
（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 731,891

7 免除 -

8 免除 -

9 免除 -

10 免除 -

11 免除 -

OAテクニカ生垣 辞退

㈲スリークラフト 辞退

㈲新東 失格（不着）

㈱六甲商会 淡路営業部 落札

㈱アワジシステム 辞退

フリーダムネットワークス㈱ 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

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

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ情報第4-17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

805,080

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）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月29日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 731,891 73,189



（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 226,200

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 256,900

8 免除 -

9 免除 261,600

10 免除 -

OAテクニカ生垣

㈲新東 失格（不着）

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

フリーダムネットワークス㈱ 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

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㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ情報第4-15号
南あわじ市市善光寺22
番地1

令和4年度　内部情報系PC調達

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）

本館3階　304会議室

- - 226,200 22,620 248,820

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月29日

9時35分



（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 4,300,000

2 免除 4,200,000

3 免除 -

4 免除 3,831,000

5 免除 4,100,000

㈱川越 辞退

徳島ポンプ㈱ 落札

徳島防災㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井

ハウス防火設備㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ消防第4-3号 南あわじ市賀集鍛治屋 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

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）

本館3階　304会議室

- - 3,831,000 383,100 4,214,100

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月29日

9時40分



（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 3,150,000

2 免除 3,150,000

3 免除 3,300,000

4 免除 2,780,000

5 免除 3,100,000

㈱川越

徳島ポンプ㈱ 落札

徳島防災㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱藤井

ハウス防火設備㈱

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ消防第4-4号
南あわじ市中条中筋、
伊加利

令和4年度　防災基盤整備事業　小型動力ポンプ購入

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）

本館3階　304会議室

- - 2,780,000 278,000 3,058,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月29日

9時45分



（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 1,370,000

2 免除 1,250,000

3 免除 -

4 免除 1,338,000

5 免除 1,400,000

6 免除 -

7 免除 1,295,000

小畠水道㈱ 辞退

㈱サンスイ 失格（最低制限価格未満）

㈱生垣電興社 失格（不着）

㈱鯉森電工 落札

正木電工㈱

番号 入札者氏名 備　　考

藤原電工㈱

㈱堀川忠義商店 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小第4-41号 南あわじ市神代富田3番地 神代小学校防犯カメラ設置工事

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

1,430,000 1,300,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,590,600 1,446,000 1,338,000 133,800 1,471,800

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月29日

9時50分



（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 1,410,000

3 免除 1,800,000

4 免除 1,330,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 978,000

㈱オクイ 辞退

西久保設備 失格（最低制限価格未満）

㈱松野建設

㈱岡本建設工業 落札

辻設備工業 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱西中工務店 失格（不着）

福田産業㈲

工事番号 場　　所 工　事　名

教総小第4-42号
南あわじ市湊里1502番
地1

湊小学校トイレ洋式化工事

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

1,430,000 1,300,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

1,599,400 1,454,000 1,330,000 133,000 1,463,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月29日

9時55分



（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 2,947,000

6 免除 -

7 免除 -

第一電工㈱ 辞退

向江建設㈱ 辞退

堀口建設㈱ 失格（不着）

山岡水道工業㈱ 辞退

㈱鯉森電工 落札

番号 入札者氏名 備　　考

入谷緑化土木㈱ 失格（不着）

㈱斉藤工務店 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

組教総中第4-39号
南あわじ市広田中筋107
番地

広田中学校プール下トイレ洋式化等工事

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）

本館3階　304会議室

3,496,900 3,179,000 2,947,000 294,700 3,241,700

開　　札　　結　　果　　表

令和4年8月29日

10時00分


