
工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

設計 1 令和３年度　笠利中学校屋内運動場大規模改修設計業務委託 R3.4.22 （有）鬼塚設計 落札 4,334,400 5,418,000
建築住宅課

（笠利地域教育課）

（株）重信設計 5,300,000

（株）酒井建築事務所 4,790,000

（株）浜崎設計 4,400,000

（株）嘉川設計 5,400,000

設計 2 令和３年度　朝日小学校大規模改修設計業務委託（14号棟） R3.4.22 （株）重信設計 落札 4,276,000 5,339,000
建築住宅課

（教育総務課）

（株）酒井建築事務所 4,290,000

（株）浜崎設計 4,700,000

（株）嘉川設計 5,300,000

設計 3 令和３年度　旧大島工業高校武道館耐震診断業務委託 R3.5.13 稲井建築設計事務所 落札 1,600,000 1,672,000
建築住宅課

（スポーツ推進課）

豊岡設計室 1,640,000

奥建築設計事務所 1,620,000

サト設計一級建築士事務所 1,640,000

安田建築設計事務所 1,630,000

仙田建築設計事務所 1,610,000

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

建コ 1 令和３年度都市再生事業金久26号線道路測量設計業務委託　 R3.5.13 新和技術コンサルタント（株） 落札 抽選 7,162,100 8,875,000 都市整備課

大福コンサルタント（株） 抽選 7,162,100

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 7,162,100

（株）建設技術コンサルタンツ 抽選 7,162,100

（株）大進 抽選 7,162,100

三州技術コンサルタント（株） 抽選 7,162,100

（株）萩原技研 抽選 7,162,100

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 7,162,100

（株）サタコンサルタンツ 抽選 7,162,100

（株）南日本技術コンサルタンツ 抽選 7,162,100

鹿児島土木設計（株） 抽選 7,162,100

（株）国土技術コンサルタンツ 抽選 7,162,100

（株）大翔 抽選 7,162,100

霧島エンジニアリング（株） 抽選 7,162,100

（株）大亜測量設計 失格等
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 7,162,100

（株）みともコンサルタント 抽選 7,162,100

（株）日峰測地 抽選 7,162,100

中央テクノ（株） 抽選 7,162,100

（株）福永技研 8,000,000

（株）錦城 抽選 7,162,100

（株）池田コンサルタント 抽選 7,162,100

建コ 2 令和３年度都市再生事業中央10号線道路測量設計業務委託　 R3.5.13 コスモコンサルタンツ（株） 落札 抽選 6,616,120 8,197,000 都市整備課

大福コンサルタント（株） 抽選 6,616,120

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 6,616,120

（株）建設技術コンサルタンツ 6,967,000

（株）大進 抽選 6,616,120

三州技術コンサルタント（株） 抽選 6,616,120

（株）萩原技研 抽選 6,616,120

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 6,616,120
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）サタコンサルタンツ 抽選 6,616,120

（株）南日本技術コンサルタンツ 抽選 6,616,120

鹿児島土木設計（株） 抽選 6,616,120

朝日開発コンサルタンツ（株） 抽選 6,616,120

（株）国土技術コンサルタンツ 抽選 6,616,120

（株）大翔 抽選 6,616,120

霧島エンジニアリング（株） 抽選 6,616,120

（株）大亜測量設計 抽選 6,616,120

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 6,616,120

（株）みともコンサルタント 抽選 6,616,120

（株）日峰測地 抽選 6,616,120

中央テクノ（株） 抽選 6,616,120

（株）福永技研 7,000,000

（株）錦城 抽選 6,616,120

（株）池田コンサルタント 抽選 6,616,120
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

建コ 3 令和３年度都市再生事業矢之脇4.16号線道路測量設計業務委託　 R3.5.13 霧島エンジニアリング（株） 落札 抽選 6,364,440 7,887,000 都市整備課

