
（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 89,800,000

2 免除 90,920,000

3 免除 95,800,000

4 免除 104,000,000

㈱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

市立図第3-9号 福良甲300番地 市立図書館特定天井等改修工事

98,780,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

98,714,000 89,740,000 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）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17日

9時30分

本館3階　301会議室

109,686,500 99,715,000 89,800,000 8,980,000



（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 1,860,000

2 免除 1,940,000

3 免除 -

4 免除 2,220,000

5 免除 1,440,000

6 免除 1,950,000

7 免除 -

8 免除 2,415,000

㈲木下工務店

㈱サンスイ 辞退

㈱山野建設

㈱井添工務店 辞退

森建土木㈱

松本建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

向建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱楠木建設 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-20号 阿万西町569-1　地先 令和3年度　太陽光発電式避難灯設置工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,101,000 1,910,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

2,443,100 2,221,000 1,940,000 194,000 2,134,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 1,532,000 1,530,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

不落により入札打切

田原建築㈱ 辞退

㈲田中機械店 辞退

㈱サンスイ 辞退

淡路建材㈱ 辞退

㈱岡本建設工業 辞退

向建設㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

㈱松野建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

公維第3-7号 榎列西川・大榎列地内 令和3年度　市榎列処理区管路舗装修繕工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

- - 不落 不落 不落

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 1,530,000

4 免除 1,700,000

5 免除 -

6 免除 1,740,000

7 免除 1,390,000

8 免除 -

森建土木㈱

㈲瑞井 落札

㈱サンスイ 辞退

向建設㈱

㈱楠木建設

㈱カネイ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

多田建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第2号
市小井・市善光寺・市
十一ケ所　地内

三原川堤防線舗装修繕工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,507,000 1,370,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,746,800 1,588,000 1,390,000 139,000 1,529,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 5,500,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 5,290,000

7 免除 5,230,000

8 免除 5,150,000

㈱オクイ

㈱居内工務店

㈱長谷園 落札

トヨタデンキ㈱

㈱松野建設 辞退

㈱藤井 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

㈱堀川忠義商店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第10号
榎列上幡多・榎列山所
地内

（二）成相川河川環境整備工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

5,467,000 4,970,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

6,171,000 5,610,000 5,150,000 515,000 5,665,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 3,400,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 3,490,000

8 免除 -

㈱カネイ 辞退

向江建設㈱

マツモト産業㈱ 失格（不着）

㈱福岡造園緑化 辞退

淡路建材㈱ 辞退

㈲山口建設 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱金山工務店 辞退

木場建設 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第11号 津井　地内 （二）津井川河川環境整備工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

3,740,000 3,400,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

4,165,700 3,787,000 3,400,000 340,000 3,740,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 3,000,000

2 免除 2,620,000

3 免除 2,800,000

4 免除 2,600,000

5 免除 2,570,000

㈱地測

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 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

合特第5号 賀集八幡中　地内　 賀集12号線　測量設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,684,000 2,440,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

4,490,200 4,082,000 2,570,000 257,000 2,827,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 5,000,000

2 免除 5,300,000

3 免除 8,000,000

4 免除 5,400,000

5 免除 5,500,000

6 免除 5,600,000

7 免除 4,380,000

8 免除 5,850,000

9 免除 -㈱ダイヨー 辞退

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

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

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13号
松帆櫟田、松帆江尻
地内

令和3年度　松帆櫟田2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

4,103,000 3,730,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

6,849,700 6,227,000 4,380,000 438,000 4,818,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 860,000 830,000

2 免除 -

3 免除 2,500,000 -三洋テクノマリン㈱ 大阪支社 辞退（第２回入札）

番号 入札者氏名 備　　考

オリエンタル・テクノ㈱
南あわじ営業所 落札

いであ㈱ 神戸営業所 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

並礁第3-1号 福良沖 令和3年度　魚礁効果調査業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

550,000 500,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

924,000 840,000 830,000 83,000 913,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17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 2,500,000

2 免除 5,000,000

3 免除 1,750,000

4 免除 5,000,000

5 免除 3,200,000

㈱ウエスコ 淡路営業所 落札

内外エンジニアリング㈱
神戸営業所

㈱浪速技研コンサルタント
神戸支店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱日建技術コンサルタント
神戸事務所

㈱ニュージェック 兵庫事務所

工事番号 場　　所 工　事　名

特委第3-8号 広田、八木地内 令和3年度　南あわじ市広田、八木・榎列処理区区域見直し業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,210,000 1,100,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

2,031,700 1,847,000 1,750,000 175,000 1,925,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年9月17日

10時20分


