
（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 9,737,000

3 免除 10,980,000

4 免除 9,800,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 6,680,000

8 免除 13,500,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

9時30分

本館3階　304会議室

7,381,000 6,710,000 6,680,000 668,000 7,348,000

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

6,633,000 6,030,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第4-22号
南あわじ市神代社家
2332（さんゆ～館）

さんゆ～館屋外バーデゾーン漏水防止工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱柴田工務店 南あわじ支店 辞退

㈱西中工務店

光洋建設㈱

松本伊㈱

㈱斉藤工務店 辞退

船越工務店㈱ 辞退

マツモト産業㈱ 落札

㈲瑞井



（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 1,210,000

3 免除 1,190,000

4 免除 1,300,000

5 免除 -

6 免除 1,380,000

7 免除 1,400,000

8 免除 1,637,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

9時35分

本館3階　304会議室

1,488,300 1,353,000 1,190,000 119,000 1,309,000

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

1,287,000 1,170,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

賀集工第4-1号 南あわじ市賀集1031番地 賀集スポーツセンター　グラウンドフェンス改修工事

番号 入札者氏名 備　　考

福岡建設 辞退

㈱生垣電興社

向建設㈱ 落札

㈱楠木建設

森建土木㈱ 辞退

松本建設㈱

泉ガス㈱

㈱山野建設



（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 5,300,000

3 免除 4,500,000

4 免除 3,800,000

5 免除 4,070,000

6 免除 4,600,000

7 免除 -

8 免除 4,300,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

9時40分

本館3階　304会議室

4,480,300 4,073,000 3,800,000 380,000 4,180,000

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

3,916,000 3,560,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

漁管第4-3号
南あわじ市灘地内
（灘漁港）

令和4年度　灘漁港荷捌所舗装修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退

全淡建設㈱

㈱マルイチ

三原開発㈱ 落札

堀建設㈱

松本伊㈱

㈱斉藤工務店 辞退

㈱南淡路建設



（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 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 3,330,000

8 免除 3,210,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

9時45分

本館3階　304会議室

4,070,000 3,700,000 3,210,000 321,000 3,531,000

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

3,531,000 3,210,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

合特補第1号
南あわじ市志知志知
地内

志知14号線道路修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

㈱藤井 辞退

船越工務店㈱ 辞退

㈱福岡造園緑化 辞退

㈱岡本建設工業 失格（不着）

㈲山口建設 辞退

田原建築㈱

向江建設㈱ 落札



（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 -

5 免除 5,225,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 5,190,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

9時50分

本館3階　304会議室

6,528,500 5,935,000 5,190,000 519,000 5,709,000

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

5,665,000 5,150,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第1号
南あわじ市八木養宜上
地内

（普）養宜川護岸整備工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱金山工務店 失格（不着）

トヨタデンキ㈱ 辞退

㈱松野建設 辞退

㈱村瀬建設 辞退

近江建設

第一電工㈱ 辞退

マツモト産業㈱ 失格（不着）

㈱長谷園 落札



（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 5,800,000

2 免除 5,250,000

3 免除 -

4 免除 7,200,000

5 免除 6,400,000

6 免除 -

7 免除 6,340,000

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

9時55分

本館3階　304会議室

6,448,200 5,862,000 5,250,000 525,000 5,775,000

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

3,861,000 3,510,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第3号
南あわじ市八木寺内
地内

市5号線　道路付帯工事に伴う情報BOX保護工法設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

大日本コンサルタント㈱
神戸営業所 落札

日本工営㈱ 神戸事務所 辞退

㈱パスコ 神戸支店

㈱エース 兵庫営業所

㈱修成建設コンサルタント
兵庫事務所 辞退

八千代エンジニヤリング㈱
兵庫事務所

アジア航測㈱ 神戸支店 辞退



（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 870,000

2 免除 700,000

3 免除 1,500,000

4 免除 1,500,000

5 免除 1,200,000

6 免除 470,000

7 免除 700,000

8 免除 770,000

9 免除 540,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時00分

本館3階　304会議室

837,100 761,000 470,000 47,000 517,000

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

495,000 450,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第4号
南あわじ市八木立石
地内

立石新庄線　測量設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

近畿測量㈱ 落札

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱ダイヨー



（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 1,450,000

2 免除 850,000

3 免除 2,250,000

4 免除 3,360,000

5 免除 1,800,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時05分

本館3階　304会議室

2,666,400 2,424,000 1,450,000 145,000 1,595,000

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

1,595,000 1,450,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

建住委第4-1号
南あわじ市阿那賀1506
番地1

丸山漁民住宅外壁改修工事設計監理業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 落札

角所一級建築士設計事務所 失格（最低制限価格未満）

社家一級建築士事務所

川口一級建築設計事務所

㈱鯉森建築設計事務所



（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 1,400,000

2 免除 850,000

3 免除 1,500,000

4 免除 1,800,000

5 免除 1,200,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時10分

本館3階　304会議室

1,162,700 1,057,000 850,000 85,000 935,000

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

693,000 630,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第4-23号
南あわじ市阿那賀1279
番地1