大福コンサルタント（株） 抽選 6,364,440

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 6,364,440

（株）建設技術コンサルタンツ 6,703,000

（株）大進 抽選 6,364,440

三州技術コンサルタント（株） 抽選 6,364,440

（株）萩原技研 抽選 6,364,440

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 6,364,440

（株）サタコンサルタンツ 抽選 6,364,440

（株）南日本技術コンサルタンツ 抽選 6,364,440

鹿児島土木設計（株） 抽選 6,364,440

朝日開発コンサルタンツ（株） 抽選 6,364,440

（株）国土技術コンサルタンツ 抽選 6,364,440

（株）大翔 抽選 6,364,440

（株）大亜測量設計 抽選 6,364,440
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 6,364,440

（株）みともコンサルタント 抽選 6,364,440

（株）日峰測地 抽選 6,364,440

中央テクノ（株） 抽選 6,364,440

（株）福永技研 7,000,000

（株）錦城 抽選 6,364,440

（株）池田コンサルタント 抽選 6,364,440

建コ 4 令和３年度都市再生事業中央47号線道路測量設計業務委託　 R3.5.13 （株）錦城 落札 抽選 6,147,180 7,619,000 都市整備課

大福コンサルタント（株） 抽選 6,147,180

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 6,147,180

（株）建設技術コンサルタンツ 6,476,000

（株）大進 抽選 6,147,180

三州技術コンサルタント（株） 抽選 6,147,180

（株）萩原技研 抽選 6,147,180

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 6,147,180
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）サタコンサルタンツ 抽選 6,147,180

（株）南日本技術コンサルタンツ 抽選 6,147,180

鹿児島土木設計（株） 抽選 6,147,180

朝日開発コンサルタンツ（株） 抽選 6,147,180

（株）国土技術コンサルタンツ 抽選 6,147,180

（株）大翔 抽選 6,147,180

（株）大亜測量設計 抽選 6,147,180

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 6,147,180

（株）みともコンサルタント 抽選 6,147,180

（株）日峰測地 抽選 6,147,180

中央テクノ（株） 抽選 6,147,180

（株）福永技研 6,800,000

（株）池田コンサルタント 抽選 6,147,180

建コ 5 令和３年度大川ダム取水施設実施設計業務委託 R3.5.27 アジアエンヂニアリング（株） 落札 11,700,000 12,940,000 水道課

㈱九州水道コンサルタント 12,000,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

㈱三水技術コンサルタント 12,800,000

（株）水協設計事務所 12,870,000

水興設計（株） 12,700,000

（株）タカラプランニング 12,900,000

㈱ダイワコンサルタント 12,940,000

㈱日水コン 12,910,000

日本水工設計（株） 12,000,000

冨洋設計（株） 12,550,000

（株）水環境プランニング 12,500,000

設計 4 令和３年度手花部公営住宅新築実施設計業務委託 R3.6.10 （株）酒井建築事務所 落札 3,600,000 3,734,000
建築住宅課

（株）浜崎設計 3,650,000

（株）嘉川設計 3,700,000

建コ 6 令和３年度基幹管路実施設計業務委託１工区 R3.6.14 （株）タカラプランニング 落札 13,100,000 13,700,000 水道課

オリジナル設計(株) 13,400,000

㈱九州水道コンサルタント 13,260,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

共立設計（株） 13,320,000

㈱三水技術コンサルタント 13,150,000

（株）三水コンサルタント 13,250,000

（株）水協設計事務所 13,250,000

水興設計（株） 13,300,000

㈱ダイワコンサルタント 13,200,000

㈱日水コン 13,990,000

日本水工設計（株） 13,300,000

冨洋設計（株） 13,300,000

（株）水環境プランニング 13,350,000

建コ 7 令和３年度奄美市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託 R3.6.14 (株)建設技術研究所 落札 抽選 8,771,200 10,964,000
建築住宅課

（株）パスコ 10,550,000

（株）オオバ 10,800,000

玉野総合コンサルタント（株） 抽選 8,771,200

東亜建設技術（株） 10,250,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

ランドブレイン（株） 抽選 8,771,200

建コ 8 令和３年度橋梁点検業務委託（１工区） R3.6.10 大福コンサルタント（株） 落札 抽選 8,719,200 10,899,000 土木課

朝日開発コンサルタンツ（株） 10,890,000

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 8,719,200

鹿児島土木設計（株） 抽選 8,719,200

（株）建設技術コンサルタンツ 9,800,000

（株）国土技術コンサルタンツ 10,350,000

（株）サタコンサルタンツ 抽選 8,719,200

三州技術コンサルタント（株） 抽選 8,719,200

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 8,719,200

（株）大亜測量設計 抽選 8,719,200

（株）大翔 抽選 8,719,200

（株）大進 抽選 8,719,200

中央テクノ（株） 抽選 8,719,200

（株）日峰測地 抽選 8,719,200
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）萩原技研 抽選 8,719,200

