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開　札　結　果　表

入札に付した事項
淡建計第55号

令和４年度　市道長沢興隆寺連絡線　道路改良工事（１工区）

入札・開札の日時 令和4年 8月 19日 9時15分

¥105,500,000－ ¥94,950,000－

入札者氏名 第１回入札金額 再入札金額 備考

入札・開札の場所 淡路市役所２号館３階大会議室４

予定価格 最低制限価格 落札金額

¥116,050,000－ ¥104,445,000－

¥94,950,000－入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格

籔淵建設（株） ¥94,950,000-

（株）生穂建設 ¥94,950,000-

（株）森長組　津名支店 辞退

（株）水谷建設 ¥95,020,000-

津名土木（株） ¥95,090,000-

（有）松本住宅設備 ¥94,950,000-

飯田建設（株） 辞退

（株）八嶋組 ¥94,950,000-

（株）下土井 ¥94,900,000- 失格

淡路土建（株）淡路支店 ¥94,950,000- 落札(くじ)

折田建設（株） ¥94,950,000-

（株）芝床建設 ¥94,950,000-

（株）長尾工業 ¥94,950,000-

（株）平松組 ¥94,500,000- 失格

（株）出雲建設 ¥94,950,000-

常盤興業（株） ¥94,950,000-

全淡建設（株）津名支店 ¥94,950,000-

（株）アメニティー・カンパニー　淡路営業所 ¥94,930,000- 失格

（株）藤岡組 ¥94,950,000-

（有）ニオカ建設 ¥93,900,000- 失格

（株）森下建設 ¥94,950,000-

光洋建設（株）　淡路営業所 ¥95,100,000-

北淡路産業（株） ¥94,950,000-

原田鉄工（株） ¥94,950,000-

（株）岩田建設 ¥94,950,000-

契約予定金額 ¥104,445,000－ (うち消費税及び地方消費税) ¥9,495,000－

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）に基づく土木工事業に係る特定建設
業の許可を受けていること。
土木一式工事に係る法第２７条の２９第１項の規定による総合評定値Ｐが８００以上であること
（有効期限１年７か月以内、直近の値）。
淡路市内に、建設業の許可を受けた主たる営業所（本社・本店・１０年以上継続して営業実績のあ
る支店を含む。）を有し、当該事業所が有資格者名簿に登録されていること。

淡路市　長沢　地内

契約締結日から 令和5年 3月 27日 

太田土建（株）淡路支店 ¥94,990,000-

（株）ツダ ¥95,100,000-

淡路市
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開　札　結　果　表

入札に付した事項
淡建計第70号

令和４年度　市道長沢興隆寺連絡線　道路改良工事（２工区）

入札・開札の日時 令和4年 8月 19日 9時30分

¥103,590,000－ ¥93,230,000－

入札者氏名 第１回入札金額 再入札金額 備考

入札・開札の場所 淡路市役所２号館３階大会議室４

予定価格 最低制限価格 落札金額

¥113,949,000－ ¥102,553,000－

¥93,230,000－入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格

籔淵建設（株） ¥93,230,000-

（株）生穂建設 ¥93,230,000-

（株）森長組　津名支店 辞退

（株）水谷建設 ¥93,230,000-

津名土木（株） ¥93,390,000-

（有）松本住宅設備 ¥93,230,000-

飯田建設（株） 辞退

（株）八嶋組 ¥93,230,000-

（株）下土井 ¥93,230,000-

淡路土建（株）淡路支店 無効

折田建設（株） ¥93,230,000-

（株）芝床建設 ¥93,230,000-

（株）長尾工業 ¥93,230,000-

（株）平松組 ¥92,640,000- 失格

（株）出雲建設 ¥92,900,000- 失格

常盤興業（株） ¥93,230,000-

全淡建設（株）津名支店 ¥93,230,000-

（株）アメニティー・カンパニー　淡路営業所 ¥93,230,000-

（株）藤岡組 ¥93,230,000-

（有）ニオカ建設 ¥92,210,000- 失格

（株）森下建設 ¥93,230,000- 落札(くじ)

光洋建設（株）　淡路営業所 ¥93,400,000-

北淡路産業（株） ¥93,230,000-

原田鉄工（株） ¥93,230,000-

（株）岩田建設 ¥93,230,000-

契約予定金額 ¥102,553,000－ (うち消費税及び地方消費税) ¥9,323,000－

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）に基づく土木工事業に係る特定建設
業の許可を受けていること。
土木一式工事に係る法第２７条の２９第１項の規定による総合評定値Ｐが８００以上であること
（有効期限１年７か月以内、直近の値）。
淡路市内に、建設業の許可を受けた主たる営業所（本社・本店・１０年以上継続して営業実績のあ
る支店を含む。）を有し、当該事業所が有資格者名簿に登録されていること。

