
（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 1,510,000

4 免除 1,100,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

不調により入札取止
（入札参加者が全者辞退または失格の
ため）

森建土木㈱ 辞退

㈱ワイエム 失格（不着）

㈱山野建設 失格（不着）

㈱楠木建設 失格（最低制限価格未満）

辻設備工業 失格（最低制限価格未満）

㈲田中機械店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設 辞退

福岡建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ交通第3-3号 南あわじ市内 令和3年度　カーブミラー設置工事

不調

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25日

9時30分

本館3階　301会議室

- - 不調 不調



（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 3,950,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 4,320,000

6 免除 6,000,000

7 免除 -

8 免除 4,320,000

オリエンタル・テクノ㈱
南あわじ営業所

田原建築㈱ 辞退

㈱成田 南あわじ支店 くじ

㈱柴田工務店 南あわじ支店 辞退

㈱土居建設 辞退

松本伊㈱ くじ　落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退

栄和興業㈱ 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第3号 賀集八幡北　地内外 神代八幡線外　区画線修繕工事

4,752,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

4,752,000 4,320,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25日

9時35分

本館3階　301会議室

5,527,500 5,025,000 4,320,000 432,000



（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 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 1,350,000

㈱カネイ 辞退

田原建築㈱ 辞退

森建土木㈱ 落札

多田建設 辞退

淡路建材㈱ 辞退

㈱岡本建設工業 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

㈱金山工務店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

合特補第3号 志知南　地内 志知37号線　舗装新設工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,430,000 1,300,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,662,100 1,511,000 1,350,000 135,000 1,485,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25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 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 4,490,000

相互建設 失格（不着）

田原建築㈱ 辞退

㈱長谷園 落札

㈱原口 辞退

近江建設 失格（不着）

第一電工㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝本 辞退

㈱松野建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第12号
榎列掃守・倭文委文・倭文
高・倭文流　地内

（二）倭文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

4,862,000 4,420,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

5,622,100 5,111,000 4,490,000 449,000 4,939,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25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 9,800,000

2 免除 6,990,000

3 免除 8,200,000

4 免除 8,100,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

㈱立花組 辞退

前川建設㈱ 失格（不着）

㈱成田 南あわじ支店 辞退

㈱マルイチ

㈱坂本建設

堀建設㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱

太田土建㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

環境衛生第3-24号 志知奥　地内 志知70号線　舗装新設工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

7,689,000 6,990,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

8,862,700 8,057,000 6,990,000 699,000 7,689,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25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 3,200,000

2 免除 1,860,000

3 免除 3,000,000

4 免除 3,050,000

5 免除 3,120,000

近畿測量㈱ 落札

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

環境産廃第3-7号
伊加利（産業廃棄物最
終処分場）　地内

令和3年度　産業廃棄物最終処分場　施設維持造成工事測量設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,387,000 2,170,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

3,985,300 3,623,000 3,000,000 300,000 3,300,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25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 500,000

2 免除 800,000

3 免除 650,000

4 免除 560,000

5 免除 520,000

㈱地測

近畿測量㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱ 落札

㈱上智 あわじ支店

工事番号 場　　所 工　事　名

単委道第2号 神代國衙531-2 神代40号線　用地調査等業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

352,000 320,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

603,900 549,000 500,000 50,000 550,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25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 1,550,000

2 免除 1,700,000

3 免除 1,700,000

4 免除 1,650,000

5 免除 1,490,000

㈱地測

近畿測量㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 落札

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱上智 あわじ支店

工事番号 場　　所 工　事　名

建小規委第3-1号 福良乙地内 小規模住宅地区改良事業（市道福良120号線）用地調査等業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,045,000 950,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,749,000 1,590,000 1,490,000 149,000 1,639,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25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 3,250,000

2 免除 3,500,000

3 免除 3,200,000

4 免除 3,500,000

5 免除 3,230,000

近畿測量㈱ 落札

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱地測

工事番号 場　　所 工　事　名

食拠委第1号 八木養宜中　地内 養宜川排水方法等調査設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,211,000 2,010,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

3,693,800 3,358,000 3,200,000 320,000 3,520,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25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 1,400,000

2 免除 1,200,000

3 免除 1,700,000

4 免除 1,850,000

5 免除 1,800,000

6 免除 1,980,000阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱地測

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

本ダム委第3-4号 阿万上町地内（本庄川ダム） 令和3年度　本庄川ダム堆砂測量業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,045,000 950,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,749,000 1,590,000 1,200,000 120,000 1,320,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月25日

10時15分


