
（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 52,000,000

2 免除 48,000,000

3 免除 55,100,000

4 免除 38,000,000

㈱日本管財環境サービス

㈱前田産業 大阪支店 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組

太田土建㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

環境清掃第3-27号 南あわじ市桜花の郷2番地 し尿処理設備撤去工事

52,800,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

49,027,000 44,570,000 直接入札（公募型一般競争入札）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25日

9時00分

本館3階　304会議室

70,048,000 63,680,000 48,000,000 4,800,000



（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 1,330,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 996,000

5 免除 1,100,000

6 免除 -
アルフレッサ㈱
神戸西支店淡路営業所 辞退

前山医療器㈱ 辞退

㈱メディセオ 淡路支店 落札

㈱ケーエスケー 洲本支店

番号 入札者氏名 備　　考

南あわじ事務機㈱

㈱イナハラ 洲本営業所 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ教学物第14号 南あわじ市立小中学校8校 南あわじ市立小中学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の購入

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　303会議室

- - 996,000 99,600 1,095,600

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25日

9時30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 1,087,500

2 免除 875,000

3 免除 922,000

4 免除 925,000

5 免除 868,000

㈱森下世紀堂

㈲中尾教材社

㈲すみ孫 南あわじ店 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ教学物第16号
南あわじ市志知南16番
地（志知小学校）

特別支援学級開設用備品の購入

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　303会議室

- - 868,000 86,800 954,800

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25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 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 3,723,000

㈲木下工務店 辞退

㈱山野建設 落札

㈱楠木建設 辞退

㈱斉藤建設 辞退

㈱オクイ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱南淡路建設 辞退

㈲山口建設 失格（不着）

工事番号 場　　所 工　事　名

Ｂ＆Ｇ第3-4号
南あわじ市阿万塩屋町
2624番地16

南淡Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫浮桟橋等改修工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

4,004,000 3,640,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

4,456,100 4,051,000 3,723,000 372,300 4,095,300

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11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 3,780,000 -

2 免除 2,494,152 -

3 免除 -

4 免除 3,400,000 2,088,000

5 免除 2,286,200 2,186,200

6 免除 3,700,000 -

不落により入札打切

小畠水道㈱ 失格（第２回入札不着）

㈱生垣電興社 辞退

㈱鯉森電工

正木電工㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱斉藤工務店 辞退（第２回入札）

㈱えのもとでんき 失格（第２回入札不着）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ中公工第3-6号
南あわじ市広田広田1057番
地1　広田地区公民館外5館

令和3年度　地区公民館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

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

- - 不落 不落 不落

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11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 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 4,500,000

5 免除 6,330,000 -

6 免除 3,890,000

7 免除 3,800,000

8 免除 3,730,000

不調により入札取止
（第2回入札において入札参加者が全者
失格のため）

㈱居内工務店 失格（最低制限価格未満）

㈲瑞井 失格（最低制限価格未満）

松本建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱井添工務店 失格（不着）

㈱カネイ 失格（最低制限価格未満）

㈲田中機械店 失格（第２回入札不着）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱村瀬建設 辞退

㈱誠建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

環境衛生第3-25号 南あわじ市志知奥地内 志知奥環境整備工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

- - 不調 不調 不調

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11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 2,970,000

2 免除 2,340,000

3 免除 2,330,000

4 免除 2,400,000

5 免除 -

6 免除 2,360,000

7 免除 2,470,000

8 免除 2,200,000

トヨタデンキ㈱

㈱福岡造園緑化

向江建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

入谷緑化土木㈱ 落札

㈱土居建設

㈱南淡路建設 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱

太田土建㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

環境衛生第3-20号 南あわじ市桜花の郷1番地 桜花の郷雑木伐採工事

2,563,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,552,000 2,320,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25日

9時55分

本館3階　303会議室

2,842,400 2,584,000 2,330,000 233,000



（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 1,840,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

