
（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 358,000,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

本件は、南あわじ市議会の議決に付すべき案件です。

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月7日

9時30分

本館3階　304会議室

422,070,000 383,700,000 358,000,000 35,800,000 393,800,000

調査基準価格（円）
調査基準価格

入札書比較価格（円）
入札方式

379,863,000 345,330,000 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

建技工第4-2号
南あわじ市灘黒岩2番
地内

灘黒岩水仙郷施設整備工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 落札

全淡建設㈱ 辞退

㈱柴田工務店 南あわじ支店 辞退

㈱西中工務店 辞退

光洋建設㈱ 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 77,650,000

3 免除 77,770,000

4 免除 87,360,000

5 免除 77,640,000

6 免除 -

7 免除 77,630,000

8 免除 85,000,000

9 免除 77,630,000

10 免除 77,640,000

11 免除 -

12 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月7日

9時50分

本館3階　304会議室

96,102,600 87,366,000 77,640,000 7,764,000 85,404,000

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

85,404,000 77,640,000 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

道整交第2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

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退

全淡建設㈱

太田土建㈱

栄和興業㈱

㈱宮本土建 くじ　落札

㈱マルイチ 辞退

㈱坂本建設 失格（最低制限価格未満）

三原開発㈱

堀建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

入谷緑化土木㈱ くじ

㈱西中工務店 辞退

光洋建設㈱ 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 26,320,000

3 免除 30,000,000

4 免除 -

5 免除 34,400,000

6 免除 28,660,000

7 免除 -

8 免除 33,000,000

9 免除 -

10 免除 -

11 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月7日

10時00分

本館3階　304会議室

35,204,400 32,004,000 28,660,000 2,866,000 31,526,000

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

31,515,000 28,650,000 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

環境衛生第4-21号
南あわじ市志知奥・伊
加利地内

県道阿那賀市線路肩伐採工事

番号 入札者氏名 備　　考

福田産業㈲ 無効（内訳書：入札を無効とする基準③）

松本伊㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈱武田工務店

㈱立花組 辞退

栄新商事㈱

㈱アメニティー・カンパニー 落札

藤原電工㈱ 辞退

㈱南淡路建設

オリエンタル・テクノ㈱
南あわじ営業所 辞退

上田建設㈱ 失格（不着）

㈱成田 南あわじ支店 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 18,400,000

3 免除 16,130,000

4 免除 16,130,000

5 免除 16,130,000

6 免除 -

7 免除 18,500,000

8 免除 18,400,000

9 免除 16,130,000

10 免除 16,130,000

11 免除 19,500,000

12 免除 16,130,000

13 免除 -

14 免除 -

15 免除 22,000,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月7日

10時10分

本館3階　304会議室

20,284,000 18,440,000 16,130,000 1,613,000 17,743,000

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

17,743,000 16,130,000 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

環境産廃第4-5号
南あわじ市 伊加利（産業
廃棄物最終処分場）地内

令和4年度　産業廃棄物最終処分場 施設維持造成工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森長組 辞退

全淡建設㈱

太田土建㈱ くじ

栄和興業㈱ くじ

㈱宮本土建 くじ

㈱マルイチ 辞退

㈱坂本建設

三原開発㈱

堀建設㈱ くじ

入谷緑化土木㈱ くじ　落札

㈱西中工務店

福田産業㈲ くじ

㈱武田工務店 失格（不着）

㈱立花組 辞退

㈱成田 南あわじ支店



（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 12,350,000

3 免除 12,590,000

4 免除 12,100,000

5 免除 12,500,000

6 免除 -

7 免除 12,180,000

8 免除 11,600,000

9 免除 13,000,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月7日

10時30分

本館3階　304会議室

14,665,200 13,332,000 12,100,000 1,210,000 13,310,000

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

13,189,000 11,990,000 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

温プ第4-2号
南あわじ市サンプール（八
木寺内1612番地）

サンプールヒートポンプ温水器更新工事

番号 入札者氏名 備　　考

全淡建設㈱ 辞退

栄和興業㈱

㈱宮本土建

㈱滝本 落札

藤原電工㈱

㈱南淡路建設 辞退

㈱堀川忠義商店

小畠水道㈱ 失格（最低制限価格未満）

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 12,126,000

2 免除 11,100,000

3 免除 11,690,000

4 免除 11,550,000

5 免除 10,800,000

6 免除 11,100,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月7日

10時40分

本館3階　304会議室

- - 10,800,000 1,080,000 11,880,000

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

環境衛生第4-20号 南あわじ市桜花の郷1番地 新火葬場　什器物品購入

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱

㈱森下世紀堂

㈲登日商店

㈱城古タンス店 三原支店 落札

㈲すみ孫 南あわじ店


