
種別 金額

1 ¥6,460,000 抽選

2 ¥7,180,000

3 ¥7,270,000

4 ¥6,480,000

5 ¥7,220,000

6 ¥6,460,000

7 ¥7,500,000

8 ¥7,200,000

9 ¥7,200,000

10 ¥7,180,000

11 ¥7,200,000

12 ¥7,270,000

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡建計第17号

令和２年度過疎対策事業　市道平川柳沢１号線　道路改良工事

¥6,460,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前９時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥7,180,000- ¥6,460,000-

¥7,898,000- ¥7,106,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

武田建築株式会社

株式会社山岡建築工房

山本組

株式会社大巻建設

津名一建設株式会社

一ッ田建設

株式会社中淡建設 免除

坊下企業有限会社

田中造園

株式会社高崎建設

株式会社生田建設

履行場所　淡路市柳沢地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、土木工事Ｄランクに登録のある業者の中

から１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年12月25日

株式会社司

契約予定額 ¥7,106,000- ¥646,000-



種別 金額

1 ¥6,600,000

2 ¥9,500,000

3 辞退

4 ¥8,500,000

5 ¥7,200,000

6 辞退

7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 辞退

11 ¥6,280,000 落札

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡建計第34号

令和２年度道路メンテナンス補助金事業　市道向谷西桃川横断

１号線　向谷橋ほか１橋補修工事

¥6,280,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前９時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥6,820,000- ¥6,100,000-

¥7,502,000- ¥6,710,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

武田建築株式会社

株式会社山岡建築工房

山本組

株式会社大巻建設

津名一建設株式会社

一ッ田建設

株式会社中淡建設 免除

坊下企業有限会社

田中造園

株式会社高崎建設

株式会社生田建設

履行場所　淡路市江井地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、土木工事Ｄランクに登録のある業者の中

から１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

株式会社司

契約予定額 ¥6,908,000- ¥628,000-



種別 金額

1 辞退

2 ¥9,000,000

3 ¥9,530,000

4 ¥9,100,000

5 ¥9,070,000

6 ¥8,090,000 失格

7 ¥8,160,000 落札

8 ¥9,030,000

9 ¥10,000,000

10 ¥9,000,000

11 ¥7,730,000 失格

12 ¥8,190,000

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡生環第42号

一般廃棄物埋立最終処分場擁壁補修工事

¥8,160,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前９時２０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥9,010,000- ¥8,100,000-

¥9,911,000- ¥8,910,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

株式会社山岡建築工房

株式会社アワジメンテナンス

株式会社生田建設

株式会社大巻建設

株式会社高崎建設

武田建築株式会社

株式会社中淡建設 免除

津名一建設株式会社

一ッ田建設

坊下企業有限会社

溝下建設

履行場所　淡路市高山地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、土木工事Ｄランクに登録のある業者の中

から１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年12月21日

山本組

契約予定額 ¥8,976,000- ¥816,000-



種別 金額

1 ¥3,160,000

2 ¥3,100,000

3 ¥3,130,000

4 辞退

5 ¥3,160,000

6 ¥3,050,000

7 ¥3,140,000

8 ¥2,363,000 失格

9 ¥2,860,000

10 ¥2,840,000 落札

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡建計第41号

令和２年度　市道育波臨港線ほか　舗装修繕工事

¥2,840,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前９時４０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥3,160,000- ¥2,840,000-

