
（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

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 105,290,000

3 免除 104,980,000

4 免除 106,110,000

5 免除 106,050,000

6 免除 105,750,000

7 免除 105,960,000

8 免除 104,510,000

9 免除 105,280,000

10 免除 109,760,000

㈱南淡路建設

㈱福岡造園緑化

光洋建設㈱

松本伊㈱

㈱斉藤工務店 失格（最低制限価格未満）

太田土建㈱ 落札

㈱宮本土建

入谷緑化土木㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退

全淡建設㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

環境衛生第4-5号 南あわじ市桜花の郷1番地 新火葬場周辺整備工事

115,478,000

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

115,467,000 104,970,000 電子入札システムによる制限付一般競争入札（事後審査型）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月13日

9時30分

本館3階　304会議室

129,517,300 117,743,000 104,980,000 10,498,000



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 29,000,000

2 免除 27,000,000

3 免除 30,000,000

4 免除 26,930,000

5 免除 26,900,000

6 免除 26,860,000

7 免除 26,890,000

8 免除 31,000,000

9 免除 26,900,000

10 免除 29,650,000

オリエンタル・テクノ㈱
南あわじ営業所 くじ　落札

上田建設㈱

栄新商事㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱アメニティー・カンパニー 失格（最低制限価格未満）

㈱南淡路建設

㈱立花組

㈱斉藤工務店

前川建設㈱ くじ

番号 入札者氏名 備　　考

福田産業㈲

松本伊㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

単排工第4-1号
南あわじ市松帆江尻
地内

松帆流域江尻碇ヶ内川河川改修工事（第2期）

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

29,590,000 26,900,000 電子入札システムによる制限付一般競争入札（事後審査型）

本館3階　304会議室

33,606,100 30,551,000 26,900,000 2,690,000 29,590,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月13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（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 114,000,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 138,000,000

6 免除 134,000,000

7 免除 116,000,000

光洋建設㈱

㈱斉藤工務店

太田土建㈱ 辞退

栄和興業㈱ 辞退

㈱西中工務店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 落札

全淡建設㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

榎小第4-10号
南あわじ市榎列大榎列
1426番地1

榎列小学校（南校舎）大規模改造工事

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

123,453,000 112,230,000 電子入札システムによる制限付一般競争入札（事後審査型）

本館3階　304会議室

137,179,900 124,709,000 114,000,000 11,400,000 125,400,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月13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（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 136,000,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 140,000,000

6 免除 -

7 免除 119,500,000

光洋建設㈱ 辞退

㈱斉藤工務店 落札

太田土建㈱ 辞退

栄和興業㈱ 辞退

㈱西中工務店

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組

全淡建設㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

三中第4-11号
南あわじ市市十一ヶ所
14番地12

三原中学校特別教室棟大規模改造工事

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

124,509,000 113,190,000 電子入札システムによる制限付一般競争入札（事後審査型）

本館3階　304会議室

138,344,800 125,768,000 119,500,000 11,950,000 131,450,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月13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（円） 入札書比較価格（円） 入札書記載価格（円） 消費税（円）　10/100 請負金額（円）

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 51,700,000 -

5 免除 49,880,000 39,100,000

6 免除 40,000,000 38,000,000

7 免除 -

8 免除 42,000,000 -

9 免除 48,700,000 39,600,000

10 免除 47,300,000 38,500,000

11 免除 43,000,000 -

山岡水道工業㈱

㈱鯉森電工

小畠水道㈱ 失格（第２回入札不着）

藤原電工㈱ 落札

㈱南淡路建設 辞退

㈱堀川忠義商店 辞退（第２回入札）

福田産業㈲ 辞退

㈱滝本 失格（第２回入札不着）

㈱斉藤工務店

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱ 辞退

光洋建設㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南教給工第4-1号
南あわじ市学校給食センター
（南あわじ市神代地頭方31番
地）

南あわじ市学校給食センター建築厨房設備1期目改修工事

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

38,973,000 35,430,000 電子入札システムによる制限付一般競争入札（事後審査型）

本館3階　304会議室

43,310,300 39,373,000 38,000,000 3,800,000 41,800,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年5月13日

10時10分


