
契約担当官
の役職

契約担当官
の氏名

所属する部
局の名称

所属する部
局の所在地

工事着手の時期 平成２９年　３月２１日

工事完成の時期 平成２９年　３月３１日

契約の相手方の名称 南菱冷熱工業（株）

工事種別 管

契約金額（税込み） ２２，６８０，０００円

契約の相手方の住所 鹿児島県鹿児島市卸本町５番４号

契約担当役理事

永井　義美

鹿児島大学事務局

鹿児島県鹿児島市郡元一丁目２１番２４号

契約年月日 平成２９年　３月１７日

予定価格（税込み） ３３，２２０，８００円

契約の内容

工事の名称 鹿児島大学（郡元）建築学科棟１号館改修機械設備工事

工事場所 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目２１番２４号

工事概要

本工事は、鹿児島大学郡元団地において、建築学科棟１号館(鉄
筋コンクリート造・鉄骨造　地上３階建　延べ床面積９９３㎡
改修床面積９９３㎡)の改修及び既設ピロティ部(５０㎡)の増築
に伴う機械設備工事を行うものである。

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地



１．工事名

２．開札日時 平成２９年　３月　８日　１５時３０分

第　１　回 第　２　回 第　３　回

金　　　額 金　　　額 金　　　額

ダイヤテック（株） 27,176,000

（株）児島設備工業  辞退

日新工業（株） 32,407,407  

南菱冷熱工業(株) 21,000,000  
総合評価で決定
低入札調査の結果、落札

（有）キュウセツ 33,880,000  

セイコー工業（株） 22,600,000  

　上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法

律上の入札価格である。

・入札書記載金額　21,000,000 円（落札金額　22,680,000 円）で　　に決定

・最低基準価格　27,399,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成２９年　３月１４日

・予定価格　30,760,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

　　　　　鹿児島大学施設部企画課長　　　壽　福　初　美　　　　

鹿児島大学（郡元）建築学科棟１号館改修機械設備工事

入　札　結　果　等　一　覧　表

入　札　者　名 備　　　考

・落札率　68.27 ％（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）



円（消費税抜き）

円（消費税抜き）

(100/予定価格×1億)

１　工事名称　　鹿児島大学（郡元）建築学科棟１号館改修機械設備工事 執行者 　　企画課長　　　 　壽福　初美

２　発注機関　　国立大学法人鹿児島大学 立会者 　　企画課長代理　   大久保　一也

３　開札日時　　平成２９年　３月　８日１５時３０分

単位：円（消費税抜き）

業　者　名
標準点＋
加 算 点

(A)

第１回
入札価格

(B1)

第２回
入札価格

(B2)

第３回
入札価格

(B3)

評価値
(A)/(B1)×1億

評価値≧
基準評価値

低入札
価格調査

総合順位

ダイヤテック（株） 112.000 27,176,000 412.1283 ○ － ③

（株）児島設備工業 110.000 － － －

日新工業（株） 112.000 32,407,407 － － －

南菱冷熱工業(株) 113.000 21,000,000 538.0952 ○ ○ ①

（有）キュウセツ 110.500 33,880,000 － － －

セイコー工業（株） 111.000 22,600,000 491.1504 ○ － ②

　予定価格 30,760,000

　最低基準価格 27,399,000

　基準評価値 325.0975

予定価格超過

　　　入　札　調　書　（　総　合　評　価　落　札　方　式　:　実　績　評　価　型 ）

摘　　要

辞退

予定価格超過

低入札調査の結果、落札



１　工事名称　　鹿児島大学（郡元）建築学科棟１号館改修機械設備工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠実な

行為

地理的条件
（緊急時の施工体

制）

評価のｳｴｲ
ﾄ

3 5 5 5 0 2 20

ダイヤテック（株） 3.0 2.0 5.0 0.0 0.0 2.0 12.0

（株）児島設備工業 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 10.0

日新工業（株） 3.0 2.0 5.0 0.0 0.0 2.0 12.0

南菱冷熱工業(株) 3.0 1.0 5.0 2.0 0.0 2.0 13.0

（有）キュウセツ 3.0 0.0 5.0 0.5 0.0 2.0 10.5

セイコー工業（株） 3.0 1.0 5.0 0.0 0.0 2.0 11.0

①企業の技術力

配置予定技術者の能力

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

業　者　名 加算点計

②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力

評価項目



２．入札公告日　　平成２９年　１月２０日

３．競争参加資格確認結果通知期限日　　平成２９年　２月１４日

資格の有無

中外電工（株） 無

ダイヤテック（株） 有

（株）児島設備工業 有

日新工業（株） 有

南菱冷熱工業(株) 有

（有）キュウセツ 有

セイコー工業（株） 有

競争参加資格確認結果通知書

資格がないと認めた理由資格確認申請者

施工実績が参加条件を満たしていない為

１．工　事　名　　鹿児島大学（郡元）建築学科棟１号館改修機械設備工事



工事名称　鹿児島大学（郡元）建築学科棟１号館改修機械設備工事

　　所、倉庫等の関連（地理的条件）

　　注者（過去３年間）

　　　果についての調査検討

　　　成績の状況

低入札価格調査の実施概要

９．過去に施工した公共工事名及び発

４．契約対象工事箇所と入札者の事業

項　　　　目 内　　　　容

【事業所・倉庫】
事業所名：南菱冷熱工業（株）
住　　所：鹿児島県鹿児島市卸本町５番４号
【施工場所との地理的条件】
距　　離：約７．４㎞

調査を実施した業者名、住所　南菱冷熱工業（株）　鹿児島県鹿児島市卸本町５番４号

工事名：独立行政法人国立病院機構指宿医療センター病
棟等建替整備工事（機械）
工事場所：鹿児島県指宿市十二町４１４５
外２件

１．その価格により入札した理由

２．契約対象工事附近における手持工

　　の状況

　　事の状況

３．契約対象工事に関連する手持工事

工　種：空調配管工事
業者名：大鹿空調機（株）
住　所：鹿児島県鹿児島市小野町３２３５－１
外４社

６．資材購入先及び購入先と入札者

①空調機器（パッケージエアコン・空調換気扇等）は、
三菱電機住環境システムズ株式会社の代理店であり、安
価で調達ができ、直接工事費の削減が可能であること。
②同時期に、対象工事に関連する手持ち工事があり、機
器等を一括して購入するため、安価で調達ができ、直接
工事費の削減が可能であること。
③事業所が本工事施工場所と比較的近距離にあるため、
共通仮設費・諸経費の削減が可能であること。

工事名：独立行政法人国立病院機構指宿医療センター病
棟等建替整備工事（機械）
主要資材：パッケージエアコン・全熱交換ユニット等
外２件

工事名：鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科共同利
用研究棟機械設備工事
発注者：国立大学法人鹿児島大学
外８件

特に問題は見受けられない。

８．労務者の具体的供給見通し

１０．１から９までの事情聴取した結

なし

７．手持機械数の状況
本工事に使用する機械等については、協力業者所有機械
（油圧ショベル等）又はリース機械等を使用する。

【資材購入先】 （継続的取引先）
資材名：パッケージエアコン・全熱交換ユニット
業者名：三菱電機住環境システムズ（株）
住　所：福岡県福岡市博多区東比恵三丁目９番１５号
外１社

　　との関係

５．手持資材の状況

１１．９のうち文部科学省関係工事の
特に問題は見受けられない。

１４．その他の必要な事項 特に問題は見受けられない。

特に問題は見受けられない。

＜公表しないこととする＞１２．経営状況

１３．信用状態


