサルタント（株） 17,490,000

17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株）14 白井企画（株） 17,914,00014 白井企画（株） 17,914,000

15 新都市設計（株） 17,282,00015 新都市設計（株）15 新都市設計（株） 17,282,00015 新都市設計（株） 17,282,00015 新都市設計（株） 17,282,00015 新都市設計（株） 17,282,00015 新都市設計（株） 17,282,00015 新都市設計（株） 17,282,00017,282,00017,282,00017,282,00017,282,000新都市設計（株） 17,282,00015 新都市設計（株）15 新都市設計（株）15 新都市設計（株） 失格
最低制限価格以下15 新都市設計（株） 17,282,0001515 新都市設計（株） 17,282,000

22,550,00022,550,00022,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

16
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

16
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

16
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00022,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00022,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

16
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

16
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,00016
ジーアンドエスエンジニアリング
（株）

22,550,000

17 （株）ジェーエステック 17,382,00017 （株）ジェーエステック17 （株）ジェーエステック 17,382,00017 （株）ジェーエステック 17,382,00017 （株）ジェーエステック 17,382,00017 （株）ジェーエステック 17,382,00017 （株）ジェーエステック 17,382,00017 （株）ジェーエステック 17,382,00017,382,00017,382,00017,382,00017,382,000（株）ジェーエステック 17,382,00017 （株）ジェーエステック17 （株）ジェーエステック17 （株）ジェーエステック 失格
最低制限価格以下17 （株）ジェーエステック 17,382,0001717 （株）ジェーエステック 17,382,000

18,900,00018,900,00018,900,00018 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018 （株）水工エンジニアリング18 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018 （株）水工エンジニアリング18 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018 （株）水工エンジニアリング18 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018,900,00018 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018,900,00018 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018 （株）水工エンジニアリング18 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018 （株）水工エンジニアリング18 （株）水工エンジニアリング 18,900,00018 （株）水工エンジニアリング 18,900,000

19 大東虎ノ門設計（株） 17,248,00019 大東虎ノ門設計（株）19 大東虎ノ門設計（株） 17,248,00019 大東虎ノ門設計（株） 17,248,00019 大東虎ノ門設計（株） 17,248,00019 大東虎ノ門設計（株） 17,248,00019 大東虎ノ門設計（株） 17,248,00019 大東虎ノ門設計（株） 17,248,00017,248,00017,248,00017,248,00017,248,000大東虎ノ門設計（株） 17,248,00019 大東虎ノ門設計（株）19 大東虎ノ門設計（株）19 大東虎ノ門設計（株） 失格
最低制限価格以下19 大東虎ノ門設計（株） 17,248,0001919 大東虎ノ門設計（株） 17,248,000

17,240,00017,240,00017,240,00020 （株）大和設計 17,240,00020 （株）大和設計20 （株）大和設計20 （株）大和設計 17,240,00020 （株）大和設計20 （株）大和設計 17,240,00020 （株）大和設計 17,240,000（株）大和設計 17,240,00017,240,00020 （株）大和設計20 （株）大和設計 17,240,00020 17,240,00020 （株）大和設計2020 （株）大和設計 17,240,000（株）大和設計 17,240,000 失格
最低制限価格以下20 （株）大和設計 17,240,000

19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,00019,600,00021 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株）21 中央開発（株）21 中央開発（株） 19,600,00021 中央開発（株） 19,600,000

23,400,00023,400,00023,400,00022 中央技術（株） 23,400,00022 中央技術（株）22 中央技術（株） 23,400,00022 中央技術（株）22 中央技術（株） 23,400,00022 中央技術（株）22 中央技術（株） 23,400,00023,400,00022 中央技術（株） 23,400,00023,400,00022 中央技術（株） 23,400,00022 中央技術（株）22 中央技術（株） 23,400,00022 中央技術（株）22 中央技術（株） 23,400,00022 中央技術（株） 23,400,000

22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00022,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株）23 トーカイテック（株）23 トーカイテック（株） 22,000,00023 トーカイテック（株） 22,000,000

24 東京技研設計（株） 無効24 東京技研設計（株）24 東京技研設計（株） 無効24 東京技研設計（株） 無効24 東京技研設計（株） 無効24 東京技研設計（株） 無効無効24 東京技研設計（株） 無効無効無効24 東京技研設計（株）24 東京技研設計（株） 無効24 東京技研設計（株）24 東京技研設計（株）24 東京技研設計（株） 無効24 無効東京技研設計（株） 無効24 東京技研設計（株） 無効

