
（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 1,980,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 1,838,000

7 免除 -

8 免除 -

㈱六甲商会 淡路営業部 落札

㈱アワジシステム 失格（不着）

OAテクニカ生垣 辞退

㈱森下世紀堂 辞退

㈱イナハラ 洲本営業所 辞退

都築テクノサービス㈱
神戸支店　淡路島営業所 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ情報第3-15号 市善光寺22番地1 封筒印刷機調達

2,021,800

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26日

9時30分

本館3階　301会議室

- - 1,838,000 183,800



（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 -

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）

㈱森下世紀堂 辞退

㈲すみ孫 南あわじ店 失格（不着）

OAテクニカ生垣 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店 辞退

南あわじ事務機㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

体青備第3-2号
南あわじ市内学童保育所12ヵ
所及び南あわじ市教育委員会
体育青少年課

市内学童保育所緊急総合対策事業ICT化備品購入（PC等購入）

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

- - 不調 不調 不調

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月26日

9時35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 2,330,000 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 2,200,000 1,750,000

5 免除 1,880,000 1,680,000

6 免除 2,700,000 -

7 免除 -

第一電工㈱ 辞退（第2回入札）

㈲田中機械店 辞退

トヨタデンキ㈱ 辞退

㈱藤井

㈱鯉森電工 落札

番号 入札者氏名 備　　考

藤原電工㈱ 辞退（第2回入札）

㈱堀川忠義商店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

商観工第3-3号
福良甲1528-4地先（な
ないろ館）

なないろ館防火設備改修工事

1,848,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,672,000 1,520,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月26日

9時40分

本館3階　301会議室

1,866,700 1,697,000 1,680,000 168,000



（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 950,000

2 免除 1,600,000

3 免除 1,250,000

4 免除 -

5 免除 1,337,000

6 免除 945,000

7 免除 1,309,000

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）

正木電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

向江建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

トヨタデンキ㈱ 失格（最低制限価格未満）

多田建設 辞退

㈱オクイ 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 失格（最低制限価格未満）

光洋建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ中公工第3-4号
松帆高屋丙100-1（松帆
活性化センター）

令和3年度　松帆活性化センタートイレ洋式化取替工事

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

- - 不調 不調 不調

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月26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 1,682,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 2,650,000

徳梅電気商会㈱ 辞退

㈱サンスイ

山岡水道工業㈱ 落札

㈱長浜工務店 辞退

㈱岡本建設工業 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱斉藤工務店 辞退

㈱金山工務店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

組教総第3-54号 広田中筋121番地ほか 広田小・広田中トイレ洋式化等工事

1,850,200

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,771,000 1,610,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月26日

9時50分

本館3階　301会議室

1,971,200 1,792,000 1,682,000 168,200



（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 1,990,000

3 免除 1,760,000

4 免除 3,200,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

㈱藤井 辞退

泉ガス㈱ 辞退

藤原電工㈱ 落札

㈱堀川忠義商店

堀口建設㈱
無効（内訳書：入札を無効とする基準
④）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱西中工務店 辞退

㈱滝本

工事番号 場　　所 工　事　名

財務工第3-2号 市善光寺18番地27 市役所トイレ棟改修工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,782,000 1,620,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,989,900 1,809,000 1,760,000 176,000 1,936,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年10月26日

9時55分