¥3,476,000- ¥3,124,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

株式会社生田建設

有限会社柏木建設

株式会社高崎建設

正尾建設

溝下建設

Ａ.ＣＥ技建 免除

株式会社山岡建築工房

株式会社トータルインダストリー

株式会社協同建設

有限会社土山建設

履行場所　淡路市育波地内ほか

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、土木工事Ｄ、Eランクかつ舗装に登録の

ある業者の中から８社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

契約予定額 ¥3,124,000- ¥284,000-



種別 金額

1 ¥4,260,000 失格

2 ¥4,290,000

3 ¥4,120,000 失格

4 ¥4,290,000 抽選

5 ¥4,290,000

6 ¥4,290,000

7 ¥4,300,000

8 ¥4,290,000

9 ¥4,290,000

10 ¥4,290,000

11 ¥4,720,000

12 ¥4,290,000

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡建計第46号

令和２年度　社会資本整備総合交付金事業市道大谷倉尾環状線

ほか　通学路安全対策工事

¥4,290,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前９時４０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥4,790,000- ¥4,290,000-

¥5,269,000- ¥4,719,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

株式会社トータルインダストリー

株式会社生田建設

有限会社柏木建設

有限会社三條建設

株式会社高崎建設

有限会社中井建設

株式会社福右衛門 免除

正尾建設

溝下建設

株式会社山岡建築工房

株式会社山形組

履行場所　淡路市大町上地内ほか

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、土木工事C、Ｄ、Eランクかつ舗装に登

録のある業者の中から１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

Ａ.ＣＥ技建

契約予定額 ¥4,719,000- ¥429,000-



種別 金額

1 ¥2,690,000

2 ¥3,400,000

3 ¥3,270,000

4 ¥2,640,000 落札

5 ¥3,000,000

6 辞退

7 ¥3,150,000

8 ¥3,510,000

9 ¥3,900,000

10 ¥4,480,000

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教ス第30号

淡路市立津名温水プールろ過タンク改修工事

¥2,640,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前１０時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥2,820,000- ¥2,540,000-

¥3,102,000- ¥2,794,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

津名土木株式会社

山本組

株式会社アワジメンテナンス

株式会社山岡建築工房

株式会社太陽土木

有限会社奥田建設 免除

武田建築株式会社

株式会社光建築

株式会社タクマ建設

株式会社生田建設

履行場所　淡路市大谷地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載され、市内に本店があり建築一式工事Cに登録のある業者

の中から１０社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年9月30日

契約予定額 ¥2,904,000- ¥264,000-



種別 金額

1 ¥15,150,000- 失格

2 ¥19,500,000-

3 ¥14,940,000- 失格

4 辞退

5 ¥18,150,000-

6 ¥14,887,000- 失格

7 ¥17,500,000-

8 ¥16,370,000-

9 ¥16,760,000-

10 辞退

11 ¥16,560,000-

12 ¥12,780,000- 失格

13 ¥16,730,000

14 ¥15,750,000 落札

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥17,325,000- ¥1,575,000-

履行場所　淡路市浦地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載され、市内に本店があり建築一式工事Cに登録のある業者

すべてを選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年12月25日

山本組

Ａ.ＣＥ技建

株式会社光建築

免除

株式会社タクマ建設

武田建築株式会社

津名土木株式会社

株式会社八嶋組

株式会社山岡建築工房

株式会社アワジメンテナンス

株式会社生田建設

大石工務店

有限会社奥田建設

下村建設株式会社

株式会社太陽土木

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額 備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥17,120,000- ¥15,410,000-

¥18,832,000- ¥16,951,000-

¥15,750,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前１０時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡子児第31号

淡路市立浦保育所防水等改修工事



種別 金額

1 ¥2,520,000 抽選

2 辞退

3 ¥2,530,000

4 ¥2,520,000

5 ¥2,530,000

6 失格

7 ¥2,530,000

8 ¥2,530,000

9 ¥2,530,000

10 ¥2,520,000

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡建計第45号

令和２年度市単独事業　市道中島郡家線　標識改修工事

¥2,520,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前１０時２０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥2,810,000- ¥2,520,000-

¥3,091,000- ¥2,772,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

Ａ.ＣＥ技建

正尾建設

株式会社太陽土木

有限会社西岡組

株式会社潮﨑商会

有限会社北栄産業 免除

田中造園

株式会社高崎建設

株式会社生田建設

武田建築株式会社

履行場所　淡路市下河合地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、土木工事Ｄ、Eランクの業者の中から１

