
（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 11,010,000

2 免除 11,010,000

3 免除 13,000,000

4 免除 11,200,000

5 免除 -

6 免除 12,900,000

7 免除 11,010,000

8 免除 11,010,000

9 免除 -

10 免除 -

堀口建設㈱ 辞退

上田建設㈱ 失格（不着）

㈱アメニティー・カンパニー

㈱南淡路建設 くじ

オリエンタル・テクノ㈱
南あわじ営業所 くじ　落札

松本伊㈱

㈱武田工務店

栄新商事㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱西中工務店 くじ

福田産業㈲ くじ

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第2号 志知中島　地内 三原志知27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

12,111,000 11,010,000 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）

本館3階　304会議室

13,833,600 12,576,000 11,010,000 1,101,000 12,111,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月10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 42,900,000

2 免除 38,140,000

3 免除 38,140,000

4 免除 42,880,000

5 免除 38,140,000

6 免除 42,942,000

7 免除 38,140,000

8 免除 -

9 免除 42,500,000

10 免除 42,900,000

11 免除 38,140,000

12 免除 38,140,000

13 免除 38,140,000

14 免除 38,500,000

15 免除 39,090,000㈱南淡路建設

松本伊㈱ くじ

㈱斉藤工務店 くじ

栄新商事㈱

㈱西中工務店

光洋建設㈱

福田産業㈲ くじ

三原開発㈱

堀建設㈱ くじ

入谷緑化土木㈱ 辞退

太田土建㈱ くじ

㈱宮本土建

㈱マルイチ くじ

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組

全淡建設㈱ くじ　落札

工事番号 場　　所 工　事　名

漁管第3-3号 灘（灘漁港） 灘漁港西防波堤消波ブロック機能保全工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

41,954,000 38,140,000 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）

本館3階　304会議室

47,236,200 42,942,000 38,140,000 3,814,000 41,954,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月10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 44,700,000

2 免除 39,790,000

3 免除 44,000,000

4 免除 45,000,000

5 免除 41,000,000

6 免除 39,790,000

7 免除 40,207,000

8 免除 39,790,000

9 免除 -

10 免除 -

11 免除 42,000,000

12 免除 -

13 免除 44,700,000栄新商事㈱

㈱西中工務店 辞退

光洋建設㈱

松本伊㈱ 辞退

三原開発㈱

堀建設㈱ くじ　落札

入谷緑化土木㈱ 辞退

㈱宮本土建

㈱マルイチ

㈱坂本建設 くじ

㈱森長組

全淡建設㈱ くじ

太田土建㈱

漁管第3-4号 灘（灘漁港内） 灘漁港護岸耐震化工事

番号 入札者氏名 備　　考

43,769,000 39,790,000 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

49,204,100 44,731,000 39,790,000 3,979,000 43,769,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月10日

10時00分

本館3階　304会議室



（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 82,950,000

2 免除 89,800,000

3 免除 71,120,000

4 免除 105,800,000

5 免除 136,000,000

6 免除 -

7 免除 110,000,000

光洋建設㈱ 辞退

福田産業㈲

㈱宮本土建 失格（最低制限価格未満）

㈱柴田工務店 南あわじ支店

㈱西中工務店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 落札

全淡建設㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

建技工第3-1号 灘黒岩2番地　地内 灘黒岩水仙郷管理棟外解体撤去工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

90,981,000 82,710,000 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）

本館3階　304会議室

129,988,100 118,171,000 82,950,000 8,295,000 91,245,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月10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 5,080,000

3 免除 4,930,000

4 免除 -

エスエヌ環境テクノロジー㈱ 落札

ＪＦＥアドバンテック㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

大和製衡㈱ 失格（不着）

鎌長製衡㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

環境清掃第3-15号
榎列上幡多1911番地1（南あ
わじ市中央リサイクルセン
ター）

令和3年度　南あわじ市中央リサイクルセンター　トラックスケール更新工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

5,302,000 4,820,000 直接入札 ※郵送による提出

本館3階　304会議室

6,238,100 5,671,000 4,930,000 493,000 5,423,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月10日

10時20分


