
入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和元年度　町道曽根大野南線舗装修繕工事(第2工区)

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥6,284,000

予定価格 ¥6,912,400

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

辞退 (株)大池組 （辞退）

3 吉原建設(株) 6,270,000

2 (株)米谷技建 5,418,000

辞退 (有)久原建設 （辞退）

落札 (株)ヨシトミ 5,418,000 くじによる抽選により落札

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 令和元年度　町道曽根大野南線舗装修繕工事(第2工区)

工事場所   平生町大字大野南

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥5,959,800

契　約　日

工　　　期 令和2年8月3日

契約業者名 (株)ヨシトミ

契約業者所在地

代表者名 吉冨　孝博

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月31日

令和2年10月30日

平生町大字曽根422-5

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和元年度　平生町横断歩道橋撤去工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥8,088,000

予定価格 ¥8,896,800

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

辞退 (株)大池組 （辞退）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

辞退 (有)久原建設 （辞退）

4 (株)ヨシトミ 7,987,000

2 (株)ひぐち総業 7,800,000

落札 朝日建設(株) 7,770,000

無効 (有)平田防水塗装工業 6,662,000

辞退 (有)シプロ西日本 （辞退）

辞退 勝本建設(株) （辞退）

3 (株)フジタニ 7,980,000

無効 (有)ミヤサン設備工業 6,670,000

辞退 (有)若松建設 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 令和元年度　平生町横断歩道橋撤去工事

工事場所   平生町大字大野南

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥8,547,000

契　約　日

工　　　期 令和2年7月31日

契約業者名 朝日建設(株)

契約業者所在地

代表者名 井場　謙治

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月30日

令和2年10月30日

平生町大字宇佐木1425-2

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和2年度　農業用水路等長寿命化・防災減災事業　大歳迫ため池切開工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥15,311,000

予定価格 ¥16,842,100

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

予算超過 (株)大池組 15,800,000

辞退 吉原建設(株) （辞退）

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

※入札者が１社のため入札不成立



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 上組A道路災害復旧工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥7,152,000

予定価格 ¥7,867,200

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

辞退 (株)大池組 （辞退）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

辞退 朝日建設(株) （辞退）

辞退 (有)平田防水塗装工業 （辞退）

落札 (有)シプロ西日本 7,000,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

辞退 (株)フジタニ （辞退）

辞退 (有)ミヤサン設備工業 （辞退）

辞退 (有)若松建設 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 上組A道路災害復旧工事

工事場所   平生町大字佐賀

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥7,700,000

契　約　日

工　　　期 令和2年7月31日

契約業者名 (有)シプロ西日本

契約業者所在地

代表者名 吉冨　栄次

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月30日

令和2年11月30日

平生町大字平生村424-3

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 町道横断溝整備工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥4,470,000

予定価格 ¥4,917,000

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

辞退 (株)大池組 （辞退）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

落札 (株)米谷技建 3,890,000

予算超過 (有)久原建設 4,500,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

予算超過 朝日建設(株) 4,600,000

辞退 (有)平田防水塗装工業 （辞退）

辞退 (有)シプロ西日本 （辞退）

辞退 勝本建設(株) （辞退）

辞退 (株)フジタニ （辞退）

辞退 (有)ミヤサン設備工業 （辞退）

辞退 (有)若松建設 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 町道横断溝整備工事

工事場所   平生町大字宇佐木

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥4,279,000

契　約　日

工　　　期 令和2年7月27日

契約業者名 (株)米谷技建

契約業者所在地

代表者名 米谷　きよ子

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月22日

令和2年10月30日

平生町大字佐賀402-1

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 町道秋森桜ヶ谷線道路災害復旧工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,275,000

予定価格 ¥2,502,500

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

辞退 (株)大池組 （辞退）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

2 (株)米谷技建 2,222,000

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

予算超過 朝日建設(株) 2,280,000

辞退 (有)平田防水塗装工業 （辞退）

落札 (有)シプロ西日本 2,200,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

辞退 (株)フジタニ （辞退）

辞退 (有)ミヤサン設備工業 （辞退）

辞退 (有)若松建設 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 町道秋森桜ヶ谷線道路災害復旧工事

工事場所   平生町大字小郡

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥2,420,000

契　約　日

工　　　期 令和2年7月27日

契約業者名 (有)シプロ西日本

契約業者所在地

代表者名 吉冨　栄次

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月22日

令和2年10月30日

平生町大字平生村424-3

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和2年度　公共下水道(竪ヶ浜地区)管渠布設工事　第2工区

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥8,691,000

予定価格 ¥9,560,100

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

辞退 (株)大池組 （辞退）

無効 吉原建設(株) 7,565,000

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

※入札者が１社のため入札不成立



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和2年度　公共下水道(平生村地区)管渠移設工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,590,000

予定価格 ¥2,849,000

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

予算超過 (株)大池組 2,600,000

落札 吉原建設(株) 2,398,000

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

辞退 朝日建設(株) （辞退）

辞退 (有)平田防水塗装工業 （辞退）

辞退 (有)シプロ西日本 （辞退）

辞退 勝本建設(株) （辞退）

辞退 (株)フジタニ （辞退）

辞退 (有)ミヤサン設備工業 （辞退）

辞退 (有)若松建設 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 令和2年度　公共下水道(平生村地区)管渠移設工事

工事場所   平生町大字平生村

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥2,637,800

契　約　日

工　　　期 令和2年7月27日

契約業者名 吉原建設(株)

契約業者所在地

代表者名 吉原　忠信

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月22日

令和2年11月30日

平生町大字曽根222

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 堀川公園トイレ改修工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥3,526,000

予定価格 ¥3,878,600

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

辞退 (株)大池組 （辞退）

2 吉原建設(株) 3,190,000

3 (株)米谷技建 3,340,000

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

落札 (有)平田防水塗装工業 2,585,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 堀川公園トイレ改修工事

工事場所   平生町大字平生町

業種種別 建築工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥2,843,500

契　約　日

工　　　期 令和2年7月27日

契約業者名 (有)平田防水塗装工業

契約業者所在地

代表者名 平田　哲二

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月22日

令和2年10月30日

平生町大字平生村790

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 隅田住宅コミュニティ集会所解体工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,880,000

予定価格 ¥2,068,000

開　札　日

施工年度 令和２年度

入札担当課 総務課

第１回 第２回 第３回

無効 (有)久原建設 1,250,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

無効 (株)ひぐち総業 1,150,000

無効 (有)平田防水塗装工業 1,407,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

無効 (株)フジタニ 900,000

落札 (有)ミヤサン設備工業 1,415,000

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 隅田住宅コミュニティ集会所解体工事

工事場所   平生町大字曽根

業種種別 解体工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥1,556,500

契　約　日

工　　　期 令和2年7月27日

契約業者名 (有)ミヤサン設備工業

契約業者所在地

代表者名 松宮　温男

施工年度 令和２年度

工事担当課 建設課

令和2年7月22日

令和2年7月31日

平生町大字平生町15-55

令和２年７月１６日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～