25 （株）東京設計事務所 17,380,00025 （株）東京設計事務所25 （株）東京設計事務所 17,380,00025 （株）東京設計事務所 17,380,00025 （株）東京設計事務所 17,380,00025 （株）東京設計事務所 17,380,00025 （株）東京設計事務所 17,380,00025 （株）東京設計事務所 17,380,00017,380,00017,380,00017,380,00017,380,000（株）東京設計事務所 17,380,00025 （株）東京設計事務所25 （株）東京設計事務所25 （株）東京設計事務所 失格
最低制限価格以下25 （株）東京設計事務所 17,380,0002525 （株）東京設計事務所 17,380,000



17,527,00017,527,00017,527,00026 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00026 （株）東光コンサルタンツ26 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00026 （株）東光コンサルタンツ26 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00026 （株）東光コンサルタンツ26 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00017,527,00026 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00017,527,00026 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00026 （株）東光コンサルタンツ26 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00026 （株）東光コンサルタンツ26 （株）東光コンサルタンツ 17,527,00026 （株）東光コンサルタンツ 17,527,000

17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00017,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント27 （株）東洋コンサルタント27 （株）東洋コンサルタント 17,700,00027 （株）東洋コンサルタント 17,700,000

17,319,00017,319,00017,319,00028 （株）東洋設計 17,319,00028 （株）東洋設計28 （株）東洋設計28 （株）東洋設計 17,319,00028 （株）東洋設計28 （株）東洋設計 17,319,00028 （株）東洋設計 17,319,000（株）東洋設計 17,319,00017,319,00028 （株）東洋設計28 （株）東洋設計 17,319,00028 17,319,00028 （株）東洋設計2828 （株）東洋設計 17,319,000（株）東洋設計 17,319,000 失格
最低制限価格以下28 （株）東洋設計 17,319,000

22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00022,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所29 （株）東洋設計事務所29 （株）東洋設計事務所 22,396,00029 （株）東洋設計事務所 22,396,000

17,260,00017,260,00017,260,00030 （株）東陽都市計画 17,260,00030 （株）東陽都市計画30 （株）東陽都市計画30 （株）東陽都市計画 17,260,00030 （株）東陽都市計画30 （株）東陽都市計画 17,260,00030 （株）東陽都市計画 17,260,000（株）東陽都市計画 17,260,00017,260,00030 （株）東陽都市計画30 （株）東陽都市計画 17,260,00030 17,260,00030 （株）東陽都市計画3030 （株）東陽都市計画 17,260,000（株）東陽都市計画 17,260,000 失格
最低制限価格以下30 （株）東陽都市計画 17,260,000

17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00017,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント31 （株）日産技術コンサルタント31 （株）日産技術コンサルタント 17,908,00031 （株）日産技術コンサルタント 17,908,000

24,000,00024,000,00024,000,00032 （株）日水コン 24,000,00032 （株）日水コン32 （株）日水コン32 （株）日水コン 24,000,00032 （株）日水コン32 （株）日水コン 24,000,00032 （株）日水コン 24,000,000（株）日水コン 24,000,00024,000,00032 （株）日水コン32 （株）日水コン 24,000,00032 24,000,00032 （株）日水コン3232 （株）日水コン 24,000,000（株）日水コン 24,000,000 失格
最低制限価格以下32 （株）日水コン 24,000,000

33 日本水工設計（株） 17,500,00033 日本水工設計（株）33 日本水工設計（株） 17,500,00033 日本水工設計（株） 17,500,00033 日本水工設計（株） 17,500,00033 日本水工設計（株） 17,500,00033 日本水工設計（株） 17,500,00033 日本水工設計（株） 17,500,00017,500,00017,500,00017,500,00017,500,000日本水工設計（株） 17,500,00033 日本水工設計（株）33 日本水工設計（株）33 日本水工設計（株） 失格
最低制限価格以下33 日本水工設計（株） 17,500,0003333 日本水工設計（株） 17,500,000

17,400,00017,400,00017,400,00034 （株）日本水道設計社 17,400,00034 （株）日本水道設計社34 （株）日本水道設計社34 （株）日本水道設計社 17,400,00034 （株）日本水道設計社34 （株）日本水道設計社 17,400,00034 （株）日本水道設計社 17,400,000（株）日本水道設計社 17,400,00017,400,00034 （株）日本水道設計社34 （株）日本水道設計社 17,400,00034 17,400,00034 （株）日本水道設計社3434 （株）日本水道設計社 17,400,000（株）日本水道設計社 17,400,000 失格
最低制限価格以下34 （株）日本水道設計社 17,400,000