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 8,719,200

（株）みともコンサルタント 抽選 8,719,200

（株）南日本技術コンサルタンツ 抽選 8,719,200

建コ 9 令和３年度橋梁点検業務委託（２工区） R3.6.10 （株）南日本技術コンサルタンツ 落札 抽選 8,691,200 10,864,000 土木課

朝日開発コンサルタンツ（株） 10,860,000

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 8,691,200

鹿児島土木設計（株） 抽選 8,691,200

（株）建設技術コンサルタンツ 9,780,000

（株）国土技術コンサルタンツ 10,320,000

（株）サタコンサルタンツ 抽選 8,691,200

三州技術コンサルタント（株） 抽選 8,691,200

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 8,691,200

（株）大亜測量設計 抽選 8,691,200

（株）大翔 抽選 8,691,200
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）大進 抽選 8,691,200

中央テクノ（株） 抽選 8,691,200

（株）日峰測地 抽選 8,691,200

（株）萩原技研 抽選 8,691,200

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 8,691,200

（株）みともコンサルタント 抽選 8,691,200

建コ 10 令和３年度都市再生事業やのわき公園測量設計業務委託 R3.6.10 （株）大進 落札 抽選 4,918,880 6,127,000 都市整備課

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 4,918,880

オリエントエンジニアリング（株） 抽選 4,918,880

鹿児島土木設計（株） 5,200,000

三州技術コンサルタント（株） 抽選 4,918,880

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 4,918,880

（株）大亜測量設計 抽選 4,918,880

（株）大翔 抽選 4,918,880

中央テクノ（株） 抽選 4,918,880
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）みともコンサルタント 抽選 4,918,880

建コ 11 令和３年度基幹管路実施設計業務委託２工区 R3.6.14 水興設計（株） 落札 4,080,000 4,490,000 水道課

オリジナル設計(株) 4,330,000

㈱九州水道コンサルタント 4,130,000

共立設計（株） 4,280,000

㈱三水技術コンサルタント 4,350,000

（株）三水コンサルタント 4,250,000

（株）水協設計事務所 4,350,000

㈱ダイワコンサルタント 4,350,000

㈱日水コン 4,920,000

日本水工設計（株） 4,150,000

冨洋設計（株） 4,300,000

（株）水環境プランニング 4,150,000

建コ 12 令和３年度あやまる岬エリア観光拠点測量・設計業務委託 R3.6.10 （有）興和測量 落札 抽選 3,183,340 3,941,000 笠利産業振興課

奄美測量設計（株） 抽選 3,183,340
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（有）池田測量設計 抽選 3,183,340

（株）コウナン技術 抽選 3,183,340

（有）東光測量 失格等

補償
コ

1 令和３年度末広・港土地区画整理事業建物調査業務委託（建物番号１０６、１０８） R3.6.10 新和技術コンサルタント（株） 落札 抽選 3,424,000 4,280,000 都市整備課

朝日開発コンサルタンツ（株） 4,280,000

（株）アルファ企画 抽選 3,424,000

鹿児島土木設計（株） 3,850,000

霧島エンジニアリング（株） 抽選 3,424,000

（株）建設技術コンサルタンツ 抽選 3,424,000

（株）国土技術コンサルタンツ 4,280,000

コスモコンサルタンツ（株） 3,900,000

三州技術コンサルタント（株） 抽選 3,424,000

（株）錦城 4,280,000

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 3,424,000

（株）サタコンサルタンツ 抽選 3,424,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）大亜測量設計 抽選 3,424,000

