
（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 17,900,000

2 免除 -

3 免除 17,800,000

4 免除 18,200,000

5 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月14日

9時30分

本館3階　303会議室

20,086,000 18,260,000 17,800,000 1,780,000 19,580,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

17,655,000 16,050,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

環境清掃第3-15号 倭文神道165番地1、3　地内 令和3年度　公園移設整備外溝工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱武田工務店

㈱斉藤工務店 辞退

前川建設㈱ 落札

㈱アメニティー・カンパニー

㈱南淡路建設 辞退



（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 14,120,000

2 免除 -

3 免除 12,210,000

4 免除 -

5 免除 13,840,000

6 免除 13,700,000

7 免除 13,500,000

8 免除 12,080,000

9 免除 12,829,000

10 免除 13,650,000

11 免除 13,800,000

12 免除 14,000,000

13 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月14日

9時40分

本館3階　303会議室

14,680,600 13,346,000 12,080,000 1,208,000 13,288,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

13,211,000 12,010,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

財務工第3-1号 南あわじ市役所第2別館 市役所第2別館多目的ホール空調更新工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組

全淡建設㈱ 辞退

㈱西中工務店

光洋建設㈱ 辞退

㈱滝本

㈱斉藤工務店

藤原電工㈱

㈱堀川忠義商店 落札

トヨタデンキ㈱

㈱鯉森電工

第一電工㈱

正木電工㈱

㈱南淡路建設 辞退



（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 175,000,000 -

2 免除 173,000,000 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 179,300,000 -

6 免除 189,000,000 -

7 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月14日

9時50分

本館3階　303会議室

- - 不調 不調 不調

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 電子入札システムによる制限付一般競争入札（事後審査型）

工事番号 場　　所 工　事　名

松小第3-3号 松帆江尻594番地 松帆小学校北校舎（教室棟）大規模改造工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退（第２回入札）

全淡建設㈱ 辞退（第２回入札）

太田土建㈱ 辞退

㈱宮本土建 辞退

㈱柴田工務店 南あわじ支店 辞退（第２回入札）

㈱西中工務店 辞退（第２回入札）

㈱斉藤工務店 辞退

不調により入札取止
（第２回入札において入札参加者が全
者辞退のため）



（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 96,400,000

2 免除 122,000,000

3 免除 122,400,000

4 免除 -

5 免除 121,230,000

6 免除 122,400,000

7 免除 -

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月14日

10時00分

本館3階　303会議室

149,528,500 135,935,000 122,400,000 12,240,000 134,640,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

134,574,000 122,340,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

志小第3-2号 志知南16番地 志知小学校校舎大規模改造工事（第1期）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 失格（最低制限価格未満）

全淡建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

太田土建㈱ くじ

㈱宮本土建 辞退

㈱柴田工務店 南あわじ支店 失格（最低制限価格未満）

㈱西中工務店 くじ　落札

光洋建設㈱ 辞退

㈱斉藤工務店 辞退



（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 65,140,000

2 免除 59,000,000

3 免除 56,400,000

4 免除 55,600,000

5 免除 57,240,000

6 免除 65,000,000

7 免除 -

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月14日

10時10分

本館3階　303会議室

67,762,200 61,602,000 55,600,000 5,560,000 61,160,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

60,984,000 55,440,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小第3-6号 市福永345番地1 市小学校屋内運動場改修工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組

全淡建設㈱

太田土建㈱

㈱宮本土建 落札

㈱柴田工務店 南あわじ支店

㈱西中工務店

光洋建設㈱ 辞退

㈱斉藤工務店 辞退



（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 43,300,000

3 免除 42,500,000

4 免除 47,400,000

5 免除 -

6 免除 42,000,000

7 免除 -

8 免除 41,600,000

9 免除 42,500,000

10 免除 43,300,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月14日

10時20分

本館3階　303会議室

50,307,400 45,734,000 41,600,000 4,160,000 45,760,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

45,276,000 41,160,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

南教給工第3-1号
学校給食センター（南あわ
じ市神代地頭方31番地）

南あわじ市学校給食センター建築厨房設備5期目改修工事

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱ 辞退

入谷緑化土木㈱

㈱西中工務店

㈱滝本

㈱斉藤工務店 辞退

藤原電工㈱

㈱南淡路建設 辞退

㈱堀川忠義商店 落札

㈱鯉森電工

正木電工㈱


