
（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 3,800,000

6 免除 3,600,000

7 免除 -

8 免除 3,690,000

㈱鯉森電工 落札

正木電工㈱ 辞退

㈱長谷園

山岡水道工業㈱ 辞退

㈱岡本建設工業 辞退

近江建設

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝川工務店 辞退

トヨタデンキ㈱ 失格（不着）

工事番号 場　　所 工　事　名

農振林道第1号 中条中筋　地内 令和3年度　東谷入口橋他　橋梁補修工事

3,960,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

3,586,000 3,260,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

9時30分

本館3階　301会議室

4,169,000 3,790,000 3,600,000 360,000



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 1,520,000

7 免除 -

8 免除 2,200,000 2,100,000

不落により入札打切

㈲瑞井 失格（最低制限価格未満）

㈲木下工務店 無効（内訳書：入札を無効とする基準④）

西久保設備

㈱楠木建設 辞退

㈱ICHI 失格（不着）

森建土木㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

福岡建設 辞退

㈱生垣電興社 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第8号 福良甲（向谷）　地内 （普）向谷川堆積土砂撤去工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

- - 不落 不落 不落

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

9時35分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 5,291,000

7 免除 6,100,000

8 免除 5,200,000

近江建設

㈱鯉森電工

㈱カネイ 落札

㈱長浜工務店 失格（不着）

㈱藤井 失格（不着）

船越工務店㈱ 失格（不着）

番号 入札者氏名 備　　考

山岡水道工業㈱ 辞退

㈱松野建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

ため廃第3-1号 倭文土井　地内 南-2136廃止工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

5,665,000 5,150,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

6,481,200 5,892,000 5,200,000 520,000 5,720,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

9時40分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 21,000,000

2 免除 19,450,000

3 免除 18,000,000

4 免除 19,200,000

5 免除 21,500,000

6 免除 17,980,000

7 免除 19,000,000

8 免除 18,400,000

9 免除 19,000,000

10 免除 19,300,000

11 免除 19,200,000

㈱エンタコンサルタント
神戸支店

㈱サンコム

ＮＴＣコンサルタンツ㈱
兵庫営業所

キタイ設計㈱ 西日本支社 落札

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

㈱エース 兵庫営業所

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱兵庫コンサルタント

㈱ウエスコ 淡路営業所

番号 入札者氏名 備　　考

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第3-1号 志知南 家山新池・家山奥池調査設計策定業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

12,694,000 11,540,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

21,167,300 19,243,000 17,980,000 1,798,000 19,778,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

9時45分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 16,000,000

2 免除 14,900,000

3 免除 14,500,000

4 免除 15,400,000

5 免除 14,900,000

6 免除 15,000,000

7 免除 15,200,000

8 免除 14,950,000

9 免除 15,000,000

10 免除 14,800,000

11 免除 15,000,000

㈱エンタコンサルタント
神戸支店

㈱サンコム

ＮＴＣコンサルタンツ㈱
兵庫営業所

キタイ設計㈱ 西日本支社

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

㈱エース 兵庫営業所

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 落札

㈱兵庫コンサルタント

㈱ウエスコ 淡路営業所

番号 入札者氏名 備　　考

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第3-2号 八木馬回 大門池調査設計策定業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

10,230,000 9,300,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

17,050,000 15,500,000 14,500,000 1,450,000 15,950,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

9時50分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 4,200,000

2 免除 6,222,000

3 免除 4,700,000

4 免除 4,830,000

5 免除 5,000,000

6 免除 5,000,000

7 免除 4,700,000

8 免除 4,700,000

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

㈱GEOソリューションズ

㈱エイテック 西日本支社

国際航業㈱ 兵庫支店

朝日航洋㈱ 神戸支店

キタイ設計㈱ 西日本支社

番号 入札者氏名 備　　考

㈱パスコ 神戸支店 落札

アジア航測㈱ 神戸支店

工事番号 場　　所 工　事　名

農整ほ測第3-1号 賀集地内 令和3年度　地形図作成業務（賀集地区）

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

3,058,000 2,780,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

5,109,500 4,645,000 4,200,000 420,000 4,620,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

9時55分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 19,700,000

2 免除 18,000,000

3 免除 19,350,000

4 免除 19,240,000

5 免除 19,200,000

6 免除 20,940,000

7 免除 19,250,000

8 免除 19,500,000

9 免除 19,000,000

10 免除 -

内外エンジニアリング㈱
神戸営業所

㈱修成建設コンサルタント
兵庫事務所 辞退

国際航業㈱ 兵庫支店

㈱エイト日本技術開発 神戸支店

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

㈱西播設計 淡路営業所

大日本コンサルタント㈱
神戸営業所

㈱パスコ 神戸支店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱上智 あわじ支店

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

道整交第1号
八木入田・八木養宜中
地内

大榎列古長田線・八木2号線　測量設計調査業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

12,507,000 11,370,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

20,859,300 18,963,000 18,000,000 1,800,000 19,800,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

10時00分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 1,600,000

2 免除 2,100,000

3 免除 1,140,000

4 免除 1,110,000

5 免除 1,800,000

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

番号 入札者氏名 備　　考

㈱タクト測量

㈱地測

工事番号 場　　所 工　事　名

単委道第1号 賀集立川瀬他　地内 賀集75号線他　測量設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,133,000 1,030,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,905,200 1,732,000 1,110,000 111,000 1,221,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

10時05分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 4,500,000

2 免除 4,880,000

3 免除 3,720,000

4 免除 4,300,000

5 免除 4,350,000

6 免除 4,500,000

7 免除 4,450,000

8 免除 4,400,000

9 免除 4,800,000ニチレキ 兵庫営業所

㈱オオバ 神戸営業所

㈱日本インシーク 神戸支社

㈱エイテック 西日本支社

㈱パスコ 神戸支店 落札

国際航業㈱ 兵庫支店

朝日航洋㈱ 神戸支店

番号 入札者氏名 備　　考

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

大日本コンサルタント㈱
神戸営業所

工事番号 場　　所 工　事　名

防安委第3-1号 南あわじ市内 令和2年度繰　南あわじ市路面性状調査

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,981,000 2,710,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

4,985,200 4,532,000 3,720,000 372,000 4,092,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

10時10分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 17,000,000

2 免除 10,290,000

3 免除 16,820,000

4 免除 18,200,000

5 免除 13,480,000

6 免除 17,200,000

7 免除 13,650,000

8 免除 15,000,000

9 免除 15,200,000

10 免除 17,145,000

㈱日本インシーク 神戸支社

㈱綜合技術コンサルタント
神戸事務所

八千代エンジニヤリング㈱
兵庫事務所

㈱オオバ 神戸営業所

開発虎ノ門コンサルタント㈱
兵庫営業所

セントラルコンサルタント㈱
兵庫営業所

中央復建コンサルタンツ㈱
神戸支社

㈱日建技術コンサルタント
神戸事務所

番号 入札者氏名 備　　考

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

大日本コンサルタント㈱
神戸営業所 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

道メ委第3-1号 中条中筋地内外 令和2年度繰　橋梁補修設計業務（橋梁長寿命化修繕計画事業）

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

11,308,000 10,280,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

18,859,500 17,145,000 10,290,000 1,029,000 11,319,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月19日

10時15分


