入札及び契約結果表（工事）
工事番号

道第１号・下特修第１

工事名

市道下相野広野線道路改良工事（その１）・市道護国院線マンホール蓋高さ

場所・種別

三田市 下相野 地区

工事の概要

【道第１号】市道下相野広野線 L＝101.6ｍ 道路土工 N=1式 地盤改良工 A
＝580㎡重力式擁壁 V＝115ｍ3 プレイキャストL型擁壁 L＝80ｍ 排水構造物工
L＝148ｍ 集水桝・マンホール工 N=8箇所 構造物撤去工 N=1式 舗装工
A=241㎡ 防護柵工 L=39ｍ 仮設工N=1式 付帯工 N=1式【下特修第１号】マン
ホール高さ調整工 １式

入札の種類

地域公募型一般競争入札

入札年月日

令和2年8月19日

指名理由

契約事務規則及び三田市制限付一般競争入札実施要綱の規定による。

入札参加業者
1 小向井建設 株式会社

土木一式工事

契約年月日

1回目

備考

48,104,000

2 三田建設 株式会社
3 日興建設 株式会社
4 株式会社 マツダ建設
5 修成建設 株式会社
6 有限会社 慶陽舗道
7 盛山建設 株式会社
8 株式会社 中西商店

不着
48,260,000
48,900,000
48,360,000
48,511,000
44,117,000

失格

48,520,000

9 金沢建工
10 有限会社 山下造園
11 株式会社 宮本組
12 橋元建設 株式会社
13 株式会社 森本庭園
14 向井工業 株式会社
15 有限会社 ユウビ建設

不着
48,803,000
48,287,000
48,095,000

落札

48,460,000
47,820,000

失格

48,766,000

落札者名

橋元建設 株式会社

落札者住所

兵庫県三田市西相野186

請負契約金額

52,904,500円

うち消費税相当額

予定価格（税込）

59,620,000円

最低制限価格（税込）

着手年月日

令和2年8月25日

令和2年8月25日

完成年月日

4,809,500円
52,890,200円
令和3年3月22日

入札及び契約結果表（工事）
工事番号

三都整第２号

工事名

新三田駅西側駅前広場改修工事

場所・種別

三田市 福島 地内

工事の概要

掘削工V=570㎥、路盤工（車道）A=671㎡、歩道A=150㎡、舗装工（車道）
A=1,205㎡、歩道A=150㎡、街渠工L=122ｍ、防護柵工L=41ｍ、撤去工1
式、安全対策工１式

入札の種類

地域公募型一般競争入札

入札年月日

令和2年8月19日

指名理由

契約事務規則及び三田市地域公募型一般競争入札実施要綱の規定による

入札参加業者
1 有限会社 北野電設工業

4 日興建設 株式会社
5 修成建設 株式会社
6 北摂技建 株式会社
7 有限会社 慶陽舗道
8 盛山建設 株式会社
9 株式会社 中西商店
10 株式会社 梅元工務店
11 株式会社 中村造園

16 ヤマイチ・コンストラクション
株式会社
17 向井工業 株式会社
18 有限会社 ユウビ建設

備考

不着
28,308,000

失格

29,165,000
29,100,000
29,400,000
28,850,000

落札

32,749,000
30,825,000
29,100,000
28,320,000

失格
不着

28,910,000

14 株式会社 宮本組
15 株式会社 森本庭園

令和2年8月25日

29,225,000

12 有限会社 山下造園
13 三陽建設 株式会社

契約年月日

1回目

2 三田建設 株式会社
3 株式会社 中田工務店

土木一式工事

不着
28,970,000
29,270,000
29,500,000
33,000,000

落札者名

有限会社 慶陽舗道

落札者住所

兵庫県三田市西相野1003-1

請負契約金額

31,735,000円

うち消費税相当額

予定価格（税込）

35,814,900円

最低制限価格（税込）

着手年月日

令和2年8月25日

完成年月日

2,885,000円
31,667,900円
令和3年3月26日

入札及び契約結果表（工事）
工事番号

三都計工第１号

工事名

市営住宅南が丘第２団地外壁改修工事

場所・種別

入札の種類

三田市 南が丘 地内
・外壁改修工事 一式
積：約1,882㎡
地域公募型一般競争入札

入札年月日

令和2年8月19日

指名理由

契約事務規則及び三田市地域公募型一般競争入札実施要綱の規定による

工事の概要

入札参加業者
1 三田建設 株式会社
2 日興建設 株式会社
3 北神住建 株式会社
4 株式会社 堂本

建築一式工事
壁式ＲＣ造地上５階建て
床面

契約年月日

1回目

備考

31,320,000
30,460,000
34,100,000

無効

29,783,000

落札

落札者名

株式会社 堂本

落札者住所

兵庫県三田市小柿1308

請負契約金額

32,761,300円

うち消費税相当額

予定価格（税込）

35,989,800円

最低制限価格（税込）

着手年月日

令和2年8月25日

令和2年8月25日

完成年月日

2,978,300円
32,408,200円
令和3年1月15日