０社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年11月30日

契約予定額 ¥2,772,000- ¥252,000-



種別 金額

1 ¥21,200,000

2 ¥17,900,000 失格

3 ¥18,980,000 失格

4 ¥18,540,000 失格

5 ¥18,200,000 失格

6 辞退

7 ¥21,710,000

8 ¥21,000,000

9 ¥22,900,000

10 ¥20,680,000

11 ¥21,900,000

12 ¥19,800,000 落札

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡地障第12号

旧老人いこいの家解体撤去工事

¥19,800,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前１０時４０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥21,290,000- ¥19,160,000-

¥23,419,000- ¥21,076,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

株式会社平田工務店

常盤興業株式会社

株式会社ミノダ

有限会社ニオカ建設

株式会社藤岡組

北淡路産業株式会社

折田建設株式会社 免除

株式会社水谷建設

飯田建設株式会社

横山工務店

籔淵建設株式会社

履行場所　淡路市岩屋地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載され、建築一式工事Bランク及び解体工事に登録があり、

現場から近い市内に本店がある業者１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

株式会社寺西工務店

契約予定額 ¥21,780,000- ¥1,980,000-



種別 金額

1 ¥15,150,000- ¥14,600,000

2 ¥15,500,000- ¥14,400,000 落札

3 ¥15,030,000- 辞退

4 ¥14,800,000- ¥14,700,000

5 ¥13,020,000- ー 失格

6 ¥14,900,000- ¥14,780,000

7 辞退 ー

8 ¥14,800,000- ¥14,700,000

9 ¥17,200,000- 辞退

10 ¥20,900,000- 辞退

11 辞退 ー

12 ¥16,100,000- ¥14,700,000

13

14

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡北市第12号

北淡浅野コミュニティーセンター解体撤去工事

¥14,400,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前１１時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥14,670,000- ¥13,200,000-

¥16,137,000- ¥14,520,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

株式会社タクマ建設

常盤興業株式会社

有限会社ニオカ建設

株式会社藤岡組

北淡路産業株式会社

株式会社水谷建設

飯田建設株式会社 免除

株式会社八嶋組

籔淵建設株式会社

株式会社平田工務店

横山工務店

履行場所　淡路市浅野南地内

淡路市入札参加資格者名簿に市内、本店で登載され、解体工事に登録があり、現場から近い

業者１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

Ａ.ＣＥ技建

契約予定額 ¥15,840,000- ¥1,440,000-



種別 金額

1 ¥6,043,000

2 ¥6,986,100

3 ¥5,045,000 落札

4 辞退

5 辞退

6 ¥5,360,000

7 ¥5,978,000

8 ¥6,914,000

9 ¥7,690,000

10 ¥6,776,000

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡下施第2025号

マンホールポンプ購入

¥5,045,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前１１時４０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥6,940,000- —

¥7,634,000- —

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

有限会社植松電気

株式会社島脇電気商会

つるでん株式会社

株式会社福右衛門

有限会社宮田電気設備

有限会社森田電気設備 免除

滝華住器設備

喜多機械産業株式会社　淡路営業所

清水冷機電機

生穂電気

履行場所　淡路市地内

淡路市入札参加資格者名簿の物品製造・役務の提供に登載された市内業者のうち、一般機械

器具設備類に登録のある業者１０社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

契約予定額 ¥5,549,500- ¥504,500-



種別 金額

1 ¥1,180,000- ¥1,050,000 落札

2 辞退 ー

3 ¥1,250,000- ¥1,150,000

4 ¥1,580,000- ¥1,170,000

5 ¥1,400,000- ¥1,170,000

6

7

8

9

10

11

12

13

14

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡都住第24号

淡路市営住宅佐野井筒団地及び室津中団地解体撤去工事設計業

務

¥1,050,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午前１１時５０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥1,069,000- ¥898,000-

