
種別 金額

1 辞退

2 ¥3,760,000- 失格

3 辞退

4 ¥4,200,000- 落札

5 ¥4,940,000-

6 辞退

7 辞退

8 ¥3,980,000- 失格

9 ¥5,100,000-

10 ¥4,500,000-

11 ¥4,260,000-

12 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥4,620,000- ¥420,000-

履行場所　淡路市池ノ内地内

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3年2月26日

株式会社トータルインダストリー

免除

株式会社中淡建設

一ッ田建設

坊下企業有限会社

株式会社山岡建築工房

山本組

株式会社アワジメンテナンス

株式会社生田建設

有限会社柏木建設

株式会社高崎建設

武田建築株式会社

株式会社寺西工務店

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

¥4,570,000- ¥4,080,000-

¥5,027,000- ¥4,488,000-

¥4,200,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡建計第50号

令和２年度道路メンテナンス補助金事業

市道榎木線　川原橋補修工事



種別 金額

1 辞退

2 ¥6,070,000- 失格

3 辞退

4 ¥11,000,000-

5 辞退

6 ¥7,610,000-

7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 ¥7,300,000- 抽選

11 ¥7,300,000-

12 ¥9,080,000-

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥8,030,000- ¥730,000-

履行場所　淡路市生田田尻地内

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3年2月26日

山本組

免除

株式会社中淡建設

株式会社寺西工務店

株式会社トータルインダストリー

一ッ田建設

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

有限会社柏木建設

株式会社高崎建設

有限会社高島建材

武田建築株式会社

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

¥7,410,000- ¥6,610,000-

¥8,151,000- ¥7,271,000-

¥7,300,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡建計第52号

令和２年度道路メンテナンス補助金事業市道新野眠タ神線　新野眠タ

橋補修工事



種別 金額

1 ¥9,000,000-

2 ¥10,370,000-

3 辞退

4 ¥9,580,000-

5 ¥8,208,000-

6 ¥15,000,000-

7 ¥8,670,000-

8 ¥7,700,000-

9 ¥7,640,000- 落札

10 ¥8,740,000-

11 ¥12,780,000-

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥8,404,000- ¥764,000-

履行場所　淡路市王子地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、建築一式工事Ｃランクに登録があり、市内に

本店を有する業者の中から１１社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

免除

武田建築株式会社

津名土木株式会社

株式会社山岡建築工房

山本組

株式会社光建築

株式会社アワジメンテナンス

株式会社生田建設

有限会社奥田建設

下村建設株式会社

株式会社太陽土木

株式会社タクマ建設

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

¥8,410,000- ¥7,560,000-

¥9,251,000- ¥8,316,000-

¥7,640,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡管営第0202号

阿知岡会館屋根等改修工事



種別 金額

1 ¥4,300,000- 辞退

2 ¥5,340,000- ¥3,361,000

3 辞退 ー

4 ¥4,620,000- ¥3,260,000

5 ¥3,829,000- ¥3,000,000 落札

6 ¥4,330,000- ¥3,300,000

7 ¥3,640,000- 辞退

8 ¥3,360,000- 辞退

9 ¥2,399,000- ー 失格

10 ¥3,400,000- ¥3,100,000

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥3,300,000- ¥300,000-

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、建築一式工事Ｃランクに登録があり、市内に

本店を有する業者の中から１０社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年11月30日

免除

津名土木株式会社

株式会社山岡建築工房

山本組

株式会社光建築

株式会社アワジメンテナンス

株式会社生田建設

有限会社奥田建設

下村建設株式会社

株式会社太陽土木

武田建築株式会社

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

¥3,310,000- ¥2,970,000-

¥3,641,000- ¥3,267,000-

¥3,000,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡子児第40号

淡路市立多賀保育所防水等改修工事



種別 金額

1 ¥20,300,000-

2 ¥18,600,000-

3 ¥19,800,000-

4 ¥18,025,000-

5 ¥22,000,000-

6 ¥19,300,000-

7 ¥17,860,000-

8 辞退

9 ¥17,160,000-

10 ¥17,100,000-

11 ¥16,680,000- 落札

12 ¥19,570,000-

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥18,348,000- ¥1,668,000-

履行場所　淡路市久留麻地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、建築一式工事Ｃランクに登録があり、市内に

