
令和３年度　三島村　入札結果

小牧建設㈱ ― 辞退

阿久根建設㈱ ― 辞退

丸福建設㈱ ― 辞退

㈱植村組 ― 辞退

南生建設㈱ 75,000,000

第1回 第2回 第3回 結果

米盛建設㈱ 74,700,000

㈱森山(清)組 74,647,000

工事種別 土木一式工事 予定価格(税抜) 74,647,000                             

路河川等 最低制限価格(税抜) 68,675,240                             

㈱不動テトラ九州支店鹿児島営業所68,675,240 落札

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度　竹島港改修工事

工事場所 鹿児島郡三島村竹島　地内
落札社名 ㈱不動テトラ九州支店鹿児島営業所

落札決定金額(税抜) 68,675,240                             



令和３年度　三島村　入札結果

小牧建設㈱ ― 辞退

阿久根建設㈱ ― 辞退

丸福建設㈱ ― 辞退

㈱植村組 ― 辞退

南生建設㈱ 45,000,000

第1回 第2回 第3回 結果

㈱不動テトラ九州支店鹿児島営業所44,600,000

㈱森山(清)組 44,334,000

工事種別 土木一式工事 予定価格(税抜) 44,334,000                             

路河川等 最低制限価格(税抜) 40,787,280                             

米盛建設㈱ 40,787,280 落札

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度　大里港改修工事

工事場所 鹿児島郡三島村黒島　地内
落札社名 米盛建設㈱

落札決定金額(税抜) 40,787,280                             



令和３年度　三島村　入札結果

㈱ナンワ工業 ― 辞退

㈱ロックフェイス ― 辞退

㈱リーチ開発 ― 辞退

㈱森山(清)組 ― 辞退

南日本ライナー㈱ ― 辞退

㈱カーネギー産業 ― 辞退

葉月工業㈱ ― 辞退

キョーエイエステック㈱ ― 辞退

鹿児島道路サービス㈱ ― 辞退

第1回 第2回 第3回 結果

今別府産業㈱ ― 辞退

㈱三竹工業 45,934,000

工事種別 とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 予定価格(税抜) 45,964,000                             

路河川等 最低制限価格(税抜) 42,027,917                             

㈱ジオマックス 42,027,917 落札

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度  村道大浦線（交付金）災害防除

工事場所 鹿児島郡三島村硫黄島　地内
落札社名 ㈱ジオマックス

落札決定金額(税抜) 42,027,917                             



令和３年度　三島村　入札結果

キョーエイエステック㈱ ― 辞退

㈱ロックフェイス ― 辞退

㈱リーチ開発 ― 辞退

南日本ライナー㈱ ― 辞退

葉月工業㈱ ― 辞退

鹿児島道路サービス㈱ ― 辞退

㈱ナンワ工業 ― 辞退

㈱カーネギー産業 ― 辞退

今別府産業㈱ ― 辞退

第1回 第2回 第3回 結果

米盛建設㈱ 13,725,000

㈱三竹工業 13,665,000

工事種別 とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 予定価格(税抜) 13,625,000                             

路河川等 最低制限価格(税抜) 12,383,907                             

㈱ジオマックス 12,383,907 落札

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度　村道塩手鼻線（交付金）災害防除

工事場所 鹿児島郡三島村黒島　地内
落札社名 ㈱ジオマックス

落札決定金額(税抜) 12,383,907                             



令和３年度　三島村　入札結果

㈱森山(清)組 ― 辞退

日本乾溜工業㈱　鹿児島支店 ― 辞退

南日本ライナー㈱ ― 辞退

㈱カーネギー産業 ― 辞退

第1回 第2回 第3回 結果

鹿児島道路サービス㈱ ― 辞退

㈱市坪建装 ― 辞退

工事種別 とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 予定価格(税抜) 2,294,000                              

路河川等 最低制限価格(税抜) 2,055,752                              

