
（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 2,300,000 1,850,000

2 免除 -

3 免除 2,100,000 1,800,000

4 免除 2,020,000 -

5 免除 1,890,000 -

6 免除 -

7 免除 2,230,000 1,860,000

㈱ワイエム 失格（不着）

㈱山野建設

向江建設㈱ 落札

㈱居内工務店
失格（電子入札運用基準第24条第4項に
より第２回入札失格）

㈲瑞井 失格（第２回入札不着）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱武田工務店

㈱楠木建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

教総中第3-48号 松帆古津路577番地66 西淡中学校掲揚柱設置工事

1,980,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,859,000 1,690,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月31日

9時40分

本館3階　304会議室

2,066,900 1,879,000 1,800,000 180,000



（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 2,800,000

2 免除 2,170,000

3 免除 -

4 免除 2,330,000

5 免除 2,600,000

6 免除 -

7 免除 3,400,000

正木電工㈱ 失格（不着）

小畠水道㈱

㈱えのもとでんき
無効（内訳書：入札を無効とする基準
②）

㈱鯉森電工 失格（最低制限価格未満）

第一電工㈱ 落札

番号 入札者氏名 備　　考

藤原電工㈱

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

教総小第3-50号
松帆江尻594番地（松帆
小学校）他1校

小学校防犯カメラ設置工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,717,000 2,470,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

3,026,100 2,751,000 2,600,000 260,000 2,860,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月31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 -

2 免除 -

3 免除 2,860,000 2,650,000

4 免除 -

5 免除 3,126,000 -

6 免除 -

7 免除 2,000,000

向江建設㈱ 辞退

小畠水道㈱ 失格（最低制限価格未満）

堀口建設㈱ 落札

㈱えのもとでんき 辞退

㈱原口 失格（第２回入札不着）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱斉藤工務店 辞退

㈱南淡路建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小第3-49号 阿万下町420番地 阿万小学校仮設給水管設置工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,673,000 2,430,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

2,977,700 2,707,000 2,650,000 265,000 2,915,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月31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 5,700,000

3 免除 5,800,000

4 免除 6,300,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 6,460,000

辻設備工業 辞退

正木電工㈱ 失格（不着）

西久保設備

藤原電工㈱

トヨタデンキ㈱

㈱長浜工務店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

福田産業㈲ 辞退

松本伊㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

商観工第3-2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

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

6,226,000 5,660,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

6,927,800 6,298,000 5,700,000 570,000 6,270,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月31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 1,650,000

2 免除 1,530,000

3 免除 1,380,000

4 免除 1,550,000

5 免除 1,470,000

6 免除 1,890,000

7 免除 1,550,000

徳梅電気商会㈱

㈱サンスイ

㈱堀川忠義商店 失格（最低制限価格未満）

㈱松野建設

㈲田中機械店 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈱西中工務店

㈱武田工務店

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育工第3-2号 榎列松田747-3 子育て学習・支援センター空調設備更新工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,562,000 1,420,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,746,800 1,588,000 1,470,000 147,000 1,617,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月31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 2,750,000

2 免除 3,100,000

3 免除 3,280,000

4 免除 2,350,000

5 免除 2,690,000

6 免除 2,980,000

7 免除 3,200,000

第一電工㈱

㈲田中機械店

トヨタデンキ㈱

㈱藤井 失格（最低制限価格未満）

㈱鯉森電工 落札

番号 入札者氏名 備　　考

藤原電工㈱

㈱堀川忠義商店

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ中公工第3-1号
灘土生1-1（灘地区公民
館）

令和3年度　灘地区公民館非常用放送設備更新工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,772,000 2,520,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

3,089,900 2,809,000 2,690,000 269,000 2,959,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年8月31日

10時05分


