
淡路市 

開 札 結 果 表 

入札に付した事項 
淡教施第３０号 
淡路市立中学校空調設備設置工事（津名・東浦中学校） 

入札・開札の日時 令和元年５月２１日 9時 30分 
入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター 
予定価格 最低制限価格 落札金額 

\80,092,800― \72,090,000― 

\66,900,000― 入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 
\74,160,000― \66,750,000― 

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 備考 
種別 金額 

１ ㈲森田電気設備 

免除 

\76,240,000   
２ ㈱下土井 \72,000,000   
３ ㈱ツダ \80,000,000   
４ ハミーガス㈱ \68,600,000   
５ ㈱出雲建設 \67,250,000   
６ カワノ設備工業㈱ \74,100,000   
７ ㈲宮田電気設備 \70,500,000   
８ ㈱島脇電気商会 辞退   
９ 太田土建㈱ \70,390,000   
１０ ㈲松本住宅設備 \66,900,000  落札 

１１ ㈲植松電気 \69,320,000   
１２ ㈲大谷水道ポンプ \70,000,000   
契約予定金額 \72,252,000― （うち消費税及び地方消費税） \5,352,000― 

業者選定理由 
・淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者 
・建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）に基づく管工事業に係る建設
業の許可を受けていること 
・管工事に係る総合評定値Ｐが 650以上であること 
・淡路市内に本社・本店（支店開設実績１０年含む）を有すること 
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

ること 
 建設業法第２６条の規定により、本工事の工種の技術者を適正に配置できること 
 監理技術者にあっては、監理技術者資格証（管工事施工管理技士）及び監理技術者講習

終了証を有するものであること 
 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（資料の提出日以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係）があること 
 配置予定技術者は法に規定する営業所の専任技術者ではないこと 
履行場所    淡路市 大谷・久留麻 地内 
工期（履行期間）契約締結日から令和元年９月３０日 



淡路市 



淡路市 

開 札 結 果 表 

入札に付した事項 
淡教施第３１号 
淡路市立中学校空調設備設置工事（岩屋・北淡・一宮中学校） 

入札・開札の日時 令和元年５月２１日 9時 40分 
入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター 
予定価格 最低制限価格 落札金額 

\71,982,000― \64,778,400― 

\61,490,000― 入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 
\66,650,000― \59,980,000― 

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 備考 
種別 金額 

１ ㈲森田電気設備 

免除 

辞退   
２ ㈱下土井 \71,800,000   
３ ㈱ツダ \73,300,000   
４ ハミーガス㈱ \63,200,000   
５ ㈱出雲建設 \59,550,000  失格 

６ カワノ設備工業㈱ \65,800,000   
７ ㈱島脇電気商会 辞退   
８ 太田土建㈱ \61,490,000  落札 

９ ㈲松本住宅設備 辞退(落札制限）   
１０ ㈲植松電気 \65,217,500   
１１ ㈲大谷水道ポンプ \66,000,000   
１２     
契約予定金額 \66,409,200― （うち消費税及び地方消費税） \4,919,200― 

業者選定理由 
・淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者 
・建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）に基づく管工事業に係る建設
業の許可を受けていること 
・管工事に係る総合評定値Ｐが 650以上であること 
・淡路市内に本社・本店（支店開設実績１０年含む）を有すること 
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

ること 
 建設業法第２６条の規定により、本工事の工種の技術者を適正に配置できること 
 監理技術者にあっては、監理技術者資格証（管工事施工管理技士）及び監理技術者講習

終了証を有するものであること 
 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（資料の提出日以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係）があること 
 配置予定技術者は法に規定する営業所の専任技術者ではないこと 
履行場所    淡路市 岩屋・浅野神田・多賀 地内 
工期（履行期間）契約締結日から令和元年９月３０日 



淡路市 



淡路市 

開 札 結 果 表 

入札に付した事項 
淡教施第３２号 
淡路市立小学校空調設備設置工事（塩田・志筑小学校） 

入札・開札の日時 令和元年５月２１日 10時 10分 
入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター 
予定価格 最低制限価格 落札金額 

\66,355,200― \59,713,200― 

\55,440,000― 入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 
\61,440,000― \55,290,000― 

