
（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 12,744,000

3 免除 14,800,000

4 免除 14,000,000

5 免除 11,000,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 11,280,000

9 免除 -

10 免除 -

堀口建設㈱ 辞退

小畠水道㈱ 辞退

㈱斉藤工務店 辞退

栄新商事㈱ 辞退

㈱南淡路建設 落札

㈱西中工務店

福田産業㈲

㈱武田工務店 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 失格（不着）

㈱柴田工務店　南あわじ支店

工事番号 場　　所 工　事　名

乙第5020号 南あわじ市灘黒岩　地内 （普）姫野郷川河川災害復旧工事

12,408,000

最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格
入札方式

12,408,000 11,280,000 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年1月28日

9時30分

本館3階　304会議室

14,174,600 12,886,000 11,280,000 1,128,000



（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 4,350,000

2 免除 4,300,000

3 免除 4,230,000

4 免除 4,232,000

5 免除 4,450,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

㈱南淡路建設 辞退

向建設㈱ 辞退

㈱ワイエム 失格（不着）

㈱オクイ 落札

向江建設㈱

サンライズ㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱村瀬建設

㈱楠木建設

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育工第3-5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

4,488,000 4,080,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

4,995,100 4,541,000 4,230,000 423,000 4,653,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年1月28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 1,640,000

2 免除 1,615,000

3 免除 1,660,000

4 免除 1,413,000

5 免除 1,583,000

6 免除 1,465,000

7 免除 2,893,000

8 免除 1,957,200

9 免除 -カメラのサンジョウ 辞退

正木電工㈱

井本産業㈱

三和商事㈱

松下電器

光電気店 落札

㈱鯉森電工

番号 入札者氏名 備　　考

トヨタデンキ㈱

OAテクニカ生垣

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育備第3-38号
南あわじ市内
児童福祉施設等12箇所

児童福祉施設等空気清浄機購入

最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格
入札方式

- - 直接入札

本館3階　304会議室

- - 1,413,000 141,300 1,554,300

開　　札　　結　　果　　表

令和4年1月28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 1,280,000

4 免除 1,390,000

5 免除 -

6 免除 1,580,000トヨタデンキ㈱

(株)鯉森電工 落札

正木電工㈱

タイカン淡路販売・
アートミューズ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

(有)山本楽器店 辞退

光電気店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ教学物第18号
南あわじ市
阿万下町420番地
（阿万小学校）

阿万小学校体育館放送設備の購入

最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格
入札方式

- - 直接入札

本館3階　304会議室

- - 1,280,000 128,000 1,408,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年1月28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 1,800,000

2 免除 -

3 免除 2,100,000

4 免除 2,600,000

5 免除 1,300,000

平岡督朗土地家屋調査士事務所

山﨑土地家屋調査士事務所

福本土地家屋調査士事務所 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

土地家屋調査士　庄田忠夫事務所 落札

濱口徹事務所 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

管財委第3-34号 南あわじ市湊　地内 市有地境界確定業務（湊1130番）

最低制限価格
最低制限価格

入札書比較価格
入札方式

1,892,000 1,720,000 直接入札

本館3階　304会議室

3,167,890 2,879,900 1,800,000 180,000 1,980,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年1月28日

10時00分


