
（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 574,000

3 免除 660,000

4 免除 645,000

5 免除 635,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 574,000 57,400 631,400

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

農整備プ第4-1号 南あわじ市役所2階印刷室 令和4年度　大判プリンタ導入事業

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

㈱森下世紀堂

㈲すみ孫 南あわじ店

OAテクニカ生垣



（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）　8/100 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 2,387,100

2 免除 2,696,300

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 2,730,000

7 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

9時35分

本館3階　304会議室

- - 2,387,100 190,968 2,578,068

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

南あ防災第4-19号
南あわじ市倭文庄田547
（元倭文中学校跡地）

令和4年度　備蓄用食料購入

番号 入札者氏名 備　　考

ハウス防火設備㈱ 落札

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱ 辞退

㈱森下世紀堂 辞退

㈲登日商店 辞退

㈲すみ孫 南あわじ店

㈱ケーエスケー 洲本支店 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 1,002,000

2 免除 946,800

3 免除 972,000

4 免除 1,054,800

5 免除 1,050,000

6 免除 950,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

9時40分

本館3階　304会議室

- - 946,800 94,680 1,041,480

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

南あ教学物第6号
南あわじ市志知南16番
地（志知小学校）

志知小学校会議用机・椅子の購入

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱ 落札

㈱森下世紀堂

㈲登日商店

㈱城古タンス店 三原支店

㈲すみ孫 南あわじ店



（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 -

3 免除 -

4 免除 2,558,000

5 免除 2,590,000

6 免除 2,770,000

7 免除 2,011,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

9時45分

本館3階　304会議室

2,294,600 2,086,000 2,011,000 201,100 2,212,100

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

2,057,000 1,870,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

商観工第4-2号 南あわじ市湊77番地 ゆとりっく外壁補修工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱村瀬建設 辞退

㈱岡本建設工業 失格（不着）

㈱斉藤建設 辞退

㈱オクイ

向江建設㈱

松本建設㈱

㈱山野建設 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 3,450,000

2 免除 5,640,000

3 免除 3,500,000

4 免除 4,500,000

5 免除 -

6 免除 4,930,000

7 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

9時50分

本館3階　304会議室

4,910,400 4,464,000 3,450,000 345,000 3,795,000

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

3,432,000 3,120,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

財務工第4-4号
南あわじ市阿万上町387
番地1地先

市有施設解体撤去工事

番号 入札者氏名 備　　考

㈱南淡路建設 落札

向建設㈱

㈱楠木建設

㈱カネイ

㈲戎榎本建設 辞退

㈲瑞井

㈲木下工務店 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 3,510,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 4,500,000 -

5 免除 -

6 免除 3,818,000

7 免除 4,669,000 3,980,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

9時55分

本館3階　304会議室

4,875,200 4,432,000 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

4,378,000 3,980,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育工第4-2号
市内公立保育所（園）
３施設

保育所空調設備更新工事（第三期）

番号 入札者氏名 備　　考

㈱土居建設 失格（最低制限価格未満）

㈱南淡路建設 辞退

㈱金山工務店 辞退

㈱松野建設 失格（第2回入札不着）

㈱藤井 辞退

㈲田中機械店 失格（最低制限価格未満）

西久保設備 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 3,800,000 -

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

10時00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

- - 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ子育工第4-3号
南あわじ市賀集1028
（賀集保育所）

賀集保育所調理室リフト改修工事

番号 入札者氏名 備　　考

藤原電工㈱ 辞退（第2回入札）

㈱堀川忠義商店 辞退

小畠水道㈱ 辞退

淡路鉄工㈱ 辞退

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 -

2 免除 6,990,000

3 免除 -

4 免除 6,000,000

5 免除 3,500,000

6 免除 3,000,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

10時05分

本館3階　304会議室

4,380,200 3,982,000 3,000,000 300,000 3,300,000

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

3,058,000 2,780,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

農振バイオ第3号
南あわじ市倭文神道
地内

倭文バイオマス利活用施設解体工事

番号 入札者氏名 備　　考

栄和興業㈱ 辞退

㈱宮本土建

㈱坂本建設 辞退

堀建設㈱

光洋建設㈱

松井開発運輸㈱ 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 3,740,000

5 免除 6,000,000

6 免除 -

7 免除 3,980,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

10時10分

本館3階　304会議室

4,429,700 4,027,000 3,740,000 374,000 4,114,000

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

3,982,000 3,620,000 電子入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

市立図第4-13号 南あわじ市福良甲300番地 市立図書館場内水中ポンプ更新工事

番号 入札者氏名 備　　考

多田建設 辞退

㈱長浜工務店 辞退

㈱原口 辞退

第一電工㈱ 落札

泉ガス㈱

淡路清掃㈱ 辞退

㈱サンスイ



（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 1,695,000

2 免除 -

3 免除 1,620,000

4 免除 -

5 免除 -

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

10時20分

本館3階　304会議室

- - 1,620,000 162,000 1,782,000

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

- - 直接入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

環境清掃第4-35号
南あわじ市沼島730番地１
（南あわじ市沼島リサイクル
センター）

令和4年度　沼島リサイクルセンターフォークリフト購入

番号 入札者氏名 備　　考

コマツ淡路㈱

㈱キナン アワジ事業部 辞退

喜多機械産業㈱ 淡路営業所 落札

㈱東海近畿クボタ 淡路事務所 辞退

兵庫トヨタ自動車㈱ 特販営業所 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 1,270,000

2 免除 3,500,000

3 免除 5,450,000

4 免除 5,000,000

5 免除 2,700,000

6 免除 1,200,000

7 免除 10,000,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年9月28日

10時30分

本館3階　304会議室

- - 1,200,000 120,000 1,320,000

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

- - 直接入札（指名競争）

工事番号 場　　所 工　事　名

企調第4-3号 南あわじ市沼島　地内 兵庫県離島振興計画（案）策定支援業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱地域計画建築研究所 大阪事務所

㈱ウエスコ 淡路営業所

㈱パスコ 神戸支店

パシフィックコンサルタンツ㈱
神戸事務所

㈱ぎょうせい 関西支社

ランドブレイン㈱ 大阪事務所 落札

㈱オオバ 神戸営業所


