
（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 8,090,000

4 免除 8,600,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 7,670,000

8 免除 7,660,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

9時30分

本館3階　301会議室

9,630,500 8,755,000 8,090,000 809,000 8,899,000

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

8,448,000 7,680,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

ため廃第4-1号
南あわじ市倭文土井
地内

黒岩池廃止工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱金山工務店 辞退

㈱村瀬建設 辞退

近江建設 落札

㈱鯉森電工

白浜興業㈱ 辞退

相互建設 失格（不着）

㈱カネイ 失格（最低制限価格未満）

向江建設㈱ 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 -

2 免除 2,780,000

3 免除 2,180,000

4 免除 -

5 免除 2,300,000

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 2,460,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

9時35分

本館3階　301会議室

2,403,500 2,185,000 2,180,000 218,000 2,398,000

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

2,090,000 1,900,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

農振林道第1号
南あわじ市阿万東町
地内

令和4年度　林道初石線　舗装新設工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱松野建設 失格（不着）

向建設㈱

㈱楠木建設 落札

第一電工㈱ 辞退

㈱カネイ

田原建築㈱ 失格（不着）

マツモト産業㈱ 失格（不着）

森建土木㈱



（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 6,200,000

7 免除 6,062,000

8 免除 6,130,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

9時40分

本館3階　301会議室

7,387,600 6,716,000 6,062,000 606,200 6,668,200

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

6,402,000 5,820,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第3号
南あわじ市 賀集野田・
賀集内ヶ原 地内

（普）長原川護岸修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱堀川忠義商店 辞退

㈱滝川工務店 辞退

㈱榎本工務店 辞退

㈱誠建設 辞退

淡路建材㈱ 辞退

㈱オクイ

㈱居内工務店 落札

㈱長谷園



（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 1,540,000

5 免除 -

6 免除 1,940,000

7 免除 1,710,000

8 免除 1,480,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

9時45分

本館3階　301会議室

2,024,000 1,840,000 1,710,000 171,000 1,881,000

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

1,749,000 1,590,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第8号
南あわじ市灘土生　地
内外

阿万134号線舗装修繕工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 辞退

淡路建材㈱ 辞退

㈱岡本建設工業 辞退

㈱楠木建設 失格（最低制限価格未満）

㈱ICHI 失格（不着）

㈱居内工務店

森建土木㈱ 落札

㈲瑞井 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 1,500,000

2 免除 1,400,000

3 免除 2,500,000

4 免除 1,400,000

5 免除 3,000,000

6 免除 890,000

7 免除 -

8 免除 1,350,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

9時50分

本館3階　301会議室

1,500,400 1,364,000 890,000 89,000 979,000

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

891,000 810,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第9号 南あわじ市湊里　地内 市道湊伊加利線（Ｂ工区）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㈱ 失格（不着）

阪神測建㈱ 南あわじ営業所



（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 6,500,000 -

2 免除 5,500,000 -

3 免除 6,500,000 -

4 免除 5,500,000 5,200,000

5 免除 -

6 免除 5,680,000 5,380,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

9時55分

本館3階　301会議室

5,948,800 5,408,000 5,200,000 520,000 5,720,000

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

3,564,000 3,240,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

建都委第4-1号
南あわじ市福良乙999番
地2地先

小規模住宅地区改良事業　伊勢尾橋　橋梁調査設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱ 辞退（第2回入札）

㈱上智 あわじ支店 辞退（第2回入札）

㈱地測 失格（第2回入札不着）

近畿測量㈱ 落札

淡路測量設計㈱ 失格（不着）

阪神測建㈱ 南あわじ営業所



（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 6,200,000

2 免除 9,000,000

3 免除 10,000,000

4 免除 6,500,000

5 免除 7,000,000

6 免除 6,500,000

7 免除 -

8 免除 6,180,000

9 免除 6,550,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

10時00分

本館3階　301会議室

7,144,500 6,495,000 6,180,000 618,000 6,798,000

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

4,279,000 3,890,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

特委第4-4号 南あわじ市地内 令和4年度　南あわじ市下水道台帳管理システム更新業務

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㈱

淡路測量設計㈱ 失格（不着）

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 落札

㈱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 1,300,000

2 免除 1,800,000

3 免除 3,500,000

4 免除 1,600,000

5 免除 -

6 免除 1,760,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月24日

10時05分

本館3階　301会議室

1,981,100 1,801,000 1,300,000 130,000 1,430,000

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

1,188,000 1,080,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ中公委第4-3号
南あわじ市神代富田１
番地４

神代地区公民館　地盤調査業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱ 落札

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 失格（不着）

阪神測建㈱ 南あわじ営業所


