
（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 850,000

2 免除 650,000

3 免除 2,500,000

4 免除 1,000,000

5 免除 1,000,000

6 免除 583,000

7 免除 500,000

8 免除 750,000

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

工事番号 場　　所 工　事　名

単委道第2号 南あわじ市湊里地内 市道湊伊加利線（A工区）測量設計業務

550,000

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

506,000 460,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23日

9時30分

本館3階　304会議室

850,300 773,000 500,000 50,000



（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 6,500,000

2 免除 7,000,000

3 免除 10,000,000

4 免除 6,500,000

5 免除 7,000,000

6 免除 4,289,000

7 免除 4,130,000

8 免除 6,700,000

9 免除 -㈱ダイヨー 辞退

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第3号 南あわじ市松帆櫟田地内 令和4年度　松帆櫟田3地区　地籍調査（一筆地調査、測量工程）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

4,477,000 4,070,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

7,466,800 6,788,000 4,130,000 413,000 4,543,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 8,500,000

2 免除 8,000,000

3 免除 7,000,000

4 免除 7,650,000

5 免除 8,000,000

6 免除 4,516,000

7 免除 4,980,000

8 免除 7,600,000

9 免除 -㈱ダイヨー 辞退

近畿測量㈱ 失格（最低制限価格未満）

淡路測量設計㈱ 落札

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第4号 南あわじ市湊地内 令和4年度　湊6地区　地籍調査（一筆地調査、測量工程）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

5,423,000 4,930,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

9,039,800 8,218,000 4,980,000 498,000 5,478,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 3,000,000

2 免除 4,500,000

3 免除 2,900,000

4 免除 3,500,000

5 免除 5,000,000

6 免除 2,107,000

7 免除 4,500,000

8 免除 4,800,000

9 免除 -㈱ダイヨー 辞退

近畿測量㈱ 失格（最低制限価格未満）

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱平成技術コンサルタント 落札

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第5号 南あわじ市津井地内 令和4年度　津井8地区　地籍調査（一筆地調査、測量工程）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

2,530,000 2,300,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

4,232,800 3,848,000 2,900,000 290,000 3,190,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 800,000

2 免除 1,200,000

3 免除 1,000,000

4 免除 900,000

5 免除 670,000

6 免除 3,000,000

7 免除 1,200,000

8 免除 830,000

9 免除 -㈱ダイヨー 辞退

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

㈱地測 落札

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第9号 南あわじ市湊地内 令和4年度　湊5地区　地籍調査（成果とりまとめ、作図工程）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

451,000 410,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

756,800 688,000 670,000 67,000 737,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 550,000

2 免除 1,100,000

3 免除 1,000,000

4 免除 750,000

5 免除 1,000,000

6 免除 3,000,000

7 免除 500,000

8 免除 750,000

9 免除 -㈱ダイヨー 辞退

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第11号
南あわじ市松帆櫟田、
松帆江尻地内

令和4年度　松帆櫟田2地区　地籍調査（成果とりまとめ、作図工程）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

374,000 340,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

630,300 573,000 500,000 50,000 550,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 750,000

2 免除 1,500,000

3 免除 -

4 免除 563,000

㈱環境技術研究所 失格（不着）

㈱兵庫分析センター 落札

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

中外テクノス㈱
関西技術センター

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ市衛委第4-4号
南あわじ市桜花の郷2番地
（衛生センター）

令和4年度　環境測定分析業務

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

407,000 370,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

686,730 624,300 563,000 56,300 619,300

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 1,200,000

2 免除 1,010,000

3 免除 1,780,000

4 免除 1,150,000

5 免除 -

社家一級建築士事務所

㈱鯉森建築設計事務所

柏木建築設計事務所 失格（不着）

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

商観委第4-7号 南あわじ市福良甲1528-4地先 なないろ館雨漏り対策修繕工事設計監理業務

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

1,089,000 990,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,816,100 1,651,000 1,010,000 101,000 1,111,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 540,000

2 免除 350,000

3 免除 390,000

4 免除 420,000

5 免除 792,000

社家一級建築士事務所

中川設計工房

アトリエファクト一級建築士事務所

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 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育委第4-8号
市内公立保育所（園）3
施設

保育所空調設備更新工事設計監理業務

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

363,000 330,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

614,900 559,000 350,000 35,000 385,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 770,000

2 免除 1,100,000

3 免除 630,000

4 免除 650,000

5 免除 845,000

社家一級建築士事務所 失格（最低制限価格未満）

中川設計工房 失格（最低制限価格未満）

アトリエファクト一級建築士事務所

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

文体委第4-1号
南あわじ市北阿万筒井
1509番地1

南あわじ市文化体育館　非常用自家発電設備整備工事及び直流電源装置改修工
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

748,000 680,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,250,700 1,137,000 770,000 77,000 847,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23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 1,140,000

2 免除 1,240,000

3 免除 1,000,000

4 免除 1,220,000

5 免除 1,850,000

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 落札

田中秀和建築設計事務所

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

工事番号 場　　所 工　事　名

4玉青館第8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

1,342,000 1,220,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

2,238,500 2,035,000 1,220,000 122,000 1,342,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月23日

10時20分