本店を有する業者の中から１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年1月20日

株式会社光建築

免除

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

山本組

Ａ.ＣＥ技建

株式会社アワジメンテナンス

大石工務店

下村建設株式会社

株式会社太陽土木

株式会社タクマ建設

武田建築株式会社

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

¥18,170,000- ¥16,350,000-

¥19,987,000- ¥17,985,000-

¥16,680,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡都住第21号

市営住宅尾崎団地２号棟外壁等改修工事



種別 金額

1 ¥4,000,000-

2 辞退

3 辞退

4 辞退

5 辞退

6 辞退

7 ¥3,170,000- 失格

8 ¥3,370,000- 落札

9 辞退

10 辞退

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥3,707,000- ¥337,000-

履行場所　淡路市室津地内

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Ｅ，Ｄランク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3年2月26日

免除

Ａ.ＣＥ技建

株式会社生田建設

有限会社柏木建設

武田建築株式会社

株式会社潮﨑商会

株式会社太陽土木

株式会社司

有限会社西岡組

有限会社北栄産業

正尾建設

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

¥3,720,000- ¥3,310,000-

¥4,092,000- ¥3,641,000-

¥3,370,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

淡建計第51号

令和２年度道路メンテナンス補助金事業

市道室津１６号線　野滝橋ほか１橋補修工事



種別 金額

1 ¥2,420,000- 抽選

2 辞退

3 ¥3,200,000-

4 ¥2,339,000- 失格

5 辞退

6 ¥2,950,000-

7 ¥2,340,000- 失格

8 ¥2,420,000-

9 ¥2,780,000-

10 ¥2,420,000-

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥2,662,000- ¥242,000-

履行場所　淡路市斗ノ内地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、舗装及び土木工事Ｅ,Ｄ,Cランクに登録のある

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12月25日

免除

株式会社山岡建築工房

Ａ.ＣＥ技建

株式会社協同建設

有限会社　ケイ・ワークス

株式会社生田建設

有限会社柏木建設

株式会社高崎建設

株式会社トータルインダストリー

正尾建設

溝下建設

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

¥2,690,000- ¥2,420,000-

¥2,959,000- ¥2,662,000-

¥2,420,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡農水第22号

浅野漁港機能保全工事（道路舗装）



種別 金額

1 ¥5,000,000-

2 ¥5,000,000-

3 ¥3,800,000-

4 ¥8,480,000-

5 ¥2,680,000- 落札

6 ¥3,500,000-

7 ¥4,300,000-

8 ¥7,000,000-

9 ¥3,560,000-

10 ¥2,984,000-

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥2,948,000- ¥268,000-

履行場所　淡路市舟木地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、埋蔵文化財発掘調査業務の履行経験のある業

者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年1月29日

免除

株式会社山形組

株式会社尾田建設

津名土木株式会社

有限会社柏木建設

株式会社下土井

有限会社滝野建設

東浦建設株式会社

籔淵建設株式会社

株式会社協同建設

横山工務店

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

¥4,050,000- —

¥4,455,000- —

¥2,680,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教埋第12号

令和２年度舟木遺跡発掘調査に伴う発掘業務



種別 金額

1 辞退

2 ¥26,000,000-

3 ¥17,980,000- 落札

4 辞退

5 ¥21,000,000-

6 ¥24,650,000-

7 ¥20,000,000-

8 辞退

9 ¥19,300,000-

10 ¥26,400,000-

11 ¥22,200,000-

12 ¥27,000,000-

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥19,778,000- ¥1,798,000-

履行場所　淡路市北山地内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、建築一式工事Ｂランクに登録があり、市内に