¥1,175,900- ¥987,800-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

吉田建築設計事務所

シカセ建築設計室

株式会社たくと建築設計

多田設計事務所

砂田設計事務所

免除

履行場所　淡路市佐野・室津地内

淡路市入札参加資格者名簿の測量・コンサルに登載された市内業者のうち、建築（意匠）に

登録のある業者すべて選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年9月30日

契約予定額 ¥1,155,000- ¥105,000-



種別 金額

1 辞退

2 ¥864,000 落札

3 辞退

4 ¥2,400,000

5 辞退

6 辞退

7

8

9

10

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡消防第6号

新型コロナウィルス感染拡大防止に係る備蓄品（消毒液）購入

業務

¥864,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後１時５０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥960,000- —

¥1,056,000- —

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

前山医療器株式会社

有限会社すみ孫

株式会社メディセオ　明石営業部淡路

支店

株式会社アワジシステム　淡路支店

アルフレッサ株式会社　神戸西支店

淡路出張所

ワールドユニフォーム 免除

履行場所　淡路市防災あんしんセンター

淡路市入札参加資格者名簿の物品製造・役務の提供に登載された市内業者のうち、衛生材料

及び百貨に登録がある業者の中から取扱い可能な業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

契約予定額 ¥950,400- ¥86,400-



種別 金額

1 ¥1,008,000

2 辞退

3 ¥2,016,000

4 ¥3,024,000

5 ¥856,800 落札

6

7

8

9

10

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡消防第7号

新型コロナウィルス感染拡大防止に係る備蓄品（体温計）購入

業務

¥856,800-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後１時５０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥1,663,200- —

¥1,829,520- —

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

有限会社すみ孫

株式会社メディセオ　明石営業部淡路

支店

株式会社アワジシステム　淡路支店

アルフレッサ株式会社　神戸西支店

淡路出張所

ワールドユニフォーム

免除

履行場所　淡路市防災あんしんセンター

淡路市入札参加資格者名簿の物品製造・役務の提供に登載された市内業者のうち、衛生材料

及び百貨に登録がある業者の中から取扱い可能な業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

契約予定額 ¥942,480- ¥85,680-



種別 金額

1 ¥92.0-

2 ¥93.0-

3 辞退

4 辞退

5 ¥93.0-

6 ¥93.0-

7 ¥93.0-

8 ¥93.0-

9 ¥92.0- 抽選

10 ¥95.0-

11 ¥93.5-

12

13

14

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡学給第27号

淡路市立給食センター灯油納入業務（第２期分）

¥92.0-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後２時１０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

 ¥ 95.00 - —

 ¥ 104.50 - —

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

株式会社　藤澤石油店

有限会社小山石油店

酒井石油店

兵庫県漁業協同組合連合会　育波油槽

所

冨士吉田石油株式会社　岩屋営業所

一宮オイル有限会社

株式会社　オールジャパンオイル 免除

髙田石油店

株式会社樫岡石油

正司石油株式会社

有限会社　津名東石油

履行場所　淡路市生穂新島地内

淡路市入札参加資格者名簿の物品製造・役務の提供に登載され、燃料・動力類に登録があ

り、市内に給油所がある業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年11月30日

契約予定額 ¥101.2- ¥9.2-



種別 金額

1 ¥94.0- 落札

2 ¥95.0-

3 辞退

4 辞退

5 ¥95.0-

6 ¥97.0-

7 ¥96.0-

8 ¥97.0-

9 ¥95.0-

10 ¥96.0-

11 ¥95.0-

12

13

14

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡生夕第24号

令和2年度　使用燃料納入業務（第2期分）

¥94.0-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後２時１０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