中央テクノ（株） 抽選 3,424,000

（株）日峰測地 抽選 3,424,000

（株）萩原技研 抽選 3,424,000

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 3,424,000

（株）みともコンサルタント 抽選 3,424,000

地質 1 令和３年度手花部公営住宅新築地質調査業務委託 R3.6.10 （株）アーステクノ 落札 2,170,000 2,291,000
建築住宅課

鹿児島土木設計（株） 2,200,000

（株）新日本試験室 2,250,000

（株）ホウセイ・技研 2,290,000

（株）九大地質コンサルタント 2,220,000

アジアテック（株） 2,220,000

川崎技術開発（株） 2,250,000

（株）第一地研開発 2,300,000

（株）日本ジオテック 2,200,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）日本地下技術 2,218,000

ユニオン技術（株） 2,400,000

測量 1 令和３年度地籍測量等業務委託（名瀬） R3.7.8 （株）久永コンサルタント大島支店 落札 22,800,000 24,024,766 土地対策課

（株）アジア技術コンサルタンツ 24,000,000

奄美測量設計（株） 23,100,000

（株）サタコンサルタンツ 23,500,000

三州技術コンサルタント（株） 24,000,000

新和技術コンサルタント（株） 23,500,000

（株）大亜測量設計 23,500,000

（株）大進 23,600,000

大福コンサルタント（株） 23,800,000

（株）南生 23,744,000

（株）萩原技研 23,000,000

測量 2 令和３年度地籍測量等業務委託（笠利） R3.7.8 奄美測量設計（株） 落札 10,700,000 11,085,451
土地対策課
(笠利分室）

（株）アジア技術コンサルタンツ 11,100,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）サタコンサルタンツ 10,900,000

三州技術コンサルタント（株） 11,100,000

新和技術コンサルタント（株） 11,000,000

（株）大亜測量設計 11,000,000

（株）大進 11,000,000

大福コンサルタント（株） 11,000,000

（株）南生 10,913,000

（株）萩原技研 10,800,000

測量 3 令和３年度地籍測量等業務委託（住用） R3.7.8 （株）サタコンサルタンツ 落札 8,300,000 8,638,337
土地対策課
（住用分室）

（株）アジア技術コンサルタンツ 8,500,000

三州技術コンサルタント（株） 8,500,000

新和技術コンサルタント（株） 8,450,000

（株）大亜測量設計 8,500,000

（株）大進 8,500,000

大福コンサルタント（株） 8,500,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）南生 8,427,000

（株）萩原技研 8,500,000

設計 5 令和３年度奄美小学校大規模改修設計業務委託（２０・２４号棟） R3.7.8 （株）重信設計 落札 抽選 6,937,600 8,672,000
建築住宅課

（教育総務課）

（有）鬼塚設計 抽選 6,937,600

（株）酒井建築事務所 8,100,000

（株）浜崎設計 8,500,000

（株）嘉川設計 8,600,000

設計 6 令和３年度小宿中学校大規模改修設計業務委託（８・１２・１３・１６号棟） R3.7.8 （有）鬼塚設計 落札 5,645,600 7,057,000
建築住宅課

（教育総務課）

（株）酒井建築事務所 7,000,000

（株）浜崎設計 6,800,000

（株）嘉川設計 7,000,000

建コ 13 令和３年度小浜町配水管布設実施設計業務委託 R3.7.8 共立設計（株） 落札 3,600,000 3,910,000 水道課

オリジナル設計(株) 3,800,000

㈱九州水道コンサルタント 3,700,000

㈱三水技術コンサルタント 3,800,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）水協設計事務所 3,850,000

㈱ダイワコンサルタント 3,720,000

㈱日水コン 4,190,000

日本水工設計（株） 3,900,000

冨洋設計（株） 3,750,000

（株）水環境プランニング 3,700,000

補償
コ

2 令和３年度市道三儀山線道路改築工事建物調査業務委託 R3.7.8 中央テクノ（株） 落札 抽選 1,832,000 2,290,000 土木課

朝日開発コンサルタンツ（株） 2,290,000

（株）アルファ企画 抽選 1,832,000

鹿児島土木設計（株） 2,200,000

霧島エンジニアリング（株） 抽選 1,832,000

（株）錦城 抽選 1,832,000

（株）建設技術コンサルタンツ 抽選 1,832,000

（株）国土技術コンサルタンツ 2,500,000

コスモコンサルタンツ（株） 2,200,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

三州技術コンサルタント（株） 2,200,000

（株）新日本技術コンサルタント 2,290,000

（株）大亜測量設計 2,290,000

（株）大進 2,900,000

大福コンサルタント（株） 2,480,000

（株）日峰測地 抽選 1,832,000

（株）萩原技研 抽選 1,832,000

（株）みともコンサルタント 2,200,000

設計 7 令和３年度笠利医師住宅改修設計業務委託 R3.7.27 （株）浜崎設計 落札 2,640,000 2,677,000  建築住宅課（笠利いきいき健康課）

