
（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 30,000,000 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 不調 不調 不調

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

- - 直接入札（制限付一般競争入札）

工事番号 場　　所 工　事　名

4玉青館第10号
南あわじ市松帆西路
1137-1

玉青館エレベーター更新等工事

番号 入札者氏名 備　　考

藤原電工㈱ 辞退

小畠水道㈱ 辞退（第2回入札）

不調により入札取止
（第2回入札において入札参加者が全者
辞退のため）



（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 4,780,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 3,950,000

8 免除 3,840,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

9時45分

本館3階　304会議室

4,649,700 4,227,000 3,840,000 384,000 4,224,000

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

4,081,000 3,710,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単河第4号
南あわじ市賀集立川瀬
地内

（二）牛内川河川環境整備工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝川工務店

多田建設 辞退

淡路建材㈱ 失格（不着）

㈱原口 失格（不着）

近江建設 辞退

相互建設 失格（不着）

㈱オクイ

㈱居内工務店 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 -

4 免除 3,625,000

5 免除 -

6 免除 4,000,000

7 免除 -

8 免除 3,298,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

9時55分

本館3階　304会議室

3,987,500 3,625,000 3,298,000 329,800 3,627,800

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

3,465,000 3,150,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

単補第7号
南あわじ市　灘白崎
地内

白崎本線　落石防護柵設置工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱滝本 失格（不着）

㈱滝川工務店 辞退

㈱原口 失格（不着）

㈱鯉森電工

白浜興業㈱ 辞退

㈱カネイ

田原建築㈱ 失格（不着）

㈱オクイ 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 450,000

2 免除 500,000

3 免除 1,250,000

4 免除 800,000

5 免除 -

6 免除 700,000

7 免除 400,000

8 免除 480,000

9 免除 490,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時00分

本館3階　304会議室

533,500 485,000 400,000 40,000 440,000

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

319,000 290,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第2号
南あわじ市賀集八幡中
地内

賀集12号線　用地測量業務

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 辞退

近畿測量㈱

淡路測量設計㈱ 落札

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱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 950,000

2 免除 1,050,000

3 免除 1,000,000

4 免除 1,200,000

5 免除 880,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時05分

本館3階　304会議室

1,097,800 998,000 880,000 88,000 968,000

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

649,000 590,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

合特第7号
南あわじ市神代國衙
1395-4

神代3号線　用地調査等業務

番号 入札者氏名 備　　考

アーバンクリエイト㈱

㈱上智 あわじ支店

㈱地測

近畿測量㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所 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 880,000

2 免除 -

3 免除 2,500,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時10分

本館3階　304会議室

1,009,800 918,000 880,000 88,000 968,000

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

605,000 550,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

並礁第4-1号 南あわじ市沼島沖 令和4年度　魚礁効果調査業務

番号 入札者氏名 備　　考

オリエンタル・テクノ㈱
南あわじ営業所 落札

いであ㈱ 神戸営業所 辞退

三洋テクノマリン㈱ 大阪支社



（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 2,000,000

2 免除 2,040,000

3 免除 1,900,000

4 免除 2,000,000

5 免除 1,800,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時15分

本館3階　304会議室

2,202,200 2,002,000 1,800,000 180,000 1,980,000

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

1,320,000 1,200,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

農整ほ委第4-2号 南あわじ市賀集地内 令和4年度　ほ場整備集団化事業（賀集地区）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱上智 あわじ支店

㈱ウエスコ 淡路営業所

キタイ設計㈱ 西日本支社

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

丸一調査設計㈱ 兵庫支店 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 1,700,000

2 免除 2,300,000

3 免除 1,830,000

4 免除 3,600,000

5 免除 1,930,000

6 免除 1,900,000

7 免除 1,900,000

8 免除 1,950,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時20分

本館3階　304会議室

2,021,800 1,838,000 1,700,000 170,000 1,870,000

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

1,210,000 1,100,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

ため委第4-4号 南あわじ市倭文高 菱池堆砂測量及び浚渫工法設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

近畿測量㈱ 落札

淡路測量設計㈱

阪神測建㈱ 南あわじ営業所

㈱兵庫コンサルタント

㈱ウエスコ 淡路営業所

キタイ設計㈱ 西日本支社

サンスイコンサルタント㈱
姫路支店

ＮＴＣコンサルタンツ㈱
兵庫営業所



（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 610,000

2 免除 1,200,000

3 免除 380,000

4 免除 380,000

5 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時25分

本館3階　304会議室

675,400 614,000 380,000 38,000 418,000

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

396,000 360,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第4-34号
南あわじ市神代社家
2332（さんゆ～館）

さんゆ～館空調設備改修工事設計監理業務

番号 入札者氏名 備　　考

中川設計工房

川口一級建築設計事務所

㈱鯉森建築設計事務所 くじ

淡路設備設計事務所 くじ　落札

田中秀和建築設計事務所 失格（不着）



（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 700,000

2 免除 400,000

3 免除 350,000

4 免除 748,000

5 免除 485,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時30分

本館3階　304会議室

614,900 559,000 350,000 35,000 385,000

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

363,000 330,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ健第4-38号
南あわじ市北阿万筒井
1509-1（ゆーぷる）

ゆーぷる冷水チラー交換工事設計監理業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計

角所一級建築士設計事務所

社家一級建築士事務所 落札

アトリエファクト一級建築士事務所

木本博文一級建築士事務所



（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 3,590,000

2 免除 2,660,000

3 免除 3,980,000

4 免除 6,500,000

5 免除 3,200,000

6 免除 4,000,000

7 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月22日

10時35分

本館3階　304会議室

7,075,200 6,432,000 3,980,000 398,000 4,378,000

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

4,235,000 3,850,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ中公委第4-4号 南あわじ市市三條880番地 中央公民館改修工事　実施設計業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱フタバ設計 失格（最低制限価格未満）

角所一級建築士設計事務所 失格（最低制限価格未満）

社家一級建築士事務所 落札

中川設計工房

㈱鯉森建築設計事務所 失格（最低制限価格未満）

アトリエファクト一級建築士事務所

田中秀和建築設計事務所 失格（不着）