 ¥ 95.00 - —

 ¥ 104.50 - —

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

株式会社　藤澤石油店

有限会社小山石油店

酒井石油店

兵庫県漁業協同組合連合会　育波油槽

所

冨士吉田石油株式会社　岩屋営業所

一宮オイル有限会社

株式会社　オールジャパンオイル 免除

髙田石油店

株式会社樫岡石油

正司石油株式会社

有限会社　津名東石油

履行場所　淡路市夕陽が丘クリーンセンター

淡路市入札参加資格者名簿の物品製造・役務の提供に登載され、燃料・動力類に登録があ

り、市内に給油所がある業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年11月30日

契約予定額 ¥103.4- ¥9.4-



種別 金額

1 ¥9,710,000-

2 ¥9,750,000-

3 辞退

4 ¥9,100,000- 落札

5 辞退

6 辞退

7 辞退

8 失格

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第11号

淡路市立中学校校内LAN整備工事（その１）

¥9,100,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後２時３０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥9,550,000- ¥8,590,000-

¥10,505,000- ¥9,449,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

都築テクノサービス株式会社　神戸支

店

株式会社　国益電業社

株式会社生垣電興社

淡路テレホン株式会社

株式会社堀川忠義商店

株式会社協和エクシオ　兵庫支店

日本無線株式会社　神戸支店 免除

株式会社かんでんエンジニアリング

神戸支店

栗原工業株式会社　神戸支店

協和テクノロジィズ株式会社　兵庫営

業所

大日通信工業株式会社

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿の建設工事に登載されている者で、電気通信工事に登録のある県

内業者１２社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

富士通ネットワークソリューションズ

株式会社　神戸営業所

契約予定額 ¥10,010,000- ¥910,000-



種別 金額

1 ¥7,468,000-

2 ¥7,200,000- 落札

3 辞退

4 ¥7,600,000-

5 辞退

6 辞退

7 辞退

8 失格

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第13号

淡路市立小学校校内LAN整備工事（その１－１）

¥7,200,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後２時３０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥7,250,000- ¥6,520,000-

¥7,975,000- ¥7,172,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

都築テクノサービス株式会社　神戸支

店

株式会社　国益電業社

株式会社生垣電興社

淡路テレホン株式会社

株式会社堀川忠義商店

株式会社協和エクシオ　兵庫支店

日本無線株式会社　神戸支店 免除

株式会社かんでんエンジニアリング

神戸支店

栗原工業株式会社　神戸支店

協和テクノロジィズ株式会社　兵庫営

業所

大日通信工業株式会社

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿の建設工事に登載されている者で、電気通信工事に登録のある県

内業者１２社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　神戸

支店

契約予定額 ¥7,920,000- ¥720,000-



種別 金額

1 ¥11,000,000- 落札

2 ¥12,500,000-

3 辞退

4 ¥12,400,000-

5 辞退

6 辞退

7 辞退

8 失格

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第15号

淡路市立小学校校内LAN整備工事（その２－１）

¥11,000,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後２時３０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥12,050,000- ¥10,840,000-

¥13,255,000- ¥11,924,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

富士通ネットワークソリューションズ

株式会社　神戸営業所

株式会社　国益電業社

株式会社生垣電興社

淡路テレホン株式会社

株式会社堀川忠義商店

株式会社協和エクシオ　兵庫支店

日本無線株式会社　神戸支店 免除

株式会社かんでんエンジニアリング

神戸支店

栗原工業株式会社　神戸支店

協和テクノロジィズ株式会社　兵庫営

業所

大日通信工業株式会社

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿の建設工事に登載されている者で、電気通信工事に登録のある県

内業者１２社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　神戸

支店

契約予定額 ¥12,100,000- ¥1,100,000-



種別 金額

1 ¥12,868,000-

2 ¥12,900,000-

3 辞退

4 ¥12,200,000- 落札

5 辞退

6 辞退

7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第12号

淡路市立中学校校内LAN整備工事（その２）

¥12,200,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後３時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥12,750,000- ¥11,470,000-