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 備考 
種別 金額 

１ ㈲森田電気設備 

免除 

辞退   
２ ㈱下土井 \54,000,000  失格 

３ ㈱ツダ \55,440,000  落札 

４ ハミーガス㈱ \55,000,000  失格 

５ ㈱出雲建設 \61,000,000   
６ カワノ設備工業㈱ \54,400,000  失格 

７ ㈱島脇電気商会 \57,600,000   
８ 太田土建㈱ 辞退(落札制限）   
９ ㈲松本住宅設備 辞退(落札制限）   
１０ ㈲植松電気 \56,354,000   
１１ ㈲大谷水道ポンプ \53,930,000  失格 

１２     
契約予定金額 \59,875,200― （うち消費税及び地方消費税） \4,435,200― 

業者選定理由 
・淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者 
・建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）に基づく管工事業に係る建設
業の許可を受けていること 
・管工事に係る総合評定値Ｐが 650以上であること 
・淡路市内に本社・本店（支店開設実績１０年含む）を有すること 
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

ること 
 建設業法第２６条の規定により、本工事の工種の技術者を適正に配置できること 
 監理技術者にあっては、監理技術者資格証（管工事施工管理技士）及び監理技術者講習

終了証を有するものであること 
 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（資料の提出日以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係）があること 
 配置予定技術者は法に規定する営業所の専任技術者ではないこと 
履行場所    淡路市 塩尾・志筑 地内 
工期（履行期間）契約締結日から令和元年９月３０日 



淡路市 



淡路市 

開 札 結 果 表 

入札に付した事項 
淡教施第３３号 
淡路市立小学校空調設備設置工事（中田・大町小学校） 

入札・開札の日時 令和元年５月２１日 10時 30分 
入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター 
予定価格 最低制限価格 落札金額 

\55,026,000― \49,518,000― 

\46,100,000― 入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 
\50,950,000― \45,850,000― 

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 備考 
種別 金額 

１ ㈲森田電気設備 

免除 

辞退   
２ ㈱下土井 \45,400,000  失格 

３ ㈱ツダ 辞退(落札制限）   
４ ハミーガス㈱ \47,000,000   
５ ㈱出雲建設 \51,000,000   
６ カワノ設備工業㈱ \46,100,000  落札 

７ ㈱島脇電気商会 \46,190,000   
８ 太田土建㈱ 辞退(落札制限）   
９ ㈲松本住宅設備 辞退(落札制限）   
１０ ㈲植松電気 \46,170,000   
１１ ㈲大谷水道ポンプ \45,800,000  失格 

１２     
契約予定金額 \49,788,000― （うち消費税及び地方消費税） \3,688,000― 

業者選定理由 
・淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者 
・建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）に基づく管工事業に係る建設
業の許可を受けていること 
・管工事に係る総合評定値Ｐが 650以上であること 
・淡路市内に本社・本店（支店開設実績１０年含む）を有すること 
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

ること 
 建設業法第２６条の規定により、本工事の工種の技術者を適正に配置できること 
 監理技術者にあっては、監理技術者資格証（管工事施工管理技士）及び監理技術者講習

終了証を有するものであること 
 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（資料の提出日以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係）があること 
 配置予定技術者は法に規定する営業所の専任技術者ではないこと 
履行場所    淡路市 中田・大町上 地内 
工期（履行期間）契約締結日から令和元年９月３０日 



淡路市 



淡路市 

開 札 結 果 表 

入札に付した事項 
淡教施第３５号 
淡路市立小学校空調設備設置工事（北淡・浦小学校） 

入札・開札の日時 令和元年５月２１日 10時 50分 
入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター 
予定価格 最低制限価格 落札金額 

\67,564,800― \60,804,000― 

\56,490,000― 入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 
\62,560,000― \56,300,000― 

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 備考 
種別 金額 

１ ㈲森田電気設備 

免除 

\52,450,000  失格 

２ ㈱下土井 \62,100,000   
３ ㈱ツダ 辞退(落札制限）   
４ ハミーガス㈱ \57,800,000   
５ ㈱出雲建設 \63,000,000   
６ カワノ設備工業㈱ 辞退(落札制限）   
７ ㈲宮田電気設備 \56,490,000  落札 

８ ㈱島脇電気商会 \56,740,000   
９ 太田土建㈱ 辞退(落札制限）   
１０ ㈲松本住宅設備 辞退(落札制限）   
１１ ㈲植松電気 \59,707,000   
１２ ㈲大谷水道ポンプ \61,800,000   
契約予定金額 \61,009,200― （うち消費税及び地方消費税） \4,519,200― 

業者選定理由 
・淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者 
・建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）に基づく管工事業に係る建設
業の許可を受けていること 
・管工事に係る総合評定値Ｐが 650以上であること 
・淡路市内に本社・本店（支店開設実績１０年含む）を有すること 
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

