
（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 2,875,000

2 免除 2,970,000

3 免除 3,024,000

4 免除 2,980,000

5 免除 2,918,000

㈲坂本文昌堂 湊支店

㈲登日商店

㈲すみ孫 南あわじ店

番号 入札者氏名 備　　考

南あわじ事務機㈱ 落札

㈱森下世紀堂

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-11号
広田広田1466-1　兵庫県淡路
広域防災拠点（淡路ふれあい
公園内）

令和3年度　避難所用簡易ベッド購入

3,162,500

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）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 2,875,000 287,500



（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 1,700,000

2 免除 1,950,000

3 免除 -

4 免除 1,300,000

5 免除 1,240,000

6 免除 1,280,000

7 免除 -

8 免除 -

㈲すみ孫 南あわじ店

㈱オクイ 失格（不着）

㈲淡路 辞退

南あわじ事務機㈱ 辞退

㈱森下世紀堂

㈲登日商店 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井

㈲坂本文昌堂 湊支店

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-16号
広田広田1057-1（広田地区
公民館）　外9施設

令和3年度　備蓄用毛布購入

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

- - 1,240,000 124,000 1,364,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25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 -

2 免除 4,320,000

3 免除 3,960,000

4 免除 4,080,000

5 免除 4,320,000

6 免除 4,180,000

7 免除 -

8 免除 5,060,000

㈲すみ孫 南あわじ店

㈱オクイ 失格（不着）

㈲淡路

南あわじ事務機㈱ 落札

㈱森下世紀堂

㈲登日商店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井 辞退

㈲坂本文昌堂 湊支店

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-14号
広田広田1466-1　兵庫県淡路
広域防災拠点（淡路ふれあい
公園内）

令和3年度　避難所用簡易テント購入

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

- - 3,960,000 396,000 4,356,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25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 -

2 免除 -

3 免除 8,340,000

4 免除 8,608,000

5 免除 8,820,000

6 免除 8,980,000

7 免除 -

8 免除 -

㈲すみ孫 南あわじ店

㈱オクイ 失格（不着）

㈲淡路 辞退

南あわじ事務機㈱ 落札

㈱森下世紀堂

㈲登日商店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井 辞退

㈲坂本文昌堂 湊支店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-15号
広田広田1466-1　兵庫県淡路
広域防災拠点（淡路ふれあい
公園内）

令和3年度　避難所用敷マット購入

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

- - 8,340,000 834,000 9,174,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25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 884,400

2 免除 891,000

3 免除 874,500

4 免除 858,000

㈱森下世紀堂

㈲すみ孫 南あわじ店 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ教学物第4号
南あわじ市立小中学校
19校

南あわじ市立小中学校児童生徒用等タッチペンの購入

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

- - 858,000 85,800 943,800

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25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 1,520,760

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 1,200,800㈲すみ孫 南あわじ店 落札

㈱森下世紀堂 辞退

㈲登日商店 辞退

㈱城古タンス店 三原支店 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㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ洲学物第4号
南あわじ市・洲本市組合立
広田小学校及び広田中学校

南あわじ市・洲本市組合立小中学校学生用机・椅子の購入

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

- - 1,200,800 120,080 1,320,880

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25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 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 -

2 免除 10,100,000

3 免除 7,600,000

4 免除 8,050,000

5 免除 8,100,000

6 免除 -

7 免除 9,100,000

8 免除 8,350,000

9 免除 8,997,000大本板金塗装工業

船越工務店㈱ 失格（不着）

マツモト産業㈱

㈲瑞井

光洋建設㈱ 落札

松本伊㈱

㈱斉藤工務店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱柴田工務店 南あわじ支店 失格（不着）

㈱西中工務店

工事番号 場　　所 工　事　名

組教総小第3-28号 広田中筋121番地 広田小学校屋内運動場屋根防水等改修工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

8,272,000 7,520,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

9,194,900 8,359,000 7,600,000 760,000 8,360,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25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 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 2,160,000

2 免除 2,000,000

3 免除 3,930,000

4 免除 3,850,000

5 免除 1,524,000

6 免除 -

7 免除 -

徳梅電気商会㈱ 辞退

サンライズ㈱ 失格（不着）

トヨタデンキ㈱

第一電工㈱

正木電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱

㈱堀川忠義商店 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

商観工第3-1号 湊77 ゆとりっく施設設備改修工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,035,000 1,850,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

2,271,500 2,065,000 2,000,000 200,000 2,200,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月25日

10時05分