旧阿那賀診療所解体撤去工事等実施設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

社家一級建築士事務所 落札

中川設計工房

川口一級建築設計事務所

㈱鯉森建築設計事務所



（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 2,420,000

2 免除 2,210,000

3 免除 3,250,000

4 免除 5,550,000

5 免除 2,250,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時15分

本館3階　304会議室

4,314,200 3,922,000 2,420,000 242,000 2,662,000

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

2,585,000 2,350,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

北小委第4-21号
南あわじ市北阿万新田
中217番地

北阿万小学校校舎（教室棟）予防改修工事実施設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 落札

角所一級建築士設計事務所 失格（最低制限価格未満）

社家一級建築士事務所

川口一級建築設計事務所

㈱鯉森建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）



（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 3,810,000

2 免除 14,000,000

3 免除 5,050,000

4 免除 20,000,000

5 免除 8,280,000

6 免除 4,680,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時20分

本館3階　304会議室

5,822,300 5,293,000 3,810,000 381,000 4,191,000

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

3,487,000 3,170,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

福小委第4-34号
南あわじ市福良乙1205
番地

福良小学校校舎耐力度調査等業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 落札

角所一級建築士設計事務所

社家一級建築士事務所

中川設計工房

川口一級建築設計事務所

㈱鯉森建築設計事務所



（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 650,000

2 免除 1,770,000

3 免除 945,000

4 免除 -

5 免除 590,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時25分

本館3階　304会議室

763,400 694,000 590,000 59,000 649,000

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

451,000 410,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小委第4-35号
南あわじ市阿万下町420
番地

阿万小学校プール改修工事実施設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

中川設計工房

川口一級建築設計事務所

アトリエファクト一級建築士事務所

木本博文一級建築士事務所 失格（不着）

田中秀和建築設計事務所 落札



（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 450,000

2 免除 600,000

3 免除 350,000

4 免除 800,000

5 免除 713,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時30分

本館3階　304会議室

510,400 464,000 350,000 35,000 385,000

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

297,000 270,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

市立図第4-6号
南あわじ市福良甲300番地
（南あわじ市立図書館）

市立図書館場内水中ポンプ更新工事実施設計・監理業務

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

社家一級建築士事務所 落札

中川設計工房

アトリエファクト一級建築士事務所



（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 1,790,000

2 免除 1,070,000

3 免除 2,500,000

4 免除 1,060,000

5 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時35分

本館3階　304会議室

2,044,900 1,859,000 1,790,000 179,000 1,969,000

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

1,221,000 1,110,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

健広第4-1号
南あわじ市市青木198番地5
（三原健康広場）

三原健康広場グラウンド照明LED化工事実施設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 落札

社家一級建築士事務所 失格（最低制限価格未満）

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）

淡路設備設計事務所 辞退



（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 13,000,000

2 免除 12,700,000

3 免除 12,400,000

4 免除 14,200,000

5 免除 12,710,000

6 免除 13,100,000

7 免除 13,000,000

8 免除 12,900,000

9 免除 13,330,000

10 免除 12,800,000

11 免除 13,200,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時40分

本館3階　304会議室

14,954,500 13,595,000 12,400,000 1,240,000 13,640,000

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

8,965,000 8,150,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第4-1号 南あわじ市倭文庄田 北ヶ谷池調査設計策定業務

番号 入札者氏名 備　　考

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 落札

㈱兵庫コンサルタント

㈱ウエスコ 淡路営業所

キタイ設計㈱ 西日本支社

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

㈱エース 兵庫営業所

㈱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



（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 1,020,000

2 免除 1,830,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 788,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月23日

10時45分

本館3階　304会議室

2,428,800 2,208,000 1,830,000 183,000 2,013,000

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

1,452,000 1,320,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

環境下放委第4-1号
南あわじ市倭文神道490番
地1 下水放流施設

令和4年度　希釈水分析業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱ 失格（最低制限価格未満）

中外テクノス㈱
関西技術センター 落札

㈱建設技術研究所 神戸事務所 辞退

㈱環境技術研究所 失格（不着）

㈱オオバ 神戸営業所 辞退

㈱兵庫分析センター 失格（最低制限価格未満）