本店を有する業者の中から１２社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年12月28日

株式会社森下建設

免除

株式会社ツダ

原田鉄工株式会社

株式会社平松組

株式会社ミノダ

有限会社室津プロパン

株式会社生穂建設

株式会社出雲建設

株式会社植野工務店

関西ハウス工業株式会社

株式会社協同建設

株式会社芝床建設

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

¥19,620,000- ¥17,660,000-

¥21,582,000- ¥19,426,000-

¥17,980,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教青第7号

学童保育一宮移転工事



種別 金額

1 辞退

2 辞退

3 ¥10,100,000-

4 辞退

5 ¥9,540,000- 落札

6 ¥9,300,000- 失格

7 ¥9,870,000-

8 ¥9,740,000-

9 ¥10,580,000-

10 ¥9,480,000- 失格

11 ¥9,640,000-

12 ¥9,550,000-

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥10,494,000- ¥954,000-

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ている者で、管工事に登録があり、市内に本店を有する業

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1月15日

東根水道工業所

免除

常盤興業株式会社

有限会社ニオカ建設

籔淵建設株式会社

有限会社宮田電気設備

有限会社森田電気設備

飯田建設株式会社

株式会社大磯

折田建設株式会社

カワノ設備工業株式会社

株式会社協同建設

株式会社島脇電気商会

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

¥10,560,000- ¥9,500,000-

¥11,616,000- ¥10,450,000-

¥9,540,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８日（金）午前１１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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教文第28号