淡路市　長沢・野田尾・興隆寺　地内

契約締結日から 令和5年 3月 27日 

太田土建（株）淡路支店 ¥93,230,000-

（株）ツダ ¥93,390,000-

淡路市
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開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡下施第4018号

管渠布設工事（育波地区第５工区）

入札・開札の日時 令和4年 8月 19日 9時45分

¥47,780,000－ ¥43,010,000－

入札者氏名 第１回入札金額 再入札金額 備考

入札・開札の場所 淡路市役所２号館３階大会議室４

予定価格 最低制限価格 落札金額

¥52,558,000－ ¥47,311,000－

¥43,060,000－入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格

飯田建設（株） ¥42,800,000- 失格

（株）八嶋組 ¥43,000,000- 失格

（株）水谷建設 辞退

籔淵建設（株） ¥42,880,000- 失格

（株）芝床建設 不着

（株）下土井 ¥50,000,000-

津名土木（株） 辞退

（有）松本住宅設備 ¥42,710,000- 失格

（有）ニオカ建設 辞退

（株）アメニティー・カンパニー　淡路営業所 ¥43,200,000-

（株）出雲建設 辞退

常盤興業（株） 辞退

（株）森下建設 ¥47,000,000-

（株）岩田建設 ¥43,150,000-

北淡路産業（株） ¥43,060,000- 落札

原田鉄工（株） 辞退

（入札参加資格）
淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）に基づく土木工事に係る建設業の許可を
受けていること。
土木一式工事に係る総合評定値Ｐが800以上949以下であること。
淡路市内に、建設業の許可を受けた主たる営業所（本社・本店・１０年以上継続して営業実績のあ
る支店を含む。）を有し、当該営業所が有資格者名簿に登録されていること。

淡路市　育波　地内

契約締結日から 令和5年 2月 24日 

契約予定金額 ¥47,366,000－ (うち消費税及び地方消費税) ¥4,306,000－

淡路市
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開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡下施第4011号

管渠布設工事（統廃合第５工区）

入札・開札の日時 令和4年 8月 19日 10時15分

¥74,130,000－ ¥66,720,000－

入札者氏名 第１回入札金額 再入札金額 備考

入札・開札の場所 淡路市役所２号館３階大会議室４

予定価格 最低制限価格 落札金額

¥81,543,000－ ¥73,392,000－

¥66,800,000－入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格

飯田建設（株） ¥66,610,000- 失格

（株）八嶋組 ¥66,650,000- 失格

（株）水谷建設 辞退

籔淵建設（株） ¥66,570,000- 失格

（株）芝床建設 ¥74,000,000-

（株）下土井 ¥68,000,000-

津名土木（株） 辞退

（有）松本住宅設備 ¥66,500,000- 失格

（株）長尾工業 辞退

（有）ニオカ建設 辞退

（株）出雲建設 辞退

常盤興業（株） 辞退

（株）森下建設 ¥80,000,000-

光洋建設（株）　淡路営業所 ¥79,800,000-

（株）アメニティー・カンパニー　淡路営業所 ¥66,800,000- 落札

北淡路産業（株） ¥66,700,000- 失格

（株）岩田建設 ¥66,540,000- 失格

（株）ツダ ¥73,000,000-

（入札参加資格）
淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）に基づく土木工事に係る特定建設業の許
可を受けていること。
土木一式工事に係る総合評定値Ｐが800以上949以下であること。
淡路市内に、建設業の許可を受けた主たる営業所（本社・本店・１０年以上継続して営業実績のあ
る支店を含む。）を有し、当該営業所が有資格者名簿に登録されていること。

淡路市　木曽下　地内ほか

契約締結日から 令和5年 2月 24日 

契約予定金額 ¥73,480,000－ (うち消費税及び地方消費税) ¥6,680,000－

淡路市
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開　札　結　果　表

入札に付した事項

淡下施第4015号

淡路市汚水処理設備修繕工事

入札・開札の日時 令和4年 8月 19日 10時30分

¥56,360,000－ ¥50,720,000－

入札者氏名 第１回入札金額 再入札金額 備考

入札・開札の場所 淡路市役所２号館３階大会議室４

予定価格 最低制限価格 落札金額

¥61,996,000－ ¥55,792,000－

¥56,000,000－入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格

神鋼環境メンテナンス（株） ¥56,000,000- 落札

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）に基づく機械器具設置工事業に係る
建設業の許可を受けていること。
 機械器具設置工事に係る法第２７条の２９第１項の規定による総合評定値Ｐが８００以上である
こと（有効期限１年７か月以内、直近の値）。
 兵庫県内に、建設業の許可を受けた営業所を有し、当該営業所が有資格者名簿に登録されている
こと。

淡路市内

契約締結日から 令和5年 2月 28日 

契約予定金額 ¥61,600,000－ (うち消費税及び地方消費税) ¥5,600,000－

淡路市


