
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

¥12,144,000 ¥11,040,000 ¥10,747,000 ¥9,770,000

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 ¥16,600,000 辞退

2 ¥14,740,000 ¥11,040,000 落札

3 - - 辞退

4 ¥15,900,000 不着

5 - - 辞退

6 ¥16,950,000 辞退

7 - - 辞退

8 ¥15,000,000 辞退

9 ¥12,610,000 ¥12,000,000

10 ¥13,320,000 不着

11 ¥15,000,000 辞退

12 ¥14,490,000 辞退

13 ¥14,100,000 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

工事場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥1,104,000契約予定金額 ¥12,144,000

㈱滝本契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年8月22日(月)　午前９時30分～

備考入　札　者

南あわじ市　神代浦壁　地内

太田土建㈱

㈱滝本

全淡建設㈱

¥11,130,000

栄和興業㈱

㈱南淡路建設

入札結果及び契約内容についての公表

¥12,243,000

企本工（工）第11号工事番号

三原浄水場空調設備更新工事

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

小畠水道㈱

藤原電工㈱

㈱国益電業社

㈱堀川忠義商店

㈱下土井

正木電工㈱

㈱みどり電設工業

㈲森田電気設備



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

¥22,242,000 ¥20,220,000 ¥22,154,000 ¥20,140,000

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 ¥23,350,000

2 ¥23,309,000

3 - 辞退

4 - 辞退

5 - 辞退

6 ¥20,220,000 落札

7 ¥23,000,000

　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） ¥2,022,000契約予定金額 ¥22,242,000

㈱くらしコーポレーション契約の相手方

淡路広域水道企業団　三原浄水場

予定価格

令和4年8月22日(月)　午前9時50分～

備考入　札　者

洲本市　五色町鳥飼上　地内

㈱南淡路建設

ルートコンストラクション㈱

㈱アメニティー・カンパニー

¥22,900,000

㈱福右衛門

㈱尾田建設

㈱くらしコーポレーション

小畠水道㈱

入札結果及び契約内容についての公表

¥25,190,000

企洲サ（工）第8号工事番号

鳥飼水源導水管布設替工事

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



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

¥15,840,000 ¥14,400,000 ¥15,004,000 ¥13,640,000

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 ¥13,100,000 - 失格

3 ¥24,080,000 辞退

4 ¥16,100,000 ¥14,400,000 落札

5 ¥24,530,000 辞退

6 ¥23,000,000 辞退

7 ¥23,800,000 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

工事場所

（うち消費税及び地方消費税） ¥1,440,000

ハミーガス㈱

㈲イザナギ開発

入札結果及び契約内容についての公表

¥17,017,000

企淡サ（工）第1号工事番号

久留麻浄水場ろ材等更新工事

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

契約予定金額 ¥15,840,000

カワノ設備工業㈱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8月22日(月)　午前10時10分～

備考入　札　者

淡路市　久留麻　地内

㈱南淡路建設

㈱滝本

㈱アメニティー・カンパニー

¥15,470,000

カワノ設備工業㈱

㈱尾田建設



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

¥19,800,000 ¥18,000,000 ¥19,602,000 ¥17,820,000

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 ¥18,650,000

2 ¥19,800,000

3 ¥18,670,000

4 - 辞退

5 ¥18,000,000 落札

6 ¥20,200,000

7 ¥21,480,000

8 ¥18,950,000

9 ¥17,500,000 失格

10 ¥18,800,000

11 ¥18,600,000

　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） ¥1,800,000契約予定金額 ¥19,800,000

㈱堀川忠義商店契約の相手方 南あわじ市　阿万上町　地内

入札結果及び契約内容についての公表

¥22,165,000

企南サ（工）第2号工事番号

上町・潮美台配水池配水流量計更新工事

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

¥20,150,000

令和4年8月22日(月)　午前10時30分～

藤原電工㈱

備考入　札　者

㈱国益電業社

㈱堀川忠義商店

正木電工㈱

㈲森田電気設備

㈱谷電気

小畠水道㈱

㈱滝本

光洋建設㈱

全淡建設㈱

太田土建㈱



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

¥20,295,000 ¥18,450,000 ¥19,305,000 ¥17,550,000

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 ¥19,700,000

2 ¥19,500,000

3 ¥22,080,000

4 ¥26,000,000

5 ¥19,350,000

6 ¥24,500,000

7 ¥16,540,000 失格

8 ¥25,200,000

9 ¥18,450,000 落札

10 ¥23,900,000

11 ¥20,100,000

　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） ¥1,845,000

㈱国益電業社

正木電工㈱

㈲森田電気設備

㈱谷電気

小畠水道㈱

藤原電工㈱

入札結果及び契約内容についての公表

¥21,868,000

企南サ（工）第3号工事番号

長見山浄水場電気設備改修工事その2

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 ¥20,295,000

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8月22日(月)　午前10時50分～

備考入　札　者

南あわじ市　福良甲　地内

㈱滝本

光洋建設㈱

全淡建設㈱

¥19,880,000

太田土建㈱

㈱堀川忠義商店


