
（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 12,960,000

2 免除 15,300,000

3 免除 14,000,000

4 免除 12,950,000

5 免除 14,800,000

6 免除 14,820,000

7 免除 -

8 免除 12,950,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月2日

9時30分

本館3階　301会議室

16,302,000 14,820,000 12,950,000 1,295,000 14,245,000

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

14,245,000 12,950,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

単排工第4-3号 南あわじ市福良丙　地内 （普）仁尾谷川護岸嵩上げ工事（第2期）

番号 入札者氏名 備　　考

福田産業㈲

松本伊㈱

㈱立花組

栄新商事㈱ くじ　落札

㈱アメニティー・カンパニー

㈱南淡路建設

堀口建設㈱ 失格（不着）

上田建設㈱ 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 14,160,000

2 免除 14,160,000

3 免除 14,160,000

4 免除 14,160,000

5 免除 14,160,000

6 免除 16,300,000

7 免除 14,160,000

8 免除 14,160,000

9 免除 14,160,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月2日

9時40分

本館3階　301会議室

17,946,500 16,315,000 14,160,000 1,416,000 15,576,000

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

15,576,000 14,160,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第4号
南あわじ市広田広田
地内外

安全施設設置工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 くじ　落札

全淡建設㈱ くじ

太田土建㈱ くじ

栄和興業㈱ くじ

㈱宮本土建 くじ

㈱坂本建設

光洋建設㈱ くじ

松本伊㈱ くじ

㈱成田 南あわじ支店 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 22,670,000

2 免除 22,670,000

3 免除 22,670,000

4 免除 22,670,000

5 免除 22,670,000

6 免除 22,670,000

7 免除 22,670,000

8 免除 26,000,000

9 免除 22,670,000

10 免除 22,670,000

11 免除 22,620,000

12 免除 22,680,000

13 免除 22,670,000

14 免除 22,670,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月2日

9時50分

本館3階　301会議室

28,395,400 25,814,000 22,670,000 2,267,000 24,937,000

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

24,937,000 22,670,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第3号
南あわじ市志知松本
地内外

志知縦貫線　舗装修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 くじ

全淡建設㈱ くじ

太田土建㈱ くじ

栄和興業㈱ くじ

㈱宮本土建 くじ　落札

㈱坂本建設 くじ

三原開発㈱ くじ

堀建設㈱

入谷緑化土木㈱ くじ

㈱西中工務店 くじ

光洋建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

福田産業㈲

㈱立花組 くじ

㈱成田 南あわじ支店 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 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 10,300,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月2日

10時00分

本館3階　301会議室

11,968,000 10,880,000 10,300,000 1,030,000 11,330,000

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

10,769,000 9,790,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

財務工第4-1号
南あわじ市市善光寺22
番地1

市役所駐車場内施設整備工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱坂本建設 辞退

福田産業㈲ 辞退

松本伊㈱ 辞退

㈱アメニティー・カンパニー 辞退

田原建築㈱ 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 18,960,000

4 免除 16,830,000

5 免除 16,300,000

6 免除 11,360,000

7 免除 16,900,000

8 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月2日

10時10分

本館3階　301会議室

13,807,200 12,552,000 11,360,000 1,136,000 12,496,000

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

12,419,000 11,290,000 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）

工事番号 場　　所 工　事　名

文体工第4-1号
南あわじ市北阿万筒井
1509番地1

南あわじ市文化体育館　非常用自家発電設備整備工事及び直流電源装置改修工事

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱ 辞退

太田土建㈱ 辞退

光洋建設㈱

㈱滝本

㈱鯉森電工

第一電工㈱ 落札

小畠水道㈱

正木電工㈱ 辞退


