
（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 1,300,000

2 免除 -

3 免除 1,500,000

4 免除 -

5 免除 1,170,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

㈲木下工務店 辞退

泉ガス㈱ 辞退

㈱ワイエム 失格（不着）

㈱楠木建設

森建土木㈱
無効（内訳書：入札を無効とする基準
②）

松本建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱生垣電興社 落札

向建設㈱
無効（内訳書：入札を無効とする基準
③）

工事番号 場　　所 工　事　名

賀集第3-1号 賀集1031番地 賀集スポーツセンターグラウンドフェンス改修工事

1,430,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,430,000 1,300,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22日

9時30分

本館3階　301会議室

1,641,200 1,492,000 1,300,000 130,000



（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 2,500,000

2 免除 -

3 免除 1,940,000

4 免除 -

5 免除 1,500,000

6 免除 1,880,000

7 免除 -

8 免除 -

西久保設備 落札

㈱サンスイ 辞退

㈱山野建設 辞退

㈱斉藤建設

㈲田中機械店 辞退

㈲瑞井 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設

福岡建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第7号 志知飯山寺　地内 （普）家山川堆積土砂撤去工事

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　301会議室

2,328,700 2,117,000 1,880,000 188,000 2,068,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 2,000,000

2 免除 -

3 免除 1,279,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 1,409,000

7 免除 1,389,000

8 免除 -

松本建設㈱

西久保設備

㈱山野建設 辞退

辻設備工業 落札

㈱ICHI 失格（不着）

㈲戎榎本建設 失格（不着）

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設

福岡建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第5号 伊加利（山口）　地内 伊加利山口地区排水路整備工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,353,000 1,230,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,563,100 1,421,000 1,279,000 127,900 1,406,900

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 4,050,000

2 免除 3,050,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 3,174,000

6 免除 -

7 免除 3,320,000

8 免除 3,350,000

第一電工㈱ 辞退

向江建設㈱

㈱長谷園

㈱長浜工務店 辞退

㈱誠建設 辞退

近江建設 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝川工務店

トヨタデンキ㈱ 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第6号 阿万塩屋町　地内 （普）佐野川護岸修繕工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

3,366,000 3,060,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

3,888,500 3,535,000 3,174,000 317,400 3,491,400

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 3,044,000

2 免除 2,550,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 3,000,000

7 免除 2,650,000

8 免除 2,610,000

㈱鯉森電工

㈱オクイ 落札

居内工務店 失格（最低制限価格未満）

㈱福岡造園緑化 失格（不着）

淡路建材㈱ 失格（不着）

㈱原口 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝本

㈱滝川工務店 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第1号 灘白崎　地内 白崎本線　落石防護柵設置工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,915,000 2,650,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

3,348,400 3,044,000 2,650,000 265,000 2,915,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 3,500,000

5 免除 -

6 免除 2,850,000

7 免除 3,100,000

8 免除 -

相互建設 失格（最低制限価格未満）

田原建築㈱ 落札

マツモト産業㈱ 失格（不着）

㈱榎本工務店 失格（不着）

木場建設

㈲山口建設 辞退

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

合特第1号 神代地頭方　地内 神代71号線　道路改良工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

3,234,000 2,940,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

3,719,100 3,381,000 3,100,000 310,000 3,410,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 -

3 免除 1,720,000

4 免除 1,720,000

5 免除 1,750,000

6 免除 -

7 免除 1,850,000

8 免除 -

㈱ICHI 失格（不着）

㈲瑞井

㈱サンスイ 辞退

㈱松野建設 くじ

向建設㈱ くじ　落札

㈱楠木建設

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

合特補第2号 榎列山所　地内 山所地区　舗装修繕工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,892,000 1,720,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

2,176,900 1,979,000 1,720,000 172,000 1,892,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 免除 -

3 免除 1,345,000

4 免除 1,350,000

5 免除 1,650,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

9 免除 -

10 免除 -

11 免除 1,590,000

12 免除 -㈲木下工務店 辞退

第一電工㈱ 辞退

相互建設 辞退

森建土木㈱

㈱長浜工務店 辞退

㈱誠建設 辞退

㈱楠木建設 辞退

㈱滝本 落札

㈱南淡路建設

㈱滝川工務店

番号 入札者氏名 備　　考

三原開発㈱ 辞退

㈱柴田工務店 南あわじ支店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

2災第242-18号 灘山本　地内 農地災害復旧工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,276,000 1,160,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,485,000 1,350,000 1,345,000 134,500 1,479,500

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 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 8,700,000

2 免除 7,000,000

3 免除 10,000,000

4 免除 7,200,000

5 免除 5,060,000

6 免除 4,780,000

7 免除 4,650,000

8 免除 7,500,000

9 免除 8,000,000㈱ダイヨー

近畿測量㈱ 失格（最低制限価格未満）

淡路測量設計㈱ 失格（最低制限価格未満）

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 湊地内 令和3年度　湊5地区地籍調査（一筆地調査、測量工程）業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

5,478,000 4,980,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

9,145,400 8,314,000 5,060,000 506,000 5,566,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 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 5,000,000

2 免除 9,500,000

3 免除 10,000,000

4 免除 6,000,000

5 免除 6,000,000

6 免除 5,600,000

7 免除 5,400,000

8 免除 4,980,000

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 落札

㈱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

特委第3-4号 市内一円 令和3年度　南あわじ市下水道台帳管理システム更新業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

4,169,000 3,790,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

6,948,700 6,317,000 4,980,000 498,000 5,478,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 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 2,420,000

2 免除 2,295,000

3 免除 2,420,000

4 免除 2,750,000

5 免除 2,350,000

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 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育委第3-10号
神代地頭方1496-1
（神代保育所）

神代保育所大規模改修工事実施設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,585,000 2,350,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

4,326,300 3,933,000 2,350,000 235,000 2,585,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22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 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 720,000

2 免除 750,000

3 免除 630,000

4 免除 625,000

5 免除 1,000,000

㈱鯉森建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）

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

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 落札

社家一級建築士事務所

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第3-32号
神代社家623-1（さんゆ
～館第２泉源）

さんゆ～館第２泉源ポンプ入替工事設計監理業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

704,000 640,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,188,000 1,080,000 720,000 72,000 792,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22日

10時25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 3,270,000

2 免除 3,150,000

3 免除 4,800,000

4 免除 2,450,000

5 免除 5,200,000

中川設計工房

㈱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

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

社家一級建築士事務所 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

学セ委第3-7号 志知佐礼尾9 学ぶ楽しさ支援センター（仮称）等整備工事（第１期）実施設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,750,000 2,500,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

4,584,800 4,168,000 3,150,000 315,000 3,465,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年6月22日

10時30分


