
（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 4,900,000

2 免除 4,150,000

3 免除 5,100,000

4 免除 5,100,000

5 免除 5,500,000

6 免除 5,200,000

7 免除 5,000,000

8 免除 -

9 免除 4,826,000

10 免除 -

㈱ジオテクノ関西

㈱アコード 神戸営業所 辞退

㈱パスコ 神戸支店

㈱島田組 神戸営業所

㈱文化財サービス 辞退

安西工業㈱

㈱地域文化財研究所

橋本技術㈱ 大阪営業所

番号 入札者氏名 備　　考

㈱アクセス 兵庫営業所

㈱イビソク 兵庫営業所 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

埋文第21号 福良丙地内 道の駅うずしお自転車道整備に伴う記録保存調査業務

4,565,000

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）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月24日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 4,150,000 415,000



（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 5,100,000

2 免除 5,140,000

3 免除 5,250,000

4 免除 5,200,000

5 免除 6,300,000

6 免除 4,200,000

7 免除 5,000,000

8 免除 -

9 免除 5,273,000

10 免除 -

㈱ジオテクノ関西

㈱アコード 神戸営業所 辞退

㈱パスコ 神戸支店 落札

㈱島田組 神戸営業所

㈱文化財サービス 辞退

安西工業㈱

㈱地域文化財研究所

橋本技術㈱ 大阪営業所

番号 入札者氏名 備　　考

㈱アクセス 兵庫営業所

㈱イビソク 兵庫営業所

工事番号 場　　所 工　事　名

埋文第22号 福良丙地内 令和3年度　門崎砲台跡地下探査業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

- - 4,200,000 420,000 4,620,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月24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 9,200,000

5 免除 8,700,000

不調により入札取止
（入札参加者が全者辞退または失格の
ため）

太田土建㈱ 辞退

栄和興業㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱堀川忠義商店 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退

全淡建設㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第3-44号 神代社家623-1 さんゆ～館第2泉源ポンプ入替工事

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9月24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 5,150,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 6,530,000

6 免除 5,820,000

7 免除 -

第一電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈲田中機械店 辞退

トヨタデンキ㈱ 辞退

㈱藤井 辞退

㈱鯉森電工 落札

番号 入札者氏名 備　　考

藤原電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱堀川忠義商店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第3-42号
北阿万筒井1509-1
（ゆーぷる）　外

ゆーぷる・さんゆ～館浴室排煙オペレーター修繕工事

7,183,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

6,655,000 6,050,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月24日

9時45分

本館3階　304会議室

7,405,200 6,732,000 6,530,000 653,000



（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 2,400,000

2 免除 2,650,000

3 免除 2,200,000

4 免除 2,600,000

5 免除 -

6 免除 2,600,000

7 免除 -

西久保設備 くじ

淡路清掃㈱ 失格（不着）

トヨタデンキ㈱ 失格（最低制限価格未満）

第一電工㈱ くじ　落札

向江建設㈱ 失格（不着）

番号 入札者氏名 備　　考

福田産業㈲ 失格（最低制限価格未満）

㈱滝本

工事番号 場　　所 工　事　名

西社第3-2号
西淡社会教育センター
（松帆古津路970-1）

西淡社会教育センター下水道接続工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,827,000 2,570,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

3,144,900 2,859,000 2,600,000 260,000 2,860,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月24日

9時50分