淡路市立サンシャインホール空調機改修工事



種別 金額

1 ¥27,660,000- 失格

2 ¥16,380,000- 失格

3 ¥26,900,000- 失格

4 ¥33,733,000-

5 ¥28,123,500- 失格

6 ¥31,650,000- 落札

7 ¥32,400,000-

8 ¥52,580,000-

9 ¥36,040,000-

10 ¥35,040,000-

11 ¥31,920,000-

12 ¥29,220,000- 失格

13 ¥28,300,000- 失格

14 ¥37,800,000

15 辞退

16 ¥44,000,000

17 ¥33,645,000

18 ¥41,200,000

19 ¥39,100,000

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥34,815,000- ¥3,165,000-

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、管工事及び市内の指定給水装置工事店として

登録があり、市内に本店を有する業者の中から１９社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

有限会社大谷水道ポンプ

折田建設株式会社

津名土木株式会社

池之内建設株式会社

つるでん株式会社

飯田建設株式会社

株式会社島脇電気商会

株式会社下土井

免除

カワノ設備工業株式会社

有限会社松本住宅設備

有限会社室津プロパン

山﨑水道ポンプ店

株式会社潮﨑商会

東根水道工業所

有限会社森田電気設備

有限会社宮田電気設備

ハミーガス株式会社

有限会社植松電気

株式会社ツダ

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

¥33,340,000- ¥30,000,000-

¥36,674,000- ¥33,000,000-

¥31,650,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第5号

淡路市立小学校自動水栓改修工事



種別 金額

1 ¥4,930,000- 失格

2 ¥2,580,000- 失格

3 ¥4,030,000- 失格

4 ¥6,000,000- 失格

5 ¥5,024,000- 失格

6 ¥5,650,000- 失格

7 ¥5,920,000- 失格

8 ¥6,600,000-

9 ¥6,580,000-

10 ¥6,250,000-

11 ¥5,850,000- 失格

12 ¥5,235,000- 失格

13 ¥4,900,000- 失格

14 ¥7,150,000

15 辞退

16 ¥8,200,000

17 ¥6,148,000 落札

18 ¥7,120,000

19 ¥4,830,000 失格

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥6,762,800- ¥614,800-

履行場所　淡路市内

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、管工事及び市内の指定給水装置工事店として

登録があり、市内に本店を有する業者の中から１９社選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

有限会社大谷水道ポンプ

折田建設株式会社

津名土木株式会社

池之内建設株式会社

つるでん株式会社

飯田建設株式会社

株式会社島脇電気商会

株式会社下土井

免除

カワノ設備工業株式会社

有限会社松本住宅設備

有限会社室津プロパン

山﨑水道ポンプ店

株式会社潮﨑商会

東根水道工業所

有限会社森田電気設備

有限会社宮田電気設備

ハミーガス株式会社

有限会社植松電気

株式会社ツダ

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

¥6,810,000- ¥6,130,000-

¥7,491,000- ¥6,743,000-

¥6,148,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第7号

淡路市立中学校自動水栓改修工事



種別 金額

1 ¥6,128,900-

2 ¥5,842,000-

3 ¥5,572,179-

4 辞退

5 ¥6,150,000-

6 ¥6,719,100-

7 ¥5,800,000-

8 ¥6,288,000-

9 辞退

10 ¥5,881,650-

11 辞退

12 辞退

13 ¥4,899,500- 落札

14 辞退

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥5,389,450- ¥489,950-

履行場所　淡路市地内

淡路市入札参加資格者名簿の物品・役務・業務等に登載されている者で、家電製品に登録がある

市内業者すべてを選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

清水冷機電機

淡路日の出農業協同組合

生穂電気

免除

有限会社すみ孫

株式会社アワジシステム　淡路支店

Friendsやまと

株式会社柏木商店

滝華住器設備

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

有限会社宮田電気設備

有限会社森田電気設備

ナカヤマ家電

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

¥7,940,000- —

¥8,734,000- —

¥4,899,500-

入札・開札の日時 令和２年８月２８日（金）午後１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

淡子児第39号

淡路市立保育所等加湿空気清浄機納入業務



種別 金額

1 ¥1,557,000- 落札

2 ¥1,710,500-

3 辞退

4 ¥1,600,700-

5 ¥1,868,400-

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

契約予定額 ¥1,712,700- ¥155,700-

履行場所　淡路市立小学校内

淡路市入札参加資格者名簿の物品・役務・業務等に登載されている者で、教材備品を扱うことが

できる市内業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

免除

有限会社すみ孫

株式会社カシゲン

ワールドユニフォーム

株式会社アワジシステム　淡路支店

株式会社柏木商店

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

¥1,634,000- —

¥1,797,400- —

¥1,557,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第18号

小学校理科教育設備等備品購入事業



種別 金額

1 ¥1,116,150- ¥1,090,000

2 ¥1,199,800- 辞退

3 辞退 ー

4 ¥1,098,500- ¥1,090,000 見積随契

5 ¥1,120,650- 辞退

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

再度の入札に付し、落札者がいないため不調とし、地方自治法施行令第167 条の2 第1 項第8 号

により見積希望者を募り、最低額の見積書を提出した業者と随意契約を締結する。

契約予定額 ¥1,179,200- ¥107,200-

履行場所　淡路市立中学校内

淡路市入札参加資格者名簿の物品・役務・業務等に登載されている者で、教材備品を扱うことが

できる市内業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和2年10月30日

免除

有限会社すみ孫

株式会社カシゲン

ワールドユニフォーム

株式会社アワジシステム　淡路支店

株式会社柏木商店

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

¥1,074,000- —

¥1,181,400- —

¥1,072,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教施第19号

中学校理科教育設備等備品購入事業



種別 金額

1 ¥26,680,000- ¥26,000,000 見積随契

2 ¥27,000,000- ¥26,000,000

3 辞退 ―

4 辞退 ―

5 辞退 ―

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

再度の入札に付し、落札者がいないため不調とし、地方自治法施行令第167 条の2 第1 項第8 号

により見積希望者を募り、最低額の見積書を提出した業者と随意契約を締結する。

契約予定額 ¥28,270,000- ¥2,570,000-

履行場所　淡路市志筑新島ほか地内

淡路市入札参加資格者名簿の物品・役務・業務等に登載されている者で、文具事務機器類及び

じゅう器に登録がある市内業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年2月26日

免除

有限会社すみ孫

株式会社アワジシステム　淡路支店

株式会社カシゲン

ワールドユニフォーム

株式会社　城古タンス店

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

¥25,700,000- —

¥28,270,000- —

¥25,700,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８日（金）午後２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

