
入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 平生小学校改修工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥4,210,000

予定価格 ¥4,631,000

開　札　日

施工年度 令和３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) 3,865,000

2 (株)米谷技建 3,854,000

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

落札 (有)平田防水塗装工業 3,854,000 くじによる抽選により落札

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 平生小学校改修工事

工事場所 平生町 大字大野南 

業種種別 建築工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥4,239,400

契　約　日

工　　　期 令和3年7月7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３年度

工事担当課 建設課

令和３年６月２５日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年9月17日

平生町大字平生村790

令和3年7月6日

～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 平生中学校改修工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,195,000

予定価格 ¥1,314,500

開　札　日

施工年度 令和３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）

落札 吉原建設(株) 1,094,000 くじによる抽選により落札

2 (株)米谷技建 1,094,000

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

3 (有)平田防水塗装工業 1,188,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 平生中学校改修工事

工事場所 平生町 大字曽根 

業種種別 建築工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥1,203,400

契　約　日

工　　　期 令和3年7月7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３年度

工事担当課 建設課

令和3年7月6日

令和3年9月17日

平生町大字曽根222

令和３年６月２５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 西分道路災害復旧工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥3,670,000

予定価格 ¥4,037,000

開　札　日

施工年度 令和３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）

落札 (株)ひぐち総業 3,580,000

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 西分道路災害復旧工事

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） ¥3,938,000

契　約　日

工　　　期 令和3年7月6日

契約業者名 (株)ひぐち総業

契約業者所在地

代表者名 樋口　学

施工年度 令和３年度

工事担当課 建設課

令和３年６月２５日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年7月5日

令和3年9月30日

平生町大字曽根209-1

～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 松尾水路整備工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,852,000

予定価格 ¥2,037,200

開　札　日

施工年度 令和３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）

予算超過 (有)久原建設 1,855,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

落札 (株)ひぐち総業 1,780,000

2 朝日建設(株) 1,797,000

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 松尾水路整備工事

工事場所 平生町 大字大野北 

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥1,958,000

契　約　日

工　　　期 令和3年7月6日

契約業者名 (株)ひぐち総業

契約業者所在地

代表者名 樋口　学

施工年度 令和３年度

工事担当課 建設課

令和３年６月２５日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年7月5日

令和3年9月30日

平生町大字曽根209-1

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


