
建設コンサルタント業務等の入札結果データ（令和３年度５月分）

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）ウエスコ 10,150,000 8,100,000 60.0 8,100,000 12.118 72.118        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）エース 10,150,000 8,100,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）エンタコンサルタント 10,150,000 8,100,000 60.0 8,120,000 12.000 72.000        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）近代設計 10,150,000 8,100,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 セントラルコンサルタント（株） 10,150,000 8,100,000 - 11,080,000 予定価格超過 予定価格超過        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 協和設計（株） 10,150,000 8,100,000 - 10,200,000 予定価格超過 予定価格超過        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 近畿技術コンサルタンツ（株） 10,150,000 8,100,000 60.0 8,100,000 12.118 72.118        落札

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 大日コンサルタント（株） 10,150,000 8,100,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 中央コンサルタンツ（株） 10,150,000 8,100,000 - 11,000,000 予定価格超過 予定価格超過        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 工務第一課図面作成業務 2021/5/12 2021/5/25 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 八千代エンジニヤリング（株） 10,150,000 8,100,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 渋滞要因調査分析業務 2021/5/11 2021/5/12 土木関係建設コンサルタント業務 簡易公募型プロポーザル 無 （株）長大 11,810,000 0           11,810,000 決定

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 神出バイパス常本田井地区他構造物修正設計等業務 2021/5/12 2021/5/24 土木関係建設コンサルタント業務 簡易公募型競争入札 有 （株）ウエスコ 27,200,000 21,650,000 - 無効 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 神出バイパス常本田井地区他構造物修正設計等業務 2021/5/12 2021/5/24 土木関係建設コンサルタント業務 簡易公募型競争入札 有 （株）綜合技術コンサルタント 27,200,000 21,650,000 51.3 21,650,000 12.243 63.543        落札

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 神出バイパス常本田井地区他構造物修正設計等業務 2021/5/12 2021/5/24 土木関係建設コンサルタント業務 簡易公募型競争入札 有 セントラルコンサルタント（株） 27,200,000 21,650,000 48.9 21,650,000 12.243 61.143        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）エイト日本技術開発 12,050,000 9,610,000 - 13,000,000 予定価格超過 予定価格超過        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）修成建設コンサルタント 12,050,000 9,610,000 60.0 9,610,000 12.149 72.149        落札

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）綜合技術コンサルタント 12,050,000 9,610,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）東京建設コンサルタント 12,050,000 9,610,000 - 14,000,000 予定価格超過 予定価格超過        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 （株）日建技術コンサルタント 12,050,000 9,610,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 パシフィックコンサルタンツ（株） 12,050,000 9,610,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 三井共同建設コンサルタント（株） 12,050,000 9,610,000 - 辞退 - -        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 中央開発（株） 12,050,000 9,610,000 60.0 9,620,000 12.100 72.100        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 内外エンジニアリング（株） 12,050,000 9,610,000 60.0 12,050,000 0.000 60.000        

近畿地方整備局　兵庫国道事務所 管理第二課他図面等作成業務 2021/5/12 2021/5/26 土木関係建設コンサルタント業務 通常指名競争入札 有 復建調査設計（株） 12,050,000 9,610,000 60.0 12,050,000 0.000 60.000        
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