¥14,025,000- ¥12,617,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

富士通ネットワークソリューションズ

株式会社　神戸営業所

株式会社　国益電業社

株式会社生垣電興社

淡路テレホン株式会社

株式会社堀川忠義商店

西日本電信電話株式会社　兵庫支店

株式会社きんでん　神戸支店 免除

三菱電機株式会社　兵庫支店

日本電気株式会社　神戸支社

株式会社日立製作所　神戸支店

尼崎電機株式会社

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿の建設工事に登載されている者で、電気通信工事に登録のある県

内業者１２社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　神戸

支店

契約予定額 ¥13,420,000- ¥1,220,000-



種別 金額

1 ¥8,150,000-

2 ¥7,600,000- 落札

3 辞退

4 ¥9,000,000-

5 辞退

6 辞退

7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第14号

淡路市立小学校校内LAN整備工事（その１－２）

¥7,600,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後３時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥8,060,000- ¥7,250,000-

¥8,866,000- ¥7,975,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

都築テクノサービス株式会社　神戸支

店

株式会社　国益電業社

株式会社生垣電興社

淡路テレホン株式会社

株式会社堀川忠義商店

西日本電信電話株式会社　兵庫支店

株式会社きんでん　神戸支店 免除

三菱電機株式会社　兵庫支店

日本電気株式会社　神戸支社

株式会社日立製作所　神戸支店

尼崎電機株式会社

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿の建設工事に登載されている者で、電気通信工事に登録のある県

内業者１２社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

富士通ネットワークソリューションズ

株式会社　神戸営業所

契約予定額 ¥8,360,000- ¥760,000-



種別 金額

1 ¥11,900,000- 落札

2 ¥14,500,000-

3 辞退

4 ¥12,800,000-

5 辞退

6 辞退

7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第16号

淡路市立小学校校内LAN整備工事（その２－２）

¥11,900,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後３時００分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥12,870,000- ¥11,580,000-

¥14,157,000- ¥12,738,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　神戸

支店

株式会社　国益電業社

株式会社生垣電興社

淡路テレホン株式会社

株式会社堀川忠義商店

西日本電信電話株式会社　兵庫支店

株式会社きんでん　神戸支店 免除

三菱電機株式会社　兵庫支店

日本電気株式会社　神戸支社

株式会社日立製作所　神戸支店

尼崎電機株式会社

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿の建設工事に登載されている者で、電気通信工事に登録のある県

内業者１２社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

都築テクノサービス株式会社　神戸支

店

契約予定額 ¥13,090,000- ¥1,190,000-



種別 金額

1 辞退

2 辞退

3 辞退

4 辞退

5 ¥7,800,000- 落札

6 辞退

7 失格

8 辞退

9 ¥7,980,000-

10 辞退

11 辞退

12 ¥10,385,860-

13

14

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥8,580,000- ¥780,000-

履行場所　淡路市地内

淡路市入札参加資格者名簿の物品製造・役務の提供に登載され、総合行政ネットワーク関連

機器更新業務を行う技術力、要員を保有している業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年3月31日

日本電気株式会社　神戸支社

免除

日本電子計算株式会社　大阪支店

扶桑電通株式会社　姫路営業所

富士通株式会社　神戸支社

株式会社大塚商会　神戸支店

株式会社さくらケーシーエス

パナソニックシステムソリューション

ズジャパン株式会社　関西社
都築テクノサービス株式会社　神戸支

店　淡路島営業所

株式会社システムリサーチ 神戸支店

西日本電信電話株式会社　兵庫支店

株式会社富士通エフサス　西日本ビジ

ネス本部　神戸支社

株式会社フューチャーイン　関西支店

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額 備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥9,070,000- —

¥9,977,000- —

¥7,800,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後３時３０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡情推第02007号