淡教生第6号

（仮称）新津名図書館新築工事に伴う備品購入及び図書移設作業業務



種別 金額

1 ¥2,400,000-

2 ¥2,600,000-

3 ¥2,450,000-

4 ¥2,300,000- 落札

5 ¥2,330,000-

6 ¥2,360,000-

7 ¥2,360,000-

8

9

10

11

12

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥2,530,000- ¥230,000-

履行場所　淡路市舟木地内

淡路市入札参加資格者名簿の測量・コンサルに登載されている者で、地形測量に登録がある市内

に本店を有す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

免除

有限会社的場測量設計事務所

中央測量設計株式会社

株式会社関西コンサルタント

株式会社大地

有限会社津名コンサルタント

朝日テック株式会社

北淡開発株式会社

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

¥2,320,000- ¥1,770,000-

¥2,552,000- ¥1,947,000-

¥2,300,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８日（金）午後２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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡教埋第13号

舟木遺跡発掘調査に伴う基準点測量業務



種別 金額

1 辞退

2 ¥5,940,000- 失格

3 辞退

4 辞退

5 辞退

6 ¥8,800,000-

7 ¥8,750,000- 落札

8 ¥13,500,000-

9 辞退

10 辞退

11 辞退

12 ¥12,100,000-

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥9,625,000- ¥875,000-

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に登載されている者で、清掃施設に登録がある業者の中からコリンズ

で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3年3月5日

山村築炉工業株式会社

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

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

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

¥9,580,000- ¥8,620,000-

¥10,538,000- ¥9,482,000-

¥8,750,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡生夕第27号

令和２年度給じん装置下シュート更新（１・２号※上部補強を含む）

及び燃焼用AHダストクリーニング装置駆動減速機交換工事



種別 金額

1 ¥13,700,000-

2 ¥13,800,000-

3 ¥13,900,000-

4 ¥14,200,000-

5 ¥13,000,000- 落札

6 ¥13,700,000-

7 ¥13,950,000-

8 ¥13,400,000-

9 ¥14,300,000-

10 ¥13,300,000-

11 ¥13,800,000-

12 ¥13,880,000-

（うち消費税及び地方消費税）

業者選定理由

契約予定額 ¥14,300,000- ¥1,300,000-

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測量コンサルに登載されている者で、テクリスにより同業務におい

て実績のある業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年3月25日

株式会社ニコス　神戸支店

免除

株式会社ウエスコ　淡路営業所

若鈴コンサルタンツ株式会社兵庫事務

所

阪神測建株式会社　志筑営業所

株式会社上智　あわじ支店

株式会社エース　兵庫営業所

内外エンジニアリング株式会社　神戸

営業所

キタイ設計株式会社　西日本支社

サンスイコンサルタント株式会社　姫

路支店

丸一調査設計株式会社　兵庫支店

株式会社エンタコンサルタント　神戸

支店
ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　兵庫

営業所

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

¥13,580,000- ¥10,763,000-

¥14,938,000- ¥11,839,300-

¥13,000,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８日（金）午後２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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡農整第1号

水利施設等保全高度化事業（北淡6-1団地等）農地整備調査設計業務



種別 金額

1 ¥890,000-

2 ¥950,000-

3 ¥1,000,000-

4 ¥927,000-

5 ¥700,000- 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

契約予定額 ¥770,000- ¥70,000-

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測量コンサルに登載されている者で、テクリスにより同業務におい

て実績のある業者を選定した。

工期（履行期間）契約日より令和3年3月25日

免除

阪神測建株式会社　志筑営業所

キタイ設計株式会社　西日本支社

サンスイコンサルタント株式会社　姫

路支店

丸一調査設計株式会社　兵庫支店

株式会社朝日コンサル　淡路営業所

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

¥789,000- —

¥867,900- —

¥700,000-

入札・開札の日時 令和２年８月２８日（金）午後3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

開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡農整第2号

水利施設等保全高度化事業（北淡6-1団地等）農地整備集団化業務


