
（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 9,600,000

2 免除 7,370,000

3 免除 9,700,000

4 免除 -

5 免除 8,040,000

6 免除 -

7 免除 7,500,000

8 免除 8,100,000

㈱西中工務店 辞退

福田産業㈲

松本伊㈱

㈱坂本建設

三原開発㈱ 辞退

堀建設㈱

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱

㈱マルイチ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

漁単第3-1号 松帆慶野沖 【市単独事業】松帆慶野沖　覆砂工事

8,107,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

8,107,000 7,370,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年4月19日

9時30分

本館3階　304会議室

9,194,900 8,359,000 7,370,000 737,000



（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 1,630,000

2 免除 1,620,000

3 免除 2,500,000

4 免除 1,200,000

5 免除 -

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）

柏木建築設計事務所 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

社家一級建築士事務所 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ包括第15号
老人憩いの家ふくら荘（南あわじ
市福良乙758番地） 南あわじ市老人憩いの家ふくら荘撤去等工事実施設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,540,000 1,400,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

2,576,200 2,342,000 1,620,000 162,000 1,782,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年4月19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 980,000

2 免除 840,000

3 免除 1,050,000

4 免除 900,000

5 免除 1,100,000

社家一級建築士事務所

中川設計工房

柏木建築設計事務所

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

角所一級建築士設計事務所 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

教総子委第3-4号 福良小学校外 小学校遊具整備工事（第3期）設計・監理業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

891,000 810,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,493,800 1,358,000 840,000 84,000 924,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年4月19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 394,000

2 免除 450,000

3 免除 440,000

4 免除 430,000

5 免除 650,000

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所 落札

田中秀和建築設計事務所

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 失格（最低制限価格未満）

角所一級建築士設計事務所

工事番号 場　　所 工　事　名

組教総中委第3-8号 広田中筋107番地 広田中学校屋内運動場屋根防水改修工事設計監理業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

462,000 420,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

776,600 706,000 430,000 43,000 473,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年4月19日

9時45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 325,000

2 免除 360,000

3 免除 765,000

4 免除 650,000

5 免除 550,000

アトリエファクト一級建築士事務所

木本博文一級建築士事務所

田中秀和建築設計事務所

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 失格（最低制限価格未満）

㈱鯉森建築設計事務所 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小委第3-9号 北阿万新田中217番地 北阿万小学校防水改修工事設計監理業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

385,000 350,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

644,600 586,000 360,000 36,000 396,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年4月19日

9時50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 350,000

2 免除 172,000

3 免除 -

4 免除 300,000

5 免除 870,000

㈱建設技術研究所 神戸事務所 辞退

㈱アーバンクリエイト

㈱オオバ 神戸営業所

番号 入札者氏名 備　　考

中外テクノス㈱ 関西技術センター

㈱兵庫分析センター 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

環境産廃第3-1号
伊加利（産業廃棄物最
終処分場）　地内

令和3年度　南あわじ市産業廃棄物最終処分場水質検査業務

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

- - 172,000 17,200 189,200

開　　札　　結　　果　　表

令和3年4月19日

9時55分


