
（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 1,376,000

3 免除 1,600,000

4 免除 -

5 免除 1,800,000

6 免除 -㈲すみ孫 南あわじ店 失格（不着）

㈱森下世紀堂

㈲登日商店 失格（不着）

㈱城古タンス店 三原支店

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店 失格（不着）

南あわじ事務機㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

環境清掃第3-31号
南あわじ市榎列上幡多1911-1
（南あわじ市中央リサイクル
センター）

令和3年度　ごみ回収用コンテナ購入

1,513,600

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4年2月18日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 1,376,000 137,600



（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 950,000

3 免除 1,620,000

4 免除 1,580,000

5 免除 585,967

6 免除 1,000,000

7 免除 -

徳梅電気商会㈱ 失格（最低制限価格未満）

サンライズ㈱ 辞退

㈱土居建設

㈱堀川忠義商店 落札

㈱えのもとでんき 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

太田土建㈱ 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

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

1,716,000 1,560,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,916,200 1,742,000 1,580,000 158,000 1,738,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年2月18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 4,370,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 4,350,000

5 免除 -

6 免除 4,470,000

7 免除 -

8 免除 4,345,000

近江建設

相互建設 辞退

㈱居内工務店 失格（最低制限価格未満）

㈱藤井 辞退

木場建設 落札

㈱原口 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱金山工務店

㈱松野建設 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

単災第3-1号 南あわじ市広田中筋　地内 広田中筋里道災害復旧工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

4,785,000 4,350,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

5,492,300 4,993,000 4,350,000 435,000 4,785,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年2月18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 2,620,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 2,490,000

5 免除 -

6 免除 2,170,000

7 免除 -

8 免除 -

9 免除 -

10 免除 -

11 免除 -

㈱井添工務店 辞退

向江建設㈱ 辞退

㈲瑞井 辞退

木場建設 落札

第一電工㈱ 辞退

相互建設 辞退

㈱滝川工務店 辞退

トヨタデンキ㈱

㈱藤井 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝本

㈱堀川忠義商店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

乙第5021号 南あわじ市八木養宜上　地内 八木2号線　道路災害復旧工事

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,387,000 2,170,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

2,745,600 2,496,000 2,170,000 217,000 2,387,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年2月18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 2,570,000

2 免除 2,600,000

3 免除 2,180,000

4 免除 2,160,000

5 免除 2,170,000

近畿測量㈱ 失格（最低制限価格未満）

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 失格（最低制限価格未満）

㈱ダイヨー 失格（最低制限価格未満）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱タクト測量 落札

㈱上智 あわじ支店

工事番号 場　　所 工　事　名

環境産廃第3-9号
南あわじ市伊加利（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　残容量測量業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

2,750,000 2,500,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

4,591,400 4,174,000 2,570,000 257,000 2,827,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年2月18日

9時50分