森建土木㈱ 辞退

㈲瑞井
無効
（内訳書：入札を無効とする基準②）

㈲木下工務店 辞退

㈱楠木建設 失格（不着）

㈱斉藤建設 失格（不着）

辻設備工業 落札

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設 辞退

㈱生垣電興社 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

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,793,000 1,630,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

2,070,200 1,882,000 1,840,000 184,000 2,024,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11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 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

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）

田原建築㈱ 失格（不着）

㈲田中機械店 辞退

マツモト産業㈱ 失格（不着）

淡路建材㈱ 辞退

㈱岡本建設工業 辞退

向建設㈱ 失格（不着）

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

市協工第3-2号
南あわじ市榎列松田
（榎列駐車場）

榎列駐車場　舗装復旧工事（第2期）

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　303会議室

- - 不調 不調 不調

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11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 700,000

2 免除 1,300,000

3 免除 3,000,000

4 免除 620,000

5 免除 495,000

㈱ウエスコ 淡路営業所

中外テクノス㈱
関西技術センター

㈱兵庫分析センター 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈱総合環境計画 神戸事務所

アセス㈱ 姫路支店

工事番号 場　　所 工　事　名

環境衛生第3-28号
主要地方道 阿万福良湊線
(南あわじ市阿万下町～南あ
わじ市湊)

令和3年度　自動車騒音常時監視業務

544,500

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11月25日

10時10分

本館3階　303会議室

- - 495,000 49,500



（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 15,000,000

2 免除 13,450,000

3 免除 13,100,000

4 免除 15,200,000

5 免除 13,340,000

6 免除 12,585,000

7 免除 13,600,000

8 免除 13,600,000

9 免除 13,350,000

10 免除 13,200,000

11 免除 13,500,000

㈱エンタコンサルタント
神戸支店

㈱サンコム

ＮＴＣコンサルタンツ㈱
兵庫営業所

キタイ設計㈱ 西日本支社 落札

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

㈱エース 兵庫営業所

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱兵庫コンサルタント

㈱ウエスコ 淡路営業所

番号 入札者氏名 備　　考

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第3-3号 南あわじ市倭文土井 上川池調査設計策定業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

9,064,000 8,240,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

15,107,400 13,734,000 12,585,000 1,258,500 13,843,500

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25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 6,400,000

2 免除 6,500,000

3 免除 6,900,000

4 免除 6,600,000

5 免除 6,200,000

6 免除 7,200,000

7 免除 6,300,000

8 免除 6,150,000

㈱兵庫コンサルタント

㈱淡路開発コンサルタント

キタイ設計㈱ 西日本支社 落札

淡路測量設計㈱

朝日テック㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

番号 入札者氏名 備　　考

㈱上智 あわじ支店

近畿測量㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

八幡北委第3-5号
南あわじ市賀集八幡
北・志知中島地内

経営体育成基盤整備事業　八幡北地区　農道舗装調査設計業務その1

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

4,125,000 3,750,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

6,882,700 6,257,000 6,150,000 615,000 6,765,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25日

10時20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 830,000

2 免除 600,000

3 免除 490,000

4 免除 449,000

5 免除 375,000

中川設計工房

アトリエファクト一級建築士事務所 落札

木本博文一級建築士事務所 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

角所一級建築士設計事務所

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-26号
南あわじ市北阿万筒井
1509-1（文化体育館敷地）

令和3年度　Ｂ＆Ｇ防災拠点整備事業　防災倉庫新築実施設計業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

484,000 440,000 電子入札（指名競争）

本館3階　303会議室

820,600 746,000 449,000 44,900 493,900

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25日

10時25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 1,989,000

2 免除 940,000

3 免除 980,000

4 免除 -

5 免除 -

㈱長谷園

向江建設㈱ 辞退

入谷緑化土木㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

トヨタデンキ㈱

㈱福岡造園緑化 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

教社第3-11号 南あわじ市松帆慶野　地内 令和3年度　慶野松原松木伐倒処分業務（3回目）

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　303会議室

- - 940,000 94,000 1,034,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年11月25日

10時30分


