
（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 3,192,000 3,116,000

3 免除 3,120,000 3,100,000

4 免除 3,136,000 -

5 免除 -

6 免除 3,122,200 -

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

9時45分

本館3階　304会議室

- - 不落 不落 不落

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）

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

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井 辞退

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱

㈱森下世紀堂 失格（第２回入札不着）

㈲登日商店 失格（不着）

㈲すみ孫 南あわじ店 失格（第２回入札不着）

不落により入札打切



（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 -

5 免除 -

6 免除 2,200,000

7 免除 -

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

9時50分

本館3階　304会議室

2,636,700 2,397,000 2,200,000 220,000 2,420,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,288,000 2,080,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第2号 福良丙（仁尾）　地内 （普）仁尾谷川護岸修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

福岡建設 辞退

㈱楠木建設 辞退

㈱井添工務店 辞退

㈲田中機械店 辞退

㈲瑞井 辞退

西久保設備 落札

泉ガス㈱ 辞退

㈱ワイエム 失格（不着）



（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 1,600,000

3 免除 -

4 免除 1,450,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 1,300,000

8 免除 1,489,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

9時55分

本館3階　304会議室

1,642,300 1,493,000 1,300,000 130,000 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

1,419,000 1,290,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第3号 賀集生子　地内 （普）生子谷川護岸修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設 辞退

㈱生垣電興社

向建設㈱ 辞退

㈱楠木建設

㈱斉藤建設 失格（不着）

森建土木㈱ 辞退

㈲木下工務店 落札

西久保設備



（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 2,550,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 2,481,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時00分

本館3階　304会議室

2,840,200 2,582,000 2,481,000 248,100 2,729,100

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,486,000 2,260,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単道工第1号 神代社家　地内 神代114号線　道路改良工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱生垣電興社

向建設㈱ 辞退

㈱ICHI 失格（不着）

㈲戎榎本建設 辞退

㈲瑞井 辞退

㈱サンスイ 辞退

㈱ワイエム 失格（不着）

㈱山野建設 落札



（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 1,581,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 1,710,000

7 免除 1,558,000

8 免除 1,700,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時05分

本館3階　304会議室

1,909,600 1,736,000 1,558,000 155,800 1,713,800

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,661,000 1,510,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第4号 伊加利（湯の川）　地内 伊加利湯の川地区排水路整備工事

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設 辞退

㈱井添工務店 辞退

辻設備工業

㈲田中機械店 辞退

森建土木㈱ 辞退

松本建設㈱

西久保設備 落札

㈱山野建設



（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 790,000

2 免除 650,000

3 免除 1,000,000

4 免除 1,170,000

5 免除 1,150,000

6 免除 1,200,000

7 免除 2,000,000

8 免除 1,400,000

9 免除 1,330,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時10分

本館3階　304会議室

731,500 665,000 650,000 65,000 715,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

429,000 390,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第4号 湊地内 令和3年度　湊4地区地籍調査（成果とりまとめ、作図工程）業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量 落札

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱地測

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

㈱ダイヨー



（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 1,100,000

2 免除 1,500,000

3 免除 1,500,000

4 免除 1,550,000

5 免除 1,500,000

6 免除 930,000

7 免除 2,000,000

8 免除 1,600,000

9 免除 1,750,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時15分

本館3階　304会議室

1,163,800 1,058,000 930,000 93,000 1,023,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

693,000 630,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第5号 倭文長田地内 令和3年度　倭文長田6地区地籍調査（成果とりまとめ、作図工程）業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱地測 落札

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

㈱ダイヨー



（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 900,000

2 免除 1,200,000

3 免除 1,000,000

4 免除 1,270,000

5 免除 1,250,000

6 免除 1,200,000

7 免除 2,000,000

8 免除 700,000

9 免除 1,450,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時20分

本館3階　304会議室

842,600 766,000 700,000 70,000 770,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

495,000 450,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第6号 松帆櫟田地内 令和3年度　松帆櫟田1地区地籍調査（成果とりまとめ、作図工程）業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱地測

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

㈱ダイヨー



（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 2,200,000

3 免除 563,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時25分

本館3階　304会議室

682,440 620,400 563,000 56,300 619,300

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

407,000 370,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ市衛委第3-3号 桜花の郷2番地 令和3年度　環境測定分析業務

番号 入札者氏名 備　　考

中外テクノス㈱
関西技術センター 辞退

㈱環境技術研究所

㈱兵庫分析センター 落札



（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 630,000

2 免除 420,000

3 免除 680,000

4 免除 680,000

5 免除 410,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時30分

本館3階　304会議室

776,600 706,000 420,000 42,000 462,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

462,000 420,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

商観委第3-4号
松帆古津路970-67（国
民宿舎慶野松原荘）

国民宿舎廊下系統空調設備更新工事設計監理業務

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

社家一級建築士事務所

中川設計工房

淡路設備設計事務所 失格（最低制限価格未満）



（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 1,450,000

2 免除 1,100,000

3 免除 1,500,000

4 免除 1,800,000

5 免除 2,900,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時35分

本館3階　304会議室

2,582,800 2,348,000 1,450,000 145,000 1,595,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,540,000 1,400,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

商観委第3-7号
広田1466-1
（サンライズ淡路）

サンライズ淡路コワーキングスペース整備工事設計監理業務

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 失格（最低制限価格未満）

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



（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 390,000

2 免除 398,000

3 免除 330,000

4 免除 720,000

5 免除 550,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時40分

本館3階　304会議室

614,900 559,000 330,000 33,000 363,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

363,000 330,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第3-27号
北阿万筒井1509-1
（ゆーぷる）　外

ゆーぷる・さんゆ～館浴室排煙オペレーター修繕工事設計監理業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

社家一級建築士事務所

中川設計工房 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



（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 2,630,000

2 免除 2,635,000

3 免除 2,680,000

4 免除 2,630,000

5 免除 4,150,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時45分

本館3階　304会議室

4,808,100 4,371,000 2,630,000 263,000 2,893,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,882,000 2,620,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

榎小委第3-5号 榎列大榎列1426番地1 榎列小学校（南校舎）大規模改造工事実施設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 くじ　落札

角所一級建築士設計事務所

社家一級建築士事務所

㈱鯉森建築設計事務所 くじ

田中秀和建築設計事務所



（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 2,700,000

2 免除 2,340,000

3 免除 4,500,000

4 免除 2,480,000

5 免除 5,600,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月21日

10時50分

本館3階　304会議室

4,268,000 3,880,000 2,340,000 234,000 2,574,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,552,000 2,320,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

文体委第3-13号 北阿万筒井1509番地1 南あわじ市文化体育館　メインアリーナ空調改修工事設計監理業務委託

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

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所

木本博文一級建築士事務所


