
（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 4,090,000

3 免除 4,750,000

4 免除 5,120,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

9 免除 -

10 免除 -

㈲淡路 辞退

農業屋　南あわじ店 辞退

㈱城古タンス店 三原支店 辞退

㈲すみ孫 南あわじ店 失格（不着）

㈱オクイ 辞退

南あわじ事務機㈱

㈱森下世紀堂

㈲登日商店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井 辞退

㈲坂本文昌堂 湊支店 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-30号
南あわじ市市善光寺22-1
（南あわじ市役所）

令和3年度　エアテント購入

4,499,000

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12月24日

9時30分

本館3階　301会議室

- - 4,090,000 409,000



（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 3,298,000

3 免除 3,950,000

4 免除 4,070,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

9 免除 -

10 免除 -

㈲淡路 辞退

農業屋　南あわじ店 辞退

㈱城古タンス店 三原支店 辞退

㈲すみ孫 南あわじ店 失格（不着）

㈱オクイ 辞退

南あわじ事務機㈱

㈱森下世紀堂

㈲登日商店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井 辞退

㈲坂本文昌堂 湊支店 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ防災第3-31号
南あわじ市市善光寺22-1
（南あわじ市役所）

令和3年度　組立式給水タンク購入

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

- - 3,298,000 329,800 3,627,800

開　　札　　結　　果　　表

令和3年12月24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 4,800,000 4,470,000

3 免除 4,700,000 4,500,000

4 免除 -

5 免除 4,800,000 4,630,000

6 免除 4,900,000 4,650,000

7 免除 -

不落により入札打切

向江建設㈱

㈲木下工務店 失格（不着）

㈱楠木建設

相互建設 失格（不着）

㈱オクイ

番号 入札者氏名 備　　考

㈱南淡路建設 辞退

㈱村瀬建設

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育工第3-3号
南あわじ市灘土生130
（旧灘保育所）

旧灘保育所遊具等整備工事

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　301会議室

- - 不落 不落 不落

開　　札　　結　　果　　表

令和3年12月24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 4,890,000

5 免除 4,790,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

㈲戎榎本建設 辞退

㈱イチカワ 失格（不着）

㈱山野建設 辞退

㈱斉藤建設 辞退

㈱オクイ

向江建設㈱ 落札

番号 入札者氏名 備　　考

㈱南淡路建設 辞退

福岡建設 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

5,049,000 4,590,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

5,709,000 5,190,000 4,790,000 479,000 5,269,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年12月24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 1,500,000

2 免除 610,000

3 免除 1,030,000

4 免除 1,800,000 -

5 免除 1,280,000

6 免除 679,600

7 免除 1,300,000

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）

正木電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱サンスイ 失格（最低制限価格未満）

㈱滝本 失格（最低制限価格未満）

トヨタデンキ㈱ 失格（第２回入札不着）

第一電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱ 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

商観工第3-5号
南あわじ市松帆古津路
970-78地内

慶野松原駐車場照明塔改修工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 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12月24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 1,480,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 1,260,000

6 免除 -

7 免除 1,290,000

第一電工㈱ 辞退

正木電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱滝川工務店 辞退

㈱えのもとでんき 辞退

㈱原口 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱武田工務店 落札

㈱堀川忠義商店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

商観工第3-7号 南あわじ市阿万西町地内 阿万海岸海水浴場足洗い場改修工事

1,628,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,507,000 1,370,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和3年12月24日

9時55分

本館3階　301会議室

1,677,500 1,525,000 1,480,000 148,000



（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 1,300,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 1,380,000

6 免除 -

7 免除 1,400,000

8 免除 -

㈲木下工務店 失格（不着）

泉ガス㈱

㈱ワイエム 辞退

㈲戎榎本建設 辞退

森建土木㈱ 辞退

㈲瑞井

番号 入札者氏名 備　　考

㈱楠木建設 落札

㈱井添工務店 失格（不着）

工事番号 場　　所 工　事　名

商観工第3-8号 南あわじ市阿万西町地内 阿万海岸海水浴場飛砂防止柵設置・撤去工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

1,320,000 1,200,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

1,516,900 1,379,000 1,300,000 130,000 1,430,000

開　　札　　結　　果　　表

令和3年12月24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 2,962,000

7 免除 5,586,000

8 免除 -

近江建設 落札

㈱鯉森電工

㈱居内工務店 辞退

㈱榎本工務店 辞退

船越工務店㈱ 失格（不着）

㈱誠建設 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱金山工務店 辞退

山岡水道工業㈱ 失格（不着）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第13号 南あわじ市倭文長田　地内 （普）長田川堆積土砂撤去工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

3,124,000 2,840,000 電子入札（指名競争）

本館3階　301会議室

3,560,700 3,237,000 2,962,000 296,200 3,258,200

開　　札　　結　　果　　表

令和3年12月24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 -

2 免除 3,740,000 -

3 免除 1,700,000 1,600,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 2,180,000 -

9 免除 -㈱サンスイ 辞退

不落により入札打切

㈱ICHI 失格（不着）

森建土木㈱ 辞退

㈲瑞井 失格（第２回入札不着）

㈱楠木建設

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 失格（第２回入札不着）

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　301会議室

- - 不落 不落 不落

開　　札　　結　　果　　表

令和3年12月24日

10時10分