35 冨洋設計（株） 17,289,00035 冨洋設計（株）35 冨洋設計（株） 17,289,00035 冨洋設計（株） 17,289,00035 冨洋設計（株） 17,289,00035 冨洋設計（株） 17,289,00035 冨洋設計（株） 17,289,00035 冨洋設計（株） 17,289,00017,289,00017,289,00017,289,00017,289,000冨洋設計（株） 17,289,00035 冨洋設計（株）35 冨洋設計（株）35 冨洋設計（株） 失格
最低制限価格以下35 冨洋設計（株） 17,289,0003535 冨洋設計（株） 17,289,000

23,400,00023,400,00023,400,00036 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00036 八千代エンジニヤリング（株）36 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00036 八千代エンジニヤリング（株）36 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00036 八千代エンジニヤリング（株）36 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00023,400,00036 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00023,400,00036 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00036 八千代エンジニヤリング（株）36 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00036 八千代エンジニヤリング（株）36 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,00036 八千代エンジニヤリング（株） 23,400,000

37 やまと技研（株） 17,314,00037 やまと技研（株）37 やまと技研（株） 17,314,00037 やまと技研（株） 17,314,00037 やまと技研（株） 17,314,00037 やまと技研（株） 17,314,00037 やまと技研（株） 17,314,00037 やまと技研（株） 17,314,00017,314,00017,314,00017,314,00017,314,000やまと技研（株） 17,314,00037 やまと技研（株）37 やまと技研（株）37 やまと技研（株） 失格
最低制限価格以下37 やまと技研（株） 17,314,0003737 やまと技研（株） 17,314,000

22,840,00022,840,00022,840,00038 （株）リバティープランニング 22,840,00038 （株）リバティープランニング38 （株）リバティープランニング 22,840,00038 （株）リバティープランニング38 （株）リバティープランニング 22,840,00038 （株）リバティープランニング38 （株）リバティープランニング 22,840,00022,840,00038 （株）リバティープランニング 22,840,00022,840,00038 （株）リバティープランニング 22,840,00038 （株）リバティープランニング38 （株）リバティープランニング 22,840,00038 （株）リバティープランニング38 （株）リバティープランニング 22,840,00038 （株）リバティープランニング 22,840,000



平成 27 年 5 月 21 日 
 
 

神栖市契約管財課 
 

コンサル業務の落札候補者決定の取り消しについて 
 
 平成２７年５月１５日（金）に入札した下記業務について，開札後，予定価格に誤りが 
あったことが判明し，落札者候補者の決定の取り消しを行いましたのでお知らせいたしま 
す。 
 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに，今後，再発防止 
に向けて取り組んでまいります。 
 

記 
１ 落札候補者決定を取り消した業務 
 ・業務名 ２７波崎東明神周辺地区住環境整備事業市道 1018 号線沿い用地測量業務委託 
 ・予定価格  （税抜き） ５，０３２，８００円 
 ・最低制限価格（税抜き） ３，３１２，０００円 
 
２ 今後の対応 
 当該業務は，再度入札手続きを行い発注する予定です。 
 今後は，職員によるチェック体制の強化を図るなど，再発防止に努め，業務を遂行して

まいります。 
 

 



神契公告 第 号 単位：円

2,586,000 落札者

2,650,0002,650,000

2,581,000

2,402,000

2,588,000

2,402,000

2,588,000

2,718,000

備考
不落随契
（税抜き）

8 （株）マエシマ測量設計

9 山本測量設計事務所9 山本測量設計事務所

（株）エービス技術

6 （株）下川設計

7 （株）東国測量

4 （有）古徳測量設計

5 （株）三喜コンサルタント

4

番
号

入札業者名

1 （株）アイビーコンサルタント

2 （有）阿部測量

落 札 結 果

入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

2,587,000

2,559,000

45

事業名 ２７市道３３６９号線外１路線測量設計業務委託

事業場所 神栖市太田地内

事業概要 土木関係建設コンサルタント

発注方法 条件付き一般競争入札

円 (税抜き)予定価格 3,820,000 円
最低制限価格
（税抜き）

失格
最低制限価格以下2 （有）阿部測量 2,559,000

3 （株）エービス技術 2,718,0003 2,718,000

2,402,0004 （有）古徳測量設計

3 （株）エービス技術

失格
最低制限価格以下4 （有）古徳測量設計 2,402,000（有）古徳測量設計

5 （株）三喜コンサルタント 2,588,0005 （株）三喜コンサルタント5 （株）三喜コンサルタント 2,588,0005 （株）三喜コンサルタント 2,588,000

2,626,0006 （株）下川設計 2,626,0006 （株）下川設計 2,626,0006 （株）下川設計 2,626,0006 （株）下川設計 2,626,0006 （株）下川設計 2,626,000

2,579,0007 （株）東国測量 2,579,000（株）東国測量 2,579,0007 （株）東国測量 2,579,0002,579,0007 （株）東国測量 失格
最低制限価格以下7 （株）東国測量 2,579,00077 （株）東国測量 2,579,000