（株）酒井建築事務所 2,700,000

（株）嘉川設計 2,800,000

建コ 14 令和３年度美人橋外２橋橋梁補修設計業務委託 R3.7.27 （株）建設技術コンサルタンツ 落札 抽選 15,397,600 19,247,000 土木課

朝日開発コンサルタンツ（株） 抽選 15,397,600

（株）アジア技術コンサルタンツ 18,000,000

鹿児島土木設計（株） 抽選 15,397,600
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）国土技術コンサルタンツ 17,300,000

（株）サタコンサルタンツ 抽選 15,397,600

三州技術コンサルタント（株） 抽選 15,397,600

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 15,397,600

（株）大亜測量設計 抽選 15,397,600

（株）大翔 17,322,300

中央テクノ（株） 抽選 15,397,600

（株）日峰測地 抽選 15,397,600

（株）萩原技研 17,320,000

（株）久永コンサルタント大島支店 17,500,000

（株）みともコンサルタント 抽選 15,397,600

建コ 15 令和３年度芦花部１号橋外２橋橋梁補修設計業務委託 R3.7.27 （株）みともコンサルタント 落札 抽選 13,707,200 17,134,000 土木課

朝日開発コンサルタンツ（株） 抽選 13,707,200

（株）アジア技術コンサルタンツ 16,000,000

鹿児島土木設計（株） 抽選 13,707,200

（株）国土技術コンサルタンツ 15,420,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）サタコンサルタンツ 抽選 13,707,200

三州技術コンサルタント（株） 抽選 13,707,200

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 13,707,200

（株）大亜測量設計 抽選 13,707,200

（株）大翔 15,420,600

中央テクノ（株） 抽選 13,707,200

（株）日峰測地 抽選 13,707,200

（株）萩原技研 15,420,000

（株）久永コンサルタント大島支店 15,500,000

建コ 16 令和３年度一号橋外２橋橋梁補修設計業務委託 R3.7.27 三州技術コンサルタント（株） 落札 抽選 11,038,400 13,798,000 土木課

朝日開発コンサルタンツ（株） 抽選 11,038,400

（株）アジア技術コンサルタンツ 13,000,000

鹿児島土木設計（株） 抽選 11,038,400

（株）国土技術コンサルタンツ 12,400,000

（株）サタコンサルタンツ 抽選 11,038,400

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 11,038,400
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）大亜測量設計 抽選 11,038,400

（株）大翔 12,418,200

中央テクノ（株） 抽選 11,038,400

（株）日峰測地 抽選 11,038,400

（株）萩原技研 12,420,000

（株）久永コンサルタント大島支店 12,500,000

建コ 17 令和３年度農業基盤整備促進事業須野辺留地区測量設計業務委託 R3.7.27 （株）南生 落札 抽選 7,379,600 9,090,000 笠利農林水産課

朝日開発コンサルタンツ（株） 抽選 7,379,600

（株）アジア技術コンサルタンツ 抽選 7,379,600

鹿児島土木設計（株） 抽選 7,379,600

（株）国土技術コンサルタンツ 8,000,000

（株）サタコンサルタンツ 抽選 7,379,600

（株）新日本技術コンサルタント 抽選 7,379,600

（株）大亜測量設計 抽選 7,379,600

（株）大翔 抽選 7,379,600

中央テクノ（株） 抽選 7,379,600
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）日峰測地 抽選 7,379,600

（株）萩原技研 抽選 7,379,600

（株）久永コンサルタント大島支店 抽選 7,379,600

（株）福永技研 8,000,000

建コ 18 令和３年度農業用施設改良工事測量設計業務委託（城間地区） R3.7.27 （有）池田測量設計 落札 抽選 1,693,200 2,090,000 笠利農林水産課

