
（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（月額） 入札書比較価格（月額） 入札書記載価格（月額） 消費税　10/100（月額） 請負金額（月額）

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 -

7 免除 583,300

8 免除 -

9 免除 -

10 免除 553,200

11 免除 -

12 免除 -㈲新東 失格（不着）

フリーダムネットワークス㈱ 辞退

OAテクニカ生垣 落札

㈲スリークラフト 辞退

都築テクノサービス㈱
神戸支店　淡路島営業所 辞退

㈱六甲商会 淡路営業部

㈱アワジシステム 辞退

㈱森下世紀堂 辞退

㈲すみ孫 南あわじ店 辞退

㈱イナハラ 洲本営業所 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店 辞退

南あわじ事務機㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ情報第3-12号 市善光寺22番地1 令和3年度　庁内ネットワーク機器調達

608,520

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7月29日

9時30分

本館3階　303会議室

- - 553,200 55,320



（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　8/100 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 1,799,500

2 免除 2,567,500

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 1,986,000

6 免除 -㈱ケーエスケー 洲本支店 失格（不着）

南あわじ事務機㈱ 辞退

㈲登日商店 失格（不着）

㈲すみ孫 南あわじ店

番号 入札者氏名 備　　考

ハウス防火設備㈱ 落札

㈲坂本文昌堂 湊支店

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-17号
広田中筋107（広田中学
校）外17施設

令和3年度　備蓄用食料購入

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　303会議室

- - 1,799,500 143,960 1,943,460

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 7,800,000

2 免除 7,650,000

3 免除 8,000,000

4 免除 7,355,000

5 免除 7,780,000

6 免除 8,000,000

7 免除 7,600,000

㈲岡本ポンプ

小川ポンプ工業㈱

㈱川越

徳島ポンプ㈱ 落札

徳島防災㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井

ハウス防火設備㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ消防第3-2号 南あわじ市内 令和3年度　防災基盤整備事業　小型動力ポンプ付積載車購入

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　303会議室

- - 7,355,000 735,500 8,090,500

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 8,600,000

2 免除 8,480,000

3 免除 8,800,000

4 免除 8,103,000

5 免除 8,420,000

6 免除 9,000,000

7 免除 8,450,000

㈲岡本ポンプ

小川ポンプ工業㈱

㈱川越

徳島ポンプ㈱ 落札

徳島防災㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井

ハウス防火設備㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ消防第3-3号 南あわじ市内 令和3年度　防災基盤整備事業　小型動力ポンプ積載車購入

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　303会議室

- - 8,103,000 810,300 8,913,300

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 3,100,000

2 免除 2,840,000

3 免除 3,300,000

4 免除 2,660,000

5 免除 2,890,000

6 免除 3,400,000

7 免除 2,950,000

㈲岡本ポンプ

小川ポンプ工業㈱

㈱川越

徳島ポンプ㈱ 落札

徳島防災㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井

ハウス防火設備㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ消防第3-4号 南あわじ市内 令和3年度　防災基盤整備事業　小型動力ポンプ購入

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　303会議室

- - 2,660,000 266,000 2,926,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 2,008,800

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 1,376,400

5 免除 -

㈱森下世紀堂 辞退

㈲すみ孫 南あわじ店 落札

OAテクニカ生垣 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

南あ教学物第11号
南あわじ市立小中学校
18校等

南あわじ市立小中学校電子黒板用ミラーリング機器の購入

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　303会議室

- - 1,376,400 137,640 1,514,040

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 2,380,000

3 免除 -

4 免除 2,590,000

5 免除 3,520,000

6 免除 -

7 免除 -

小畠水道㈱ 辞退

泉ガス㈱ 失格（不着）

㈱岡本建設工業 辞退

㈱鯉森電工 落札

㈲田中機械店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝川工務店 辞退

㈱原口 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

教総中第3-34号 潮美台3丁目1番地 南淡中学校トイレ洋式化等工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,772,000 2,520,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

3,086,600 2,806,000 2,590,000 259,000 2,849,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 6,900,000

2 免除 8,200,000

3 免除 7,540,000

4 免除 9,900,000

5 免除 9,900,000

6 免除 -

7 免除 7,330,000

8 免除 7,200,000

9 免除 7,700,000大本板金塗装工業

船越工務店㈱ 辞退

マツモト産業㈱ 落札

㈲瑞井 失格（最低制限価格未満）

光洋建設㈱

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（最低制限価格未満）

㈱西中工務店

工事番号 場　　所 工　事　名

組教総中第3-36号 広田中筋107番地 広田中学校屋内運動場屋根防水改修工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

7,964,000 7,240,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

8,855,000 8,050,000 7,330,000 733,000 8,063,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 3,750,000

2 免除 5,200,000

3 免除 4,850,000

4 免除 5,350,000

5 免除 6,700,000

6 免除 -

7 免除 4,820,000

8 免除 4,700,000

9 免除 6,305,000大本板金塗装工業

船越工務店㈱ 辞退

マツモト産業㈱ 落札

㈲瑞井 失格（最低制限価格未満）

光洋建設㈱

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（最低制限価格未満）

㈱西中工務店

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小第3-35号 北阿万新田中217番地 北阿万小学校防水改修工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

5,225,000 4,750,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

5,814,600 5,286,000 4,820,000 482,000 5,302,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29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 -

2 免除 -

3 免除 907,000

4 免除 745,000

5 免除 -

6 免除 -㈱丹青社 関西支店 辞退

㈱スタジオ三十三

㈱フジヤ 関西支社　神戸営業所 落札

TSP太陽㈱ 大阪支店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱イビソク 兵庫営業所 辞退

㈱日展 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

埋文第18号 滝川記念美術館玉青館 三原平野内海復元模型製作業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 直接入札 ※郵送による提出

本館3階　303会議室

- - 745,000 74,500 819,500

開　　札　　結　　果　　表

令和3年7月29日

10時20分


