
（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 9,300,000

2 免除 7,200,000

3 免除 9,000,000

4 免除 -

5 免除 9,120,000

6 免除 -

7 免除 8,500,000

8 免除 8,500,000

㈱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4-1号 南あわじ市松帆慶野沖 松帆慶野沖　覆砂工事

7,920,000

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

7,843,000 7,130,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21日

9時30分

本館2階　202会議室

8,972,700 8,157,000 7,200,000 720,000



（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 7,200,000

2 免除 -

3 免除 5,400,000

4 免除 -

5 免除 4,500,000

6 免除 -

7 免除 5,200,000

8 免除 5,300,000

㈱西中工務店 辞退

福田産業㈲

松本伊㈱

㈱マルイチ

三原開発㈱ 辞退

堀建設㈱ 落札

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱

太田土建㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

漁単第4-2号
南あわじ市阿那賀（伊
毘うずしお村内）

伊毘うずしお村養浜工事

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

4,389,000 3,990,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

5,064,400 4,604,000 4,500,000 450,000 4,950,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21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（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 4,370,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 3,100,000

7 免除 3,050,000

8 免除 2,980,000

㈱鯉森電工

㈱オクイ

㈱居内工務店 落札

多田建設 辞退

㈱誠建設 辞退

㈱原口 失格（不着）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝本

㈱滝川工務店 失格（不着）

工事番号 場　　所 工　事　名

福財工第4-1号 南あわじ市福良乙地内 福良乙落石防止工事

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

2,871,000 2,610,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

3,319,800 3,018,000 2,980,000 298,000 3,278,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21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 4,460,000

4 免除 4,190,000

5 免除 4,500,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 4,190,000

淡路建材㈱ 辞退

白浜興業㈱ 辞退

㈱カネイ 失格（最低制限価格未満）

トヨタデンキ㈱ 落札

木場建設 失格（最低制限価格未満）

㈱福岡造園緑化

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

㈱金山工務店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

環境産廃第4-2号 南あわじ市伊加利地内 令和4年度　市道津井伊加利線　路肩草木伐採工事

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

4,620,000 4,200,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

5,232,700 4,757,000 4,460,000 446,000 4,906,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21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 360,000

2 免除 172,000

3 免除 -

4 免除 300,000

5 免除 900,000

㈱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4-1号
南あわじ市伊加利(産業廃
棄物最終処分場) 地内

令和4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（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2階　202会議室

- - 172,000 17,200 189,200

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21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 1,360,000

2 免除 520,000

3 免除 690,000

4 免除 800,000

5 免除 710,000

社家一級建築士事務所 落札

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所

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 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

財工委第4-1号
南あわじ市市善光寺22
番地1外

市役所駐車場内施設整備工事実施設計・工事監理業務

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

726,000 660,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

1,224,300 1,113,000 690,000 69,000 759,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21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 740,000

2 免除 550,000

3 免除 480,000

4 免除 998,000

5 免除 650,000

社家一級建築士事務所 落札

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

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

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第4-17号
南あわじ市北阿万筒井
1509-1（ゆーぷる）

ゆーぷる温水ヒーター更新工事（第１期）設計監理業務

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

506,000 460,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

851,400 774,000 480,000 48,000 528,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21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 800,000

2 免除 450,000

3 免除 650,000

4 免除 400,000

5 免除 370,000

社家一級建築士事務所

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所 落札

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

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第4-16号
南あわじ市神代社家
2332（さんゆ～館）

さんゆ～館屋外バーデゾーン漏水防止工事設計監理業務

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

396,000 360,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

675,400 614,000 370,000 37,000 407,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21日

10時05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 810,000

2 免除 1,080,000

3 免除 900,000

4 免除 3,520,000

5 免除 -

中川設計工房

川口一級建築設計事務所

田中秀和建築設計事務所 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

角所一級建築士設計事務所 落札

社家一級建築士事務所

工事番号 場　　所 工　事　名

教総子委第4-18号 南あわじ市 八木小学校外 小学校遊具整備工事（第4期）設計監理業務

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

847,000 770,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

1,425,600 1,296,000 810,000 81,000 891,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21日

10時10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 750,000

2 免除 800,000

3 免除 760,000

4 免除 974,000

5 免除 1,150,000

中川設計工房

アトリエファクト一級建築士事務所

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 落札

角所一級建築士設計事務所

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小委第4-13号
南あわじ市松帆江尻594
番地

松帆小学校防球ネット改修工事設計監理業務

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

682,000 620,000 電子入札（指名競争）

本館2階　202会議室

1,137,400 1,034,000 750,000 75,000 825,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21日

10時15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 750,000

2 免除 1,190,000

3 免除 1,200,000

4 免除 1,120,000

5 免除 680,000

不調により入札取止
（入札参加者が全者失格のため）

中川設計工房 失格（最低制限価格未満）

㈱鯉森建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）

田中秀和建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

角所一級建築士設計事務所 失格（最低制限価格未満）

社家一級建築士事務所 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

4玉青館第2号
南あわじ市松帆西路
1137-1

玉青館エレベーター更新等工事実施設計監理業務

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2階　202会議室

- - 不調 不調 不調

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21日

10時20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 950,000

2 免除 810,000

3 免除 810,000

4 免除 780,000

5 免除 430,000

中川設計工房 くじ

木本博文一級建築士事務所 失格（最低制限価格未満）

田中秀和建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

社家一級建築士事務所 くじ　落札

工事番号 場　　所 工　事　名

4玉青館第3号
南あわじ市松帆西路
1137-1

玉青館2階改修工事実施設計業務

891,000

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

869,000 790,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年4月21日

10時25分

本館2階　202会議室

1,459,700 1,327,000 810,000 81,000


