
（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 11,200,000

2 免除 10,180,000

3 免除 10,540,000

4 免除 10,290,000

5 免除 -

6 免除 10,500,000

7 免除 10,570,000

8 免除 10,420,000

9 免除 10,650,000

10 免除 10,490,000

11 免除 10,550,000

12 免除 10,600,000㈱サンスイ

㈱鯉森電工

小畠水道㈱ 落札

正木電工㈱

藤原電工㈱

㈱南淡路建設

㈱堀川忠義商店 失格（最低制限価格未満）

光洋建設㈱

㈱滝本 失格（最低制限価格未満）

㈱斉藤工務店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱

栄和興業㈱ 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

特環第3-4号 市円行寺　地内 市・榎列6号マンホールポンプ設置工事

11,539,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

11,484,000 10,440,000 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10月12日

9時30分

本館3階　301会議室

13,112,000 11,920,000 10,490,000 1,049,000



（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 免除 19,500,000

3 免除 19,600,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 19,300,000

7 免除 19,000,000

㈱松野建設

田原建築㈱ 落札

松本伊㈱

㈱アメニティー・カンパニー 辞退

㈱滝川工務店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱坂本建設 辞退

㈱土居建設

工事番号 場　　所 工　事　名

教総子第3-46号 福良小学校外2校 小学校遊具整備工事（第3期）

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

20,449,000 18,590,000 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　301会議室

22,732,600 20,666,000 19,000,000 1,900,000 20,900,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月12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 49,650,000

2 免除 -

3 免除 44,400,000

4 免除 45,680,000

5 免除 -

6 免除 43,000,000

7 免除 -

8 免除 46,100,000

9 免除 45,300,000

10 免除 43,500,000

11 免除 48,500,000

12 免除 38,050,000

13 免除 43,800,000

14 免除 46,300,000

小畠水道㈱ 失格（最低制限価格未満）

正木電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

西久保設備 失格（最低制限価格未満）

㈱原口 失格（最低制限価格未満）

㈱鯉森電工 失格（最低制限価格未満）

第一電工㈱ 落札

藤原電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱南淡路建設 辞退

山岡水道工業㈱ 失格（最低制限価格未満）

光洋建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱滝本 失格（最低制限価格未満）

㈱斉藤工務店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組

全淡建設㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

文体工第3-1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

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

53,141,000 48,310,000 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　301会議室

59,055,700 53,687,000 48,500,000 4,850,000 53,350,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月12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 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 1,790,000 -

9 免除 1,850,000 1,790,000㈲瑞井

不落により入札打切

㈱ICHI 失格（不着）

マツモト産業㈱ 失格（不着）

森建土木㈱ 失格（第２回入札不着）

㈱楠木建設 辞退

第一電工㈱ 辞退

㈱カネイ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱金山工務店 辞退

多田建設 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

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）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月12日

10時00分

本館3階　301会議室

- - 不落 不落