コスモ技研㈱ 2,220,000 落札

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度  村道硫黄島上村線橋梁修繕（補助）工事（昭和橋）

工事場所 鹿児島郡三島村硫黄島　地内
落札社名 コスモ技研㈱

落札決定金額(税抜) 2,220,000                              



令和３年度　三島村　入札結果

結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度  村道浜岩下4号線橋梁修繕（補助）工事（長浜橋）

工事場所 鹿児島郡三島村硫黄島　地内
落札社名 コスモ技研㈱

落札決定金額(税抜) 4,300,000                              

工事種別 とび土工ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 予定価格(税抜) 4,532,000                              

路河川等 最低制限価格(税抜) 4,064,982                              

コスモ技研㈱ 4,540,000 4,300,000 落札

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 結果

鹿児島道路サービス㈱ ― 辞退

㈱市坪建装 ― 辞退

㈱カーネギー産業 ― 辞退

日本乾溜工業㈱　鹿児島支店 ― 辞退

南日本ライナー㈱ ― 辞退

㈱森山(清)組 ― 辞退



令和３年度　三島村　入札結果

㈱エコー　鹿児島事務所 27,148,000

㈱日本港湾コンサルタント　九州支店 27,000,000

第1回 第2回 第3回 結果

㈱三洋コンサルタント 26,980,000

株式会社五省コンサルタント　鹿児島事務所 26,000,000

工事種別 建設コンサルタント業務 予定価格(税抜) 27,148,000                             

路河川等 最低制限価格(税抜) ―

㈱東光コンサルタンツ　鹿児島営業所 24,430,000 落札

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度  竹島港防波堤（沖）設計業務委託（細部設計）

工事場所 鹿児島郡三島村竹島　地内
落札社名 ㈱東光コンサルタンツ　鹿児島営業所

落札決定金額(税抜) 24,430,000                             



令和３年度　三島村　入札結果

㈱萩原技研 5,118,000

㈱建設技術コンサルタンツ 5,380,000

㈱国土技術コンサルタンツ 5,300,000

㈱久永コンサルタント 4,980,000

大福コンサルタント㈱ 5,130,000

㈱アジア技術コンサルタンツ 5,118,000

三州技術コンサルタント㈱ 4,100,000

第1回 第2回 第3回 結果

㈱南日本技術コンサルタンツ 4,094,400

鹿児島土木設計㈱ 4,094,400

工事種別 建設コンサルタント業務 予定価格(税抜) 5,118,000                              

路河川等 最低制限価格(税抜) ―

新和技術コンサルタント㈱ 4,094,400 落札(くじ抽選)

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度  村道永良部﨑線橋梁修繕設計（補助）業務委託（岬橋）

工事場所 鹿児島郡三島村硫黄島　地内
落札社名 新和技術コンサルタント㈱

落札決定金額(税抜) 4,094,400                              



令和３年度　三島村　入札結果

結果

落札決定日 令和3年6月28日

工事名称 令和3年度 橋梁点検（補助）業務委託

工事場所 鹿児島郡三島村硫黄島および黒島　地内
落札社名 鹿児島土木設計㈱

落札決定金額(税抜) 2,669,600                              

工事種別 建設コンサルタント業務 予定価格(税抜) 3,337,000                              

路河川等 最低制限価格(税抜) ―

鹿児島土木設計㈱ 2,669,600 落札(くじ抽選)

商号又は名称
入札書記載金額（税抜） 見積書記載金額（税抜）

第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 結果

㈱南日本技術コンサルタンツ 2,669,600

新和技術コンサルタント㈱ 2,669,600

三州技術コンサルタント㈱ 2,850,000

㈱久永コンサルタント 3,100,000

大福コンサルタント㈱ 3,350,000

㈱アジア技術コンサルタンツ 3,337,000

㈱建設技術コンサルタンツ 3,510,000

㈱国土技術コンサルタンツ 3,500,000

㈱萩原技研 3,337,000