奄美測量設計（株） 抽選 1,693,200

（株）コウナン技術 抽選 1,693,200

（有）東光測量 抽選 1,693,200

建コ 19 令和３年度農業農村活性化推進施設等整備事業（小宿川尻地区）測量設計業務委託 R3.8.12 （株）日峰測地 落札 抽選 4,572,800 5,640,000 農林水産課

朝日開発コンサルタンツ（株） 5,600,000

（株）アジア技術コンサルタンツ 5,640,000

鹿児島土木設計（株） 5,145,000

（株）国土技術コンサルタンツ 5,700,000

（株）サタコンサルタンツ 抽選 4,572,800

（株）大亜測量設計 5,640,000

（株）大翔 抽選 4,572,800
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

中央テクノ（株） 抽選 4,572,800

（株）萩原技研 5,360,000

（株）久永コンサルタント大島支店 5,080,000

（株）福永技研 4,900,000

建コ 20 令和３年度有屋・平田地区配水管布設替実施設計業務委託 R3.8.26 ㈱九州水道コンサルタント 落札 6,500,000 7,100,000 水道課

オリジナル設計(株) 6,800,000

㈱三水技術コンサルタント 6,700,000

（株）三水コンサルタント 6,600,000

（株）水協設計事務所 6,650,000

㈱ダイワコンサルタント 6,750,000

㈱日水コン 7,460,000

日本水工設計（株） 7,100,000

冨洋設計（株） 6,800,000

（株）水環境プランニング 6,700,000

建コ 21 令和３年度林道改良事業（農山漁村地域整備交付金）山間支線調査設計業務委託 R3.8.26 （株）久永コンサルタント大島支店 落札 5,700,000 5,719,000 農林水産課

朝日開発コンサルタンツ（株） 6,250,000
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）アジア技術コンサルタンツ 5,730,000

鹿児島土木設計（株） 6,200,000

（株）国土技術コンサルタンツ 6,350,000

（株）サタコンサルタンツ 6,220,000

（株）新日本技術コンサルタント 5,729,000

（株）大亜測量設計 6,200,000

（株）大翔 6,100,000

中央テクノ（株） 6,200,000

（株）萩原技研 5,720,000

建コ 22 令和３年度市道佐仁35号線測量・設計業務委託 R3.9.28 中央テクノ（株） 落札 抽選 6,121,990 7,590,000 笠利建設課

朝日開発コンサルタンツ（株） 6,123,690

（株）アジア技術コンサルタンツ 7,595,000

（株）池田コンサルタント 抽選 6,121,990

鹿児島土木設計（株） 7,500,000

霧島エンジニアリング（株） 6,123,690

（株）国土技術コンサルタンツ 7,620,000

コスモコンサルタンツ（株） 抽選 6,121,990
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工種 工番 工事名 入札年月日 業者名 落札
落札金額
（税抜）

予定価格
（税抜）

担当課

入　札　結　果　報　告

（令和３年４月１日～令和３年９月３０日入札執行分）

抽選

（株）サタコンサルタンツ 抽選 6,121,990

（株）新日本技術コンサルタント 7,590,000

（株）大亜測量設計 7,590,000

（株）大翔 抽選 6,121,990

（株）萩原技研 7,590,000

（株）福永技研 7,000,000

建コ 23 令和３年度市道三太郎線災害防除測量設計業務委託 R3.9.28 （株）コウナン技術 落札 3,026,720 3,724,000 土木課

奄美測量設計（株） 3,600,000

（有）東光測量 3,500,000

地質 2 令和３年度用安地区汚水処理施設地質調査業務委託 R3.9.29 （株）新日本試験室 落札 6,800,000 7,020,000 下水道課

鹿児島土木設計（株） 6,900,000

（株）第一地研開発 6,910,000

（株）ホウセイ・技研 7,000,000
（株）九大地質コンサルタント 7,050,000

（株）アーステクノ 6,950,000

アジアテック（株） 6,910,000

川崎技術開発（株） 6,954,000

（株）日本ジオテック 6,900,000

（株）日本地下技術 6,920,000

ユニオン技術（株） 6,900,000
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