2,750,0002,750,0008 （株）マエシマ測量設計 2,750,0002,750,0002,750,0008 （株）マエシマ測量設計8 （株）マエシマ測量設計8 （株）マエシマ測量設計8 （株）マエシマ測量設計8 （株）マエシマ測量設計 2,750,0008 （株）マエシマ測量設計 2,750,0002,750,000

9 山本測量設計事務所 2,650,0009 山本測量設計事務所 2,650,0009 山本測量設計事務所 2,650,0002,650,0009 山本測量設計事務所 2,650,0009 山本測量設計事務所9 山本測量設計事務所 2,650,0009 山本測量設計事務所 2,650,000

2,586,0002,586,0002,586,00010 ロッコウ測量設計（株） 2,586,000 落札者10 ロッコウ測量設計（株）10 ロッコウ測量設計（株）10 ロッコウ測量設計（株） 落札者2,586,00010 ロッコウ測量設計（株） 落札者10 ロッコウ測量設計（株） 2,586,000 落札者10 ロッコウ測量設計（株） 落札者2,586,00010 ロッコウ測量設計（株） 落札者10 落札者ロッコウ測量設計（株） 2,586,000 落札者10 ロッコウ測量設計（株） 2,586,000 落札者



神契公告 第 号 単位：円

落 札 結 果

46

事業名 平成２７年度神栖市ごみ収集指定袋製造及び配送等業務委託（その１）

事業場所 神栖市　廃棄物対策課

事業概要 繊維・日用品類

発注方法 条件付き一般競争入札

予定価格 32,296,000 円 (税抜き)
最低制限価格
（税抜き）

円

番
号

入札業者名
入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

不落随契
（税抜き）

備考

1 不調（入札者なし）



神契公告 第 号 単位：円

落 札 結 果

47

事業名 H27土合市街地土地利用変更に関わる計画策定業務委託

事業場所 神栖市　土合地内

事業概要 調査・測定・検査

発注方法 条件付き一般競争入札

予定価格 12,730,000 円 (税抜き)
最低制限価格
（税抜き）

円

番
号

入札業者名
入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

不落随契
（税抜き）

備考

1 アジア航測（株） 8,870,000 落札者

2 （株）建設技術研究所 12,500,000

3 （株）都市環境計画研究所 9,500,000



神契公告 第 号 単位：円

落 札 結 果

48

事業名 事務用パーソナルコンピュータ等購入

事業場所 神栖市役所　行政改革推進課

事業概要 文具・事務機器類

発注方法 条件付き一般競争入札

予定価格 11,050,000 円 (税抜き)
最低制限価格
（税抜き）

円

番
号

入札業者名
入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

不落随契
（税抜き）

備考

1 （株）さくた 9,646,000

2 関彰商事（株） 9,464,000 落札者

3 （株）トーワ 9,724,000

4 （株）トラヤ 9,555,000

5 日興通信（株） 9,490,000



神契公告 第 号 単位：円

落 札 結 果

49

事業名 統合脅威管理（UTM）機器購入

事業場所 神栖市役所行政改革推進課

事業概要 文具・事務機器類

発注方法 条件付き一般競争入札

予定価格 1,571,400 円 (税抜き)
最低制限価格
（税抜き）

円

番
号

入札業者名
入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

不落随契
（税抜き）

備考

1 （株）さくた 1,524,000

2 関彰商事（株） 1,481,000

3 （株）トーワ 1,571,600

4 日興通信（株） 1,376,000 落札者



神契公告 第 号 単位：円

落 札 結 果

50

事業名 カラーレーザープリンタ等購入

事業場所 神栖市役所行政改革推進課

事業概要 文具・事務機器類

発注方法 条件付き一般競争入札

予定価格 1,324,800 円 (税抜き)
最低制限価格
（税抜き）

円

番
号

入札業者名
入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

不落随契
（税抜き）

備考

1 （株）開成堂 1,210,000

2 （株）さくた 1,158,000 落札者

3 関彰商事（株） 1,275,000

4 （株）トーワ 1,250,000

5 （株）トラヤ 1,290,000

6 （株）なみき 1,330,000

7 日興通信（株） 1,390,000



神契公告 第 号 単位：円

落 札 結 果

51

事業名 27公用車（環境課）購入

事業場所 神栖市役所

事業概要 車両・船舶類

発注方法 条件付き一般競争入札

予定価格 円 (税抜き)
最低制限価格
（税抜き）

円

番
号

入札業者名
入札金額１回目
(税抜き)

入札金額２回目
(税抜き)

不落随契
（税抜き）

備考

1 （株）山鉄

不調（落札者なし）


