
請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥9,570,000 ¥8,700,000 - -

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 ¥8,700,000 落札

2 ¥20,060,000

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

履行場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥870,000契約予定金額 ¥9,570,000

㈱エイト日本技術開発 神戸支店契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前９時30分～

備考入　札　者

洲本市　千草外　地内

日本工営㈱ 神戸事務所

㈱エイト日本技術開発 神戸支店

¥18,141,000

入札結果及び契約内容についての公表

¥19,955,100

企洲サ（委）第７号委託番号

竹原ダム外照査用地震動作成業務委託

１　入札の結果

委託業務名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時



請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥6,600,000 ¥6,000,000 - -

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 ¥6,000,000 落札

2 ¥10,270,000

3 ¥10,700,000

4 ¥14,730,000

5 - 辞退

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

履行場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥600,000

入札結果及び契約内容についての公表

¥13,783,000

企南サ（委）第10号委託番号

大鳴門橋周辺環境整備事業水道基本設計業務委託

１　入札の結果

委託業務名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時

契約予定金額 ¥6,600,000

日本技術サービス㈱契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前９時50分～

備考入　札　者

南あわじ市　阿那賀・福良　地内

㈱相互設計事務所

㈱ニュージェック 兵庫事業所

日本技術サービス㈱

¥12,530,000

㈱アクアプランニング 兵庫営業所

㈱西日本技術コンサルタント 神戸営業所



請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥5,500,000 ¥5,000,000 - -

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 ¥5,000,000 落札

2 ¥8,960,000

3 ¥10,550,000

4 ¥13,000,000

5 - 辞退

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

履行場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥500,000

入札結果及び契約内容についての公表

¥13,497,000

企南サ（委）第12号委託番号

生子浄水場場内整備詳細設計業務委託

１　入札の結果

委託業務名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時

契約予定金額 ¥5,500,000

日本技術サービス㈱契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前10時10分～

備考入　札　者

南あわじ市　賀集生子　地内

㈱相互設計事務所

㈱ニュージェック 兵庫事業所

日本技術サービス㈱

¥12,270,000

㈱アクアプランニング 兵庫営業所

㈱西日本技術コンサルタント 神戸営業所



請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥10,175,000 ¥9,250,000 ¥10,021,000 ¥9,110,000

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 ¥8,600,000 失格

2 ¥10,900,000

3 ¥9,700,000

4 ¥9,250,000 落札

5 ¥10,000,000

6 ¥10,600,000

7 ¥8,470,000 失格

8 ¥10,580,000

9 ¥9,580,000

10 - 辞退

11 ¥10,300,000

12 - 辞退

13 ¥8,840,000 失格

14 ¥11,000,000

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

工事場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥925,000

入札結果及び契約内容についての公表

¥11,418,000

企本工（工）第9号工事番号

一宮調整池次亜注入設備更新工事

１　入札の結果

工事名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前10時30分～

淡路市　遠田　地内

藤原電工㈱

㈱国益電業社

㈲宮田電気設備

¥10,380,000

小畠水道㈱

㈱谷電気

ハミーガス㈱

㈱島脇電気商会

㈲森田電気設備

中村電工㈱

正木電工㈱

備考入　札　者

㈱堀川忠義商店

太田土建㈱

㈱滝本

全淡建設㈱

契約予定金額 ¥10,175,000

小畠水道㈱契約の相手方



請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥17,028,000 ¥15,480,000 ¥16,764,000 ¥15,240,000

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 - 辞退

2 ¥15,480,000 落札

3 ¥16,800,000

4 ¥15,200,000 失格

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

工事場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥1,548,000契約予定金額 ¥17,028,000

㈱堀川忠義商店契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前10時50分～

備考入　札　者

南あわじ市　阿那賀　地内

㈱福右衛門

㈱堀川忠義商店

㈱滝本

¥17,350,000

㈲イザナギ開発

入札結果及び契約内容についての公表

¥19,085,000

企南サ（工）第1号工事番号

阿那賀配水管更新工事（県道水管橋）

１　入札の結果

工事名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時



請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥14,960,000 ¥13,600,000 ¥14,454,000 ¥13,140,000

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 ¥13,600,000 落札

2 ¥16,500,000

3 ¥15,500,000

4 ¥16,700,000

5 ¥16,920,000

6 ¥18,840,000

7 - 辞退

8 ¥14,100,000

9 ¥18,380,000

10 ¥17,500,000

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

工事場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥1,360,000契約予定金額 ¥14,960,000

㈱国益電業社契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前11時10分～

備考入　札　者

洲本市　安乎町平安浦外　地内

小畠水道㈱

藤原電工㈱

㈱国益電業社

¥14,900,000

㈱谷電気

㈲森田電気設備

入札結果及び契約内容についての公表

¥16,390,000

企洲サ（工）第5号工事番号

平安浦配水池外流量計及び水位計測機器更新工事

１　入札の結果

工事名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時

中村電工㈱

正木電工㈱

㈱堀川忠義商店

㈱滝本

全淡建設㈱



請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥9,350,000 ¥8,500,000 ¥9,119,000 ¥8,290,000

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 ¥9,000,000

2 ¥9,550,000

3 ¥9,300,000

4 ¥9,880,000

5 ¥10,085,000

6 - 辞退

7 ¥8,500,000 落札

8 - 辞退

9 ¥9,430,000

10 ¥10,800,000

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

工事場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥850,000契約予定金額 ¥9,350,000

㈱堀川忠義商店契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前11時30分～

備考入　札　者

南あわじ市　阿万上町　地内

㈱谷電気

小畠水道㈱

藤原電工㈱

¥9,450,000

㈲森田電気設備

中村電工㈱

入札結果及び契約内容についての公表

¥10,395,000

企本工（工）第10号工事番号

南淡浄水場原水水質計器他更新工事

１　入札の結果

工事名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時

正木電工㈱

㈱堀川忠義商店

太田土建㈱

㈱滝本

全淡建設㈱



請負金額 入札書記載価格 最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格

¥43,725,000 ¥39,750,000 ¥43,703,000 ¥39,730,000

入 札 価 格　（円） 再入札価格（円） 随意契約（見積額）

第１回目 第２回目 （税抜／円）

1 ¥39,000,000 失格

2 ¥39,750,000 落札

3 ¥40,080,000

4 ¥40,400,000

5 ¥39,300,000 失格

6 ¥38,790,000 失格

7 ¥39,230,000 失格

8 ¥39,670,000 失格

9 ¥40,300,000

10 ¥38,690,000 失格

11 ¥35,280,000 失格

12 ¥40,900,000

13 ¥40,500,000

　上記落札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

２　契約内容

工事場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥3,975,000

㈱水谷建設

㈱出雲建設

ルートコンストラクション㈱

㈱楠組

㈱岩田建設

籔淵建設㈱

㈱南淡路建設

北淡路産業㈱

入札結果及び契約内容についての公表

¥49,489,000

企淡サ（工）第4号工事番号

志筑連東線水道管布設替工事

１　入札の結果

工事名

入札・開札の場所

入札書比較価格

入札・開札の日時

契約予定金額 ¥43,725,000

小畠水道㈱契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年7月19日(火)　午前11時50分～

備考入　札　者

淡路市　志筑　地内

㈱くらしコーポレーション

小畠水道㈱

㈱長尾工業

¥44,990,000

㈲ニオカ建設

㈱尾田建設


