
（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 145,000,000

2 免除 -

3 免除 132,500,000

4 免除 146,000,000

5 免除 147,200,000

6 免除 145,500,000

7 免除 -

8 免除 146,000,000

9 免除 145,000,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 132,500,000 13,250,000 145,750,000

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

- - 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

埋文第7号 南あわじ市八木養宜地区 令和4年度 養宜地区埋蔵文化財発掘調査支援業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱アクセス 兵庫営業所

日鉄テクノロジー㈱ 尼崎事業所 失格（不着）

㈱イビソク 兵庫営業所 落札

安西工業㈱

㈱パスコ 神戸支店

㈱島田組 神戸営業所

㈱ジオテクノ関西 辞退

㈱アコード 神戸営業所

国際文化財㈱ 神戸営業所



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格
（月額・円）

入札書比較価格
（月額・円）

入札書記載価格
（月額・円）

消費税　10/100
（月額・円）

請負金額
（月額・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 -

8 免除 -

9 免除 -

10 免除 -

11 免除 -

12 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

9時35分

本館3階　304会議室

- - 不調 不調 不調

最低制限価格
（月額・円）

最低制限価格入札書
比較価格（月額・円）

入札方式

- - 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ情報第4-11号
南あわじ市市善光寺22
番地1

令和4年度　基幹系サーバ機器等調達

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店 辞退

南あわじ事務機㈱ 辞退

㈱森下世紀堂 辞退

㈲すみ孫 南あわじ店 失格（不着）

㈱イナハラ 洲本営業所 辞退

都築テクノサービス㈱ 神戸支店
淡路島営業所 辞退

㈱六甲商会 淡路営業部 辞退

㈱アワジシステム 辞退

フリーダムネットワークス㈱ 辞退

OAテクニカ生垣 辞退

㈲スリークラフト 辞退

㈲新東 失格（不着）

不調により入札取止（入札参加者が全者辞
退または失格のため）



（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 10,200,000

2 免除 10,800,000

3 免除 -

4 免除 9,795,000

5 免除 10,600,000

6 免除 10,800,000

7 免除 10,500,000

8 免除 10,800,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

9時40分

本館3階　304会議室

- - 9,795,000 979,500 10,774,500

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

- - 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ消防第4-1号
南あわじ市北阿万稲田
南他

令和4年度　防災基盤整備事業　小型動力ポンプ積載車購入

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井

ハウス防火設備㈱

㈱川越 辞退

徳島ポンプ㈱ 落札

徳島防災㈱

㈲岡本ポンプ

㈱モリタ 関西支店

小川ポンプ工業㈱



（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 8,800,000

2 免除 9,400,000

3 免除 -

4 免除 9,234,000

5 免除 9,400,000

6 免除 9,400,000

7 免除 9,400,000

8 免除 9,500,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

9時45分

本館3階　304会議室

- - 8,800,000 880,000 9,680,000

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

- - 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ消防第4-2号
南あわじ市山添、榎列
下幡多

令和4年度　防災基盤整備事業　小型動力ポンプ付積載車購入

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井 落札

ハウス防火設備㈱

㈱川越 辞退

徳島ポンプ㈱

徳島防災㈱

㈲岡本ポンプ

㈱モリタ 関西支店

小川ポンプ工業㈱



（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 1,488,000

2 免除 1,700,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 1,368,000

6 免除 1,580,000

7 免除 1,613,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

9時50分

本館3階　304会議室

1,621,400 1,474,000 1,368,000 136,800 1,504,800

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

組教総小第4-36号
南あわじ市広田中筋121
番地

広田小学校防犯カメラ設置工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱斉藤工務店

藤原電工㈱

㈱えのもとでんき 辞退

㈱生垣電興社 辞退

㈱鯉森電工 落札

正木電工㈱

徳梅電気商会㈱



（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 5,500,000

4 免除 -

5 免除 4,460,000

6 免除 6,250,000

7 免除 5,300,000

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

9時55分

本館3階　304会議室

7,582,300 6,893,000 6,250,000 625,000 6,875,000

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

6,820,000 6,200,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第4-28号
南あわじ市北阿万筒井
1509-1（ゆーぷる）

ゆーぷる温水ヒーター更新工事（第1期）

番号 入札者氏名 備　　考

トヨタデンキ㈱ 辞退

㈱えのもとでんき 辞退

山岡水道工業㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱原口 辞退

㈲田中機械店 失格（最低制限価格未満）

小畠水道㈱ 落札

泉ガス㈱ 失格（最低制限価格未満）

徳梅電気商会㈱ 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 4,088,000

2 免除 3,530,000

3 免除 3,150,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 4,100,000

7 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

10時00分

本館3階　304会議室

4,178,900 3,799,000 3,530,000 353,000 3,883,000

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

3,751,000 3,410,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

商観工第4-19号
南あわじ市広田広田
1466-1

サンライズ淡路体育館照明LED化修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設

光洋建設㈱ 落札

㈱滝本 失格（最低制限価格未満）

トヨタデンキ㈱ 辞退

㈱藤井 辞退

第一電工㈱

サンライズ㈱ 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 1,540,000

2 免除 1,390,000

3 免除 1,300,000

4 免除 1,400,000

5 免除 1,200,000

6 免除 -

7 免除 1,700,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

10時05分

本館3階　304会議室

1,822,700 1,657,000 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

1,639,000 1,490,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

財務工第4-2号
南あわじ市市善光寺18番地27
（南あわじ市役所第1別館）

第1別館空調設備更新工事

番号 入札者氏名 備　　考

松本伊㈱ 落札

㈱武田工務店 失格（最低制限価格未満）

㈱滝本 失格（最低制限価格未満）

藤原電工㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱堀川忠義商店 失格（最低制限価格未満）

㈱滝川工務店 失格（不着）

正木電工㈱



（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 9,480,000

2 免除 14,900,000

3 免除 16,200,000

4 免除 18,000,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 9,490,000

8 免除 -

9 免除 12,700,000

10 免除 15,000,000

11 免除 9,550,000

12 免除 15,800,000

13 免除 16,000,000

14 免除 18,100,000

15 免除 12,650,000

16 免除 16,500,000

17 免除 9,480,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年7月25日

11時00分

本館3階　304会議室

17,393,200 15,812,000 9,480,000 948,000 10,428,000

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

10,428,000 9,480,000 直接入札 ※郵送による提出

工事番号 場　　所 工　事　名

道整交第1号 南あわじ市八木入田地内
大榎列古長田線・八木2号線道路改良工事に伴う（仮）成相川橋・
（仮）養宜川橋　修正設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 くじ　落札

㈱ウエスコ 淡路営業所

㈱浪速技研コンサルタント
神戸支店

㈱オリエンタルコンサルタンツ
 神戸事務所

応用地質㈱ 神戸営業所 辞退

㈱建設技術研究所 神戸事務所 辞退

㈱日建技術コンサルタント
神戸事務所

㈱修成建設コンサルタント
兵庫事務所 辞退

協和設計㈱ 神戸支店

㈱千代田コンサルタント
神戸営業所

扇コンサルタンツ㈱

第一建設設計㈱ 神戸事務所

㈱綜合技術コンサルタント
神戸事務所

第一復建㈱ 兵庫事務所

㈱建設計画

㈱アワジテック

近畿技術コンサルタンツ
神戸事務所 くじ


