
（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 18,000,000

3 免除 15,990,000

4 免除 15,990,000

5 免除 18,100,000

6 免除 -

7 免除 15,890,000

8 免除 17,600,000

9 免除 17,120,000

10 免除 -

11 免除 15,970,000

㈱武田工務店 落札

㈱立花組 辞退

㈱成田 南あわじ支店 失格（最低制限価格未満）

入谷緑化土木㈱ 失格（不着）

光洋建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

福田産業㈲

栄和興業㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱宮本土建 失格（最低制限価格未満）

㈱坂本建設

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退

全淡建設㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

環境清掃第4-16号
南あわじ市倭文神道
地内

令和4年度　公園移設整備外構工事

18,832,000

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

17,666,000 16,060,000 電子入札システムによる制限付一般競争入札（事後審査型）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月27日

9時30分

本館3階　304会議室

20,258,700 18,417,000 17,120,000 1,712,000



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 -

3 免除 2,560,000

4 免除 -

5 免除 -

近江建設 落札

相互建設 失格（不着）

㈱カネイ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱松野建設 辞退

木場建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

埋文第2号 南あわじ市八木入田 令和4年度　養宜地区市道B地点埋蔵文化財調査掘削業務

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

- - 2,560,000 256,000 2,816,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月27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（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 2,300,000

㈱ICHI 失格（不着）

森建土木㈱ 辞退

松本建設㈱ 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈱生垣電興社 辞退

向建設㈱ 失格（不着）

工事番号 場　　所 工　事　名

埋文第3号 南あわじ市八木養宜地区 令和4年度　養宜地区市道A地点埋蔵文化財調査掘削業務

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

- - 2,300,000 230,000 2,530,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月27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（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 4,400,000

2 免除 5,727,000

3 免除 -

4 免除 6,700,000

5 免除 -

6 免除 5,800,000昭和㈱ 神戸営業所

アジア航測㈱ 神戸支店 辞退

国際航業㈱ 兵庫支店

朝日航洋㈱ 神戸支店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱ウエスコ 淡路営業所 落札

㈱パスコ 神戸支店

工事番号 場　　所 工　事　名

農振委第4-1号 南あわじ市 南あわじ農業振興地域整備計画基礎調査支援業務

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

3,806,000 3,460,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

6,359,100 5,781,000 4,400,000 440,000 4,840,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月27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（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 755,000

2 免除 736,000

3 免除 765,000

4 免除 -

㈱森下世紀堂

㈱ダイヨー 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ財備第4-1号 南あわじ市市善光寺22番地1 感染症対策備品購入

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

- - 736,000 73,600 809,600

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月27日

9時55分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 877,500

2 免除 1,040,000

3 免除 877,000

4 免除 750,000

5 免除 850,500

6 免除 907,632㈲ハーモニー楽器

㈲中尾教材社

㈲すみ孫 南あわじ店 落札

ブリーズ楽器㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈲山本楽器店

㈱森下世紀堂

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ教学物第3号
西淡中学校、三原中学校、南
淡中学校（各音楽室）

南あわじ市立中学校吹奏楽楽器の購入

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

- - 750,000 75,000 825,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月27日

10時00分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 900,000

2 免除 1,200,000

3 免除 -

4 免除 805,000

5 免除 -

㈲さわやか美装 辞退

㈱クリチャー環境 落札

㈱明治クリックス 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

ホームドクターアリス

関西美建㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育委第4-5号
市立幼稚園、認定こども園、
保育所（園）、子育て学習・
支援センター

教育・保育施設等衛生害虫防除業務

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 直接入札

本館3階　304会議室

- - 805,000 80,500 885,500

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月27日

10時10分


