
（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 3,142,000

2 免除 3,250,000

3 免除 2,808,000

4 免除 3,100,000

5 免除 3,500,000

6 免除 2,810,000

7 免除 -

8 免除 -

トヨタデンキ㈱

㈱藤井 辞退

小畠水道㈱ 辞退

㈱滝本 落札

栄新商事㈱

㈱南淡路建設

番号 入札者氏名 備　　考

福田産業㈲

松本伊㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

農振林道第2号 阿万東町　地内 令和3年度　林道初石線　舗装新設工事

3,088,800

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

3,003,000 2,730,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26日

9時30分

本館3階　304会議室

3,446,300 3,133,000 2,808,000 280,800



（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 2,300,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 1,680,000

6 免除 1,590,000

7 免除 2,050,000

8 免除 -

㈲木下工務店 落札

西久保設備

泉ガス㈱ 辞退

㈱斉藤建設 辞退

辻設備工業 辞退

㈲瑞井

番号 入札者氏名 備　　考

㈱生垣電興社 辞退

向建設㈱

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

1,749,000 1,590,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,992,100 1,811,000 1,590,000 159,000 1,749,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26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 1,500,000

7 免除 -

8 免除 -

森建土木㈱ 落札

㈲木下工務店 辞退

泉ガス㈱ 辞退

㈱斉藤建設 辞退

㈱井添工務店 辞退

㈲戎榎本建設 失格（不着）

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設 辞退

㈱楠木建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第9号 北阿万伊賀野　地内 （普）稲田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

1,573,000 1,430,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,758,900 1,599,000 1,500,000 150,000 1,650,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26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 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 1,460,000 -

不調により入札取止
（第２回入札において入札参加者が全
者失格のため）

㈲田中機械店 辞退

マツモト産業㈱ 失格（不着）

森建土木㈱ 失格（第２回入札不着）

第一電工㈱ 辞退

㈱カネイ 辞退

㈱ICHI 失格（不着）

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設 辞退

㈱松野建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第2号
市小井・市善光寺・市
十一ケ所　地内

三原川堤防線舗装修繕工事

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　304会議室

- - 不調 不調 不調

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26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 2,200,000

2 免除 2,300,000

3 免除 2,500,000

4 免除 2,600,000

5 免除 2,100,000

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 落札

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱地測

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第3号 榎列大榎列他　地内 大榎列古長田線他　道路交通量調査・設計業務

2,310,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,551,000 1,410,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26日

9時50分

本館3階　304会議室

2,596,000 2,360,000 2,100,000 210,000



（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 1,390,000

2 免除 2,300,000

3 免除 1,340,000

4 免除 1,540,000

5 免除 2,200,000

近畿測量㈱ 落札

淡路測量設計㈱

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

合特第4号 神代國衙　地内 神代3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

1,408,000 1,280,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

2,348,500 2,135,000 1,340,000 134,000 1,474,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26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 5,800,000

2 免除 5,400,000

3 免除 5,600,000

4 免除 5,650,000

5 免除 5,680,000

6 免除 5,800,000

7 免除 5,900,000

8 免除 5,700,000

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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱
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㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第3-4号 広田中筋 片山下池実施計画（ため池廃止）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

4,125,000 3,750,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

6,881,600 6,256,000 5,400,000 540,000 5,940,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26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 5,400,000

2 免除 5,480,000

3 免除 5,650,000

4 免除 5,680,000

5 免除 5,680,000

6 免除 5,800,000

7 免除 5,900,000

8 免除 5,800,000

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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱
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㈱ 落札

淡路測量設計㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第3-5号 倭文土井 黒岩池実施計画（ため池廃止）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

4,070,000 3,700,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

6,787,000 6,170,000 5,400,000 540,000 5,940,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26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 680,000

2 免除 800,000

3 免除 420,000

4 免除 1,000,000

5 免除 -

社家一級建築士事務所 落札

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

角所一級建築士設計事務所

工事番号 場　　所 工　事　名

商観委第3-18号
八木養宜上1401番地（淡路
ファームパークイングランド
の丘）

淡路ファームパークイングランドの丘高圧ケーブル更新工事設計監理業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

407,000 370,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

695,200 632,000 420,000 42,000 462,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月26日

10時10分


