
（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 1,783,000

6 免除 -

7 免除 1,730,000

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

9時30分

本館3階　301会議室

2,182,400 1,984,000 1,730,000 173,000 1,903,000

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

1,881,000 1,710,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

公維第4-8号
南あわじ市榎列大榎
列、上幡多地内

令和4年度　榎列地区管路舗装修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

㈱松野建設 辞退

第一電工㈱ 辞退

㈲田中機械店 辞退

㈱居内工務店

森建土木㈱ 辞退

㈲瑞井 落札

㈱サンスイ 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 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 1,380,000

5 免除 -

6 免除 1,640,000

7 免除 1,540,000

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

9時35分

本館3階　301会議室

1,823,800 1,658,000 1,540,000 154,000 1,694,000

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

1,573,000 1,430,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第5号 南あわじ市広田広田地内 広田5号線　舗装修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱金山工務店 失格（不着）

多田建設 辞退

淡路建材㈱ 辞退

向建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱楠木建設 辞退

㈱カネイ

田原建築㈱ 落札

マツモト産業㈱ 失格（不着）



（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 1,000,000

2 免除 820,000

3 免除 2,500,000

4 免除 670,000

5 免除 1,250,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

9時40分

本館3階　301会議室

1,251,800 1,138,000 820,000 82,000 902,000

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

748,000 680,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第5号 南あわじ市神代國衙 神代3号線　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 落札

㈱地測

近畿測量㈱ 失格（最低制限価格未満）

淡路測量設計㈱



（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 850,000

2 免除 750,000

3 免除 1,500,000

4 免除 450,000

5 免除 800,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

9時45分

本館3階　301会議室

921,800 838,000 750,000 75,000 825,000

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

550,000 500,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単委道第3号 南あわじ市阿万吹上町 阿万88号線　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 落札

㈱地測

近畿測量㈱ 失格（最低制限価格未満）

淡路測量設計㈱



（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 3,900,000

2 免除 5,500,000

3 免除 7,000,000

4 免除 4,200,000

5 免除 5,000,000

6 免除 2,490,000

7 免除 6,200,000

8 免除 4,500,000

9 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

9時50分

本館3階　301会議室

5,335,000 4,850,000 3,900,000 390,000 4,290,000

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

3,201,000 2,910,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ地調委託第13号
南あわじ市倭文土井、
倭文庄田地内

令和4年度　倭文土井1-1地区　地籍調査（一筆地調査、測量工程）業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱ 落札

㈱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㈱ 失格（最低制限価格未満）

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱ダイヨー 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 7,400,000

2 免除 7,000,000

3 免除 7,300,000

4 免除 7,400,000

5 免除 7,580,000

6 免除 7,500,000

7 免除 8,000,000

8 免除 7,500,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

9時55分

本館3階　301会議室

9,199,300 8,363,000 7,000,000 700,000 7,700,000

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

5,511,000 5,010,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第4-2号 南あわじ市倭文長田 口新池実施計画（ため池廃止）策定業務

番号 入札者氏名 備　　考

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱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

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 14,000,000

2 免除 13,400,000

3 免除 12,900,000

4 免除 13,500,000

5 免除 13,360,000

6 免除 13,200,000

7 免除 12,600,000

8 免除 13,200,000

9 免除 13,200,000

10 免除 13,000,000

11 免除 13,200,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

10時00分

本館3階　301会議室

14,779,600 13,436,000 12,600,000 1,260,000 13,860,000

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

8,866,000 8,060,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第4-3号 南あわじ市福良甲 長谷池実施設計業務

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

㈱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 落札

㈱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 1,900,000

2 免除 1,840,000

3 免除 3,000,000

4 免除 3,100,000

5 免除 6,500,000

6 免除 1,840,000

7 免除 3,000,000

8 免除 1,850,000

9 免除 1,840,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

10時05分

本館3階　301会議室

3,226,300 2,933,000 1,840,000 184,000 2,024,000

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

1,925,000 1,750,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

教社第4-8号
南あわじ市松帆慶野
地内

慶野松原指定区域測量業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱タクト測量 くじ　落札

㈱平成技術コンサルタント

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

近畿測量㈱ くじ

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱ダイヨー くじ



（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 1,980,000

2 免除 750,000

3 免除 1,290,000

4 免除 1,100,000

5 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

10時10分

本館3階　301会議室

1,381,600 1,256,000 750,000 75,000 825,000

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

825,000 750,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

商観委第4-12号 南あわじ市八木入田255-2 淡路ファームパークイングランドの丘井戸新設工事設計監理業務

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 落札

社家一級建築士事務所

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所 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 2,550,000

2 免除 2,600,000

3 免除 2,975,000

4 免除 980,000

5 免除 2,350,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

10時15分

本館3階　301会議室

1,785,300 1,623,000 980,000 98,000 1,078,000

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

1,067,000 970,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育委第4-11号
南あわじ市湊736（湊幼
稚園）

湊幼稚園予防改修工事実施設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

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 落札

木本博文一級建築士事務所



（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 3,820,000

2 免除 5,000,000

3 免除 3,250,000

4 免除 8,000,000

5 免除 3,500,000

6 免除 -

7 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

10時20分

本館3階　301会議室

5,244,800 4,768,000 3,250,000 325,000 3,575,000

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

3,146,000 2,860,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ中公委第4-2号
南あわじ市神代富田１番地
４（神代地区公民館）

令和4年度　神代地区公民館　耐震診断・補強計画策定業務

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

㈱鯉森建築設計事務所

柏木建築設計事務所 辞退

田中秀和建築設計事務所 失格（不着）



（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 33,000,000

2 免除 18,760,000

3 免除 18,330,000

4 免除 18,530,000

5 免除 18,340,000

6 免除 17,300,000

7 免除 26,000,000

8 免除 29,000,000

9 免除 18,710,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月20日

10時25分

本館3階　301会議室

33,630,300 30,573,000 18,340,000 1,834,000 20,174,000

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

20,174,000 18,340,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

漁管第4-4号 南あわじ市灘（灘漁港） 令和4年度灘漁港機能保全計画更新業務

番号 入札者氏名 備　　考

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱オリエンタルコンサルタンツ
神戸事務所

日本工営㈱ 神戸事務所 失格（最低制限価格未満）

㈱パスコ 神戸支店

国際航業㈱ 兵庫支店 落札

㈱エイト日本技術開発 神戸支店 失格（最低制限価格未満）

中央コンサルタンツ㈱
神戸事務所

㈱日本港湾コンサルタント
関西支店

㈱東光コンサルタンツ
神戸営業所