ること 
 建設業法第２６条の規定により、本工事の工種の技術者を適正に配置できること 
 監理技術者にあっては、監理技術者資格証（管工事施工管理技士）及び監理技術者講習

終了証を有するものであること 
 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（資料の提出日以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係）があること 
 配置予定技術者は法に規定する営業所の専任技術者ではないこと 
履行場所    淡路市 浅野神田・浦 地内 
工期（履行期間）契約締結日から令和元年９月３０日 



淡路市 



淡路市 

開 札 結 果 表 

入札に付した事項 
淡教施第３６号 
淡路市立小学校空調設備設置工事（多賀・一宮小学校） 

入札・開札の日時 令和元年５月２１日 11時 10分 
入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター 
予定価格 最低制限価格 落札金額 

\54,680,400― \49,204,800― 

\45,600,000― 入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 
\50,630,000― \45,560,000― 

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 備考 
種別 金額 

１ ㈲森田電気設備 

免除 

辞退   
２ ㈱下土井 \47,600,000   
３ ㈱ツダ 辞退(落札制限）   
４ ハミーガス㈱ \58,800,000   
５ ㈱出雲建設 \52,000,000   
６ カワノ設備工業㈱ 辞退(落札制限）   
７ ㈱島脇電気商会 \51,300,000   
８ 太田土建㈱ 辞退(落札制限）   
９ ㈲松本住宅設備 辞退(落札制限）   
１０ ㈲植松電気 \45,600,000  落札 

１１ ㈲大谷水道ポンプ \51,700,000   
１２     
契約予定金額 \49,248,000― （うち消費税及び地方消費税） \3,648,000― 

業者選定理由 
・淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者 
・建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）に基づく管工事業に係る建設
業の許可を受けていること 
・管工事に係る総合評定値Ｐが 650以上であること 
・淡路市内に本社・本店（支店開設実績１０年含む）を有すること 
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

ること 
 建設業法第２６条の規定により、本工事の工種の技術者を適正に配置できること 
 監理技術者にあっては、監理技術者資格証（管工事施工管理技士）及び監理技術者講習

終了証を有するものであること 
 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（資料の提出日以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係）があること 
 配置予定技術者は法に規定する営業所の専任技術者ではないこと 
履行場所    淡路市 多賀・北山 地内 
工期（履行期間）契約締結日から令和元年９月３０日 



淡路市 



淡路市 

開 札 結 果 表 

入札に付した事項 
淡教施第３７号 
淡路市立小学校空調設備設置工事（学習小学校） 

入札・開札の日時 令和元年５月２１日 11時 30分 
入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター 
予定価格 最低制限価格 落札金額 

\58,320,000― \52,488,000― 

\48,750,000― 入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 
\54,000,000― \48,600,000― 

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 備考 
種別 金額 

１ ㈲森田電気設備 

免除 

\47,960,000  失格 

２ ㈱下土井 \48,300,000  失格 

３ ㈱ツダ 辞退(落札制限）   
４ ハミーガス㈱ \46,430,000  失格 

５ ㈱出雲建設 \48,750,000  落札 

６ カワノ設備工業㈱ 辞退(落札制限）   
７ ㈲宮田電気設備 辞退(落札制限）   
８ ㈱島脇電気商会 辞退   
９ 太田土建㈱ 辞退(落札制限）   
１０ ㈲松本住宅設備 辞退(落札制限）   
１１ ㈲植松電気 辞退(落札制限）   
１２ ㈲大谷水道ポンプ \45,600,000  失格 

契約予定金額 \52,650,000― （うち消費税及び地方消費税） \3,900,000― 

業者選定理由 
・淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者 
・建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）に基づく管工事業に係る建設
業の許可を受けていること 
・管工事に係る総合評定値Ｐが 650以上であること 
・淡路市内に本社・本店（支店開設実績１０年含む）を有すること 
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事の現場に専任で配置でき

ること 
 建設業法第２６条の規定により、本工事の工種の技術者を適正に配置できること 
 監理技術者にあっては、監理技術者資格証（管工事施工管理技士）及び監理技術者講習

終了証を有するものであること 
 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（資料の提出日以前に 3 ヶ月
以上の雇用関係）があること 
 配置予定技術者は法に規定する営業所の専任技術者ではないこと 
履行場所    淡路市 久留麻 地内 
工期（履行期間）契約締結日から令和元年９月３０日 



淡路市 