総合行政ネットワーク関連機器更新業務



種別 金額

1 ¥2,338,000-

2 辞退

3 辞退

4 辞退

5 辞退

6 失格

7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 辞退

11 ¥2,326,000- 落札

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施委第42号

淡路市立中学校教育用コンピュータ等リース業務

¥2,326,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後３時５０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥2,619,000- —

¥2,880,900- —

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

NTT・TCリース株式会社　神戸支店

富士通リース株式会社　神戸支店

都築テクノサービス株式会社　神戸支

店　淡路島営業所

扶桑電通株式会社　姫路営業所

リコーリース株式会社　兵庫支店

大和リース株式会社　神戸支店

株式会社六甲商会　淡路営業部 免除

株式会社内田洋行　大阪支店

富士ゼロックス兵庫株式会社　営業統

括部

株式会社さくらケーシーエス

株式会社パスコ　神戸支店

履行場所　淡路市地内

淡路市入札参加資格者名簿の物品製造・役務の提供に登載された業者のうち、過去に淡路市

及び近隣市においてコンピュータシステム等のリース業務の入札実績があり、故障時に即対

応できるよう近隣府県の業者１２社を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和7年9月30日

株式会社両備システムズ

契約予定額 ¥2,558,600- ¥232,600-



種別 金額

1 辞退

2 ¥27,279,000-

3 辞退

4 辞退

5 ¥37,600,000-

6 辞退

7 ¥27,400,000-

8 ¥28,380,000-

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 ¥27,150,000- 落札

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡生夕第21号

令和２年度１号炉再燃焼室及びガス冷却室天井部耐火物等改修

工事

¥27,150,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後４時１０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥27,450,000- ¥24,700,000-

¥30,195,000- ¥27,170,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

日立造船株式会社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社　大

阪支店

虹技株式会社

株式会社神鋼環境ソリューション

株式会社タクマ

株式会社日本管財環境サービス

有限会社関西エンジニアリング 免除

三広工業株式会社

株式会社川崎技研

エスエヌ環境テクノロジー株式会社

内海プラント株式会社

履行場所　淡路市野島常盤地内

淡路市入札参加資格者名簿の建設工事に登載されている者で、清掃施設に登録があり、工事

実績がある業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年11月27日

山村築炉工業株式会社

契約予定額 ¥29,865,000- ¥2,715,000-



種別 金額

1 ¥11,700,000-

2 ¥11,500,000- 落札

3 ¥11,950,000-

4 ¥12,804,000-

5 ¥12,370,000-

6 ¥12,000,000-

7 ¥12,100,000-

8 辞退

9 ¥12,160,000-

10 ¥12,000,000-

11 ¥11,840,000-

12 ¥11,800,000-

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡都地第3号

令和２年度地籍調査事業

三角・多角・一筆地調査・細部測量業務委託（生穂②）

¥11,500,000-

入札・開札の日時 令和２年７月３１日（金）午後４時３０分

入札・開札の場所 防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

備考

入札書比較価格 最低制限比較価格

¥12,080,000- ¥9,550,000-

¥13,288,000- ¥10,505,000-

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第１回

入札金額
再入札金額

丸一調査設計株式会社　兵庫支店

南海測量設計株式会社　神戸営業所

株式会社上智　あわじ支店

株式会社八州　姫路営業所

キタイ設計株式会社　西日本支社

写測エンジニアリング株式会社　神戸

支店

村井測量設計株式会社　播磨営業所 免除

株式会社かんこう　神戸支店

玉野総合コンサルタント株式会社　神

戸事務所

株式会社コスモ

株式会社サンコム

履行場所　淡路市生穂地内

淡路市入札参加資格者名簿の測量・コンサルに登載された業者のうち、テクリスに兵庫県内

の地籍調査の実績が登録されている業者の中から１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年3月10日

阪神測建株式会社　志筑営業所

契約予定額 ¥12,650,000- ¥1,150,000-


