
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 令和４年　８月１８日

工事完成の時期 令和５年　３月１０日

契約の相手方の名称 上野工業（株）

工事種別 管

契約金額（税込み） ４８，８９０，６００円

契約の相手方の住所 鹿児島県鹿児島市原良四丁目１番６号

契約担当役事務局長

田頭　𠮷𠮷一

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 令和４年　８月１７日

予定価格（税込み） ５８，８８３，０００円

契約の内容

工事の名称
鹿児島大学（下荒田１）水産学部６号館改修その他機械設備工
事

工事場所 鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目５０番２０号

工事概要

本工事は、鹿児島大学下荒田１団地の水産学部６号館の全面改
修（鉄筋コンクリート造、地上２階、延床面積６９０㎡）及び
プレハブ冷凍コンテナの増築（延床面積１４㎡）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 令和４年　８月　３日　１５時３０分

第　１　回 第　２　回 第　３　回

金　　　額 金　　　額 金　　　額

テクノ冷熱（株） 49,300,000

旭工業（株） 57,800,000

セイコー工業（株） 49,654,000

上野工業（株） 44,446,000
総合評価で決定、

低入札調査の結果、落札

日本ファシリオ（株） 63,000,000  

 

 

 

   

   

  

・入札書記載金額　44,446,000 円（落札金額　48,890,600 円）で　上野工業（株）　に決定

・最低基準価格　49,247,600 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。

令和４年　８月１０日

・予定価格　53,530,000 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　　　森吉　徳和　　　　

鹿児島大学（下荒田１）水産学部６号館改修その他機械設備工事

入　札　結　果　等　一　覧　表

入　札　者　名 備　　　考

・落札率　83.03 ％（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）

　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。



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（下荒田１）水産学部６号館改修その他機械設備工事 執行者 　　施設部長　　　 　篠原　憲二

２　発注機関　　国立大学法人鹿児島大学 立会者 　　企画課総務係長　 宮本　徹二

３　開札日時　　令和４年　８月　３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

テクノ冷熱（株） 113.000 49,300,000 229.2089 ○ ③

旭工業（株） 113.000 57,800,000 195.5017 ○ ー

セイコー工業（株） 117.500 49,654,000 236.6375 ○ ②

上野工業（株） 114.000 44,446,000 256.4910 ○ ○ ①

日本ファシリオ（株） 114.000 63,000,000 180.9524 ✕ ー 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

予定価格超過

落札者

　予定価格 53,530,000

　最低基準価格 49,247,600

　基準評価値 186.811



１　工事名称　　鹿児島大学（下荒田１）水産学部６号館改修その他機械設備工事

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
ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ

等の推進

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）

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ
等の取組に関する

認定状況

評価のｳｴｲﾄ 3 5 5 5 0 2 1 21

テクノ冷熱（株） 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 13.0

旭工業（株） 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 13.0

セイコー工業（株） 3.0 3.0 5.0 4.5 0.0 2.0 0.0 17.5

上野工業（株） 3.0 4.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 14.0

日本ファシリオ（株） 3.0 4.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 14.0

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　　令和４年　７月　６日

３．競争参加資格確認結果通知期限日　　令和４年　７月２５日

資格の有無

テクノ冷熱（株） 有

旭工業（株） 有

セイコー工業（株） 有

上野工業（株） 有

日本ファシリオ（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

１．工　事　名　　鹿児島大学（下荒田１）水産学部６号館改修その他機械設備工事



工事名称　鹿児島大学（下荒田１）水産学部６号館改修その他機械設備工事

　　所、倉庫等の関連（地理的条件）

　　注者（過去３年間）

　　　結果についての調査確認

　　　成績の状況

１５．その他の必要な事項 特に問題は見受けられない。

１２．９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。

１３．経営状況 ＜公表しないこととする＞

１４．信用状態 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

工　種：ガス工事
業者名：日本ガス　株式会社
住　所：鹿児島市中央町8-2
外７社

９．過去に施工した公共工事名及び発
工事名：下田町汚水管路布設工事（その１）
発注者：鹿児島市水道局
外９件

１１．１から１０までの事情聴取した
特に問題は見受けられない。

１０．経営内容 特に問題は見受けられない。

７．手持機械数の状況

本工事に使用する機械等（ハンドソー、高速カッター、発
電機等）については、自社にて所有している。不足機械等
については、協力業者所有機械等又はリース機械等を使用
する。

２．契約対象工事附近における手持
　　工事の状況

なし

３．契約対象工事に関連する手持
　　工事の状況

なし

４．契約対象工事箇所と入札者の事務

【事業所・倉庫】
事業所名：上野工業　株式会社
住      所：鹿児島市原良四丁目１番６号
倉庫住所：同上
【施工場所との地理的条件】
距　　離：約５㎞

５．手持資材の状況 なし

６．資材購入先及び購入先と入札者

資材名：配管材
業者名：マテックス鹿児島
住　 所：鹿児島市上荒田36-37
関　 係：継続的な取引先
外３社

　　との関係

低入札価格調査の実施概要

調査を実施した業者名、住所　 上野工業株式会社　鹿児島県鹿児島市原良四丁目１番６号

項　　　　目 内　　　　容

１．その価格により入札した理由

①資材について、継続的取引のある協力会社より、安価な
調達が可能であること。
②施工場所が会社と近距離にあるため、諸経費の削減が可
能であること。
③自社所有の機械器具を活用することにより、諸経費の削
減が可能であること。
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