
入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 礒崎団地改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥16,784,000

予定価格 ¥18,462,400

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）

予算超過 吉原建設(株) 16,800,000

2 (株)米谷技建 15,659,000

3 (株)ひぐち総業 16,700,000

落札 (有)平田防水塗装工業 15,500,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 礒崎団地改修工事

工事場所   平生町大字平生村

業種種別 建築工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥17,050,000

契　約　日

工　　　期 令和3年10月12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4年1月31日

平生町大字平生村790

令和3年10月11日

令和３年９月２９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 神花山古墳女王像改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,851,000

予定価格 ¥2,036,100

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) 1,693,000 くじによる抽選により落札

2 (株)米谷技建 1,693,000

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

3 (有)平田防水塗装工業 1,851,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 神花山古墳女王像改修工事

工事場所   平生町大字佐賀

業種種別 建築工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥1,862,300

契　約　日

工　　　期 令和3年10月11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９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年10月8日

令和3年11月30日

平生町大字曽根222

～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 佐賀小学校屋内運動場屋根改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥15,435,000

予定価格 ¥16,978,500

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）

3 吉原建設(株) 14,242,000

落札 (株)米谷技建 14,242,000 くじによる抽選により落札

4 (株)ひぐち総業 14,344,000

2 (有)平田防水塗装工業 14,242,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 佐賀小学校屋内運動場屋根改修工事

工事場所   平生町大字佐賀

業種種別 建築工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥15,666,200

契　約　日

工　　　期 令和3年10月13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３年度

工事担当課 建設課

令和３年９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年10月12日

令和3年12月24日

平生町大字佐賀402-1

～～～～～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和3年度　町道日の出線（日の出橋）橋梁補修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥3,105,000

予定価格 ¥3,415,500

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) 2,671,000 くじによる抽選により落札

5 (株)米谷技建 3,105,000

無効 (有)久原建設 2,670,000

2 (株)ヨシトミ 2,671,000

3 (株)ひぐち総業 2,671,000

辞退 朝日建設(株) （辞退）

4 (有)平田防水塗装工業 2,709,000

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3年度　町道日の出線（日の出橋）橋梁補修工事

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） ¥2,938,100

契　約　日

工　　　期 令和3年10月9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９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年10月8日

令和4年2月10日

平生町大字曽根222

～～～～～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 西高須水路整備工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,825,000

予定価格 ¥3,107,500

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）

2 吉原建設(株) 2,799,000

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

落札 (有)久原建設 2,695,000

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 西高須水路整備工事

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） ¥2,964,500

契　約　日

工　　　期 令和3年10月8日

契約業者名 (有)久原建設

契約業者所在地

代表者名 久原　哲也

施工年度 令和３年度

工事担当課 建設課

令和3年10月7日

令和4年1月20日

平生村10004-1

令和３年９月２９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 新開水路整備工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,242,000

予定価格 ¥2,466,200

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）

落札 (株)米谷技建 2,240,000

無効 (有)久原建設 1,980,000

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 新開水路整備工事

工事場所   平生町大字竪ヶ浜

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥2,464,000

契　約　日

工　　　期 令和3年10月8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３年度

工事担当課 建設課

令和3年10月7日

令和4年1月20日

平生町大字佐賀402-1

令和３年９月２９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 名切オリーブファーム排水改良工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥4,442,000

予定価格 ¥4,886,200

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）

無効 (有)久原建設 3,935,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

無効 (株)ひぐち総業 3,917,000

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）

令和３年９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

※応札全てが無効のため入札不成立



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 土手添川河川改良工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥3,809,000

予定価格 ¥4,189,900

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）

落札 (株)ヨシトミ 3,809,000

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 土手添川河川改良工事

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） ¥4,189,900

契　約　日

工　　　期 令和3年10月8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３年度

工事担当課 建設課

令和３年９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年10月7日

令和4年1月31日

平生町大字曽根422-5

～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 長迫地区下水路改良工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,365,000

予定価格 ¥1,501,500

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）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

辞退 (株)米谷技建 1,680,000 （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）

令和３年９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

※全社辞退のため入札不成立



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和３年度　公共下水道（宇佐木地区）管渠布設工事　第１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 ¥41,728,000

予定価格 ¥45,900,800

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）

予算超過 吉原建設(株) 42,250,000

2 (株)米谷技建 37,412,000

3 (有)久原建設 40,135,000

落札 (株)ヨシトミ 37,405,000

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 令和３年度　公共下水道（宇佐木地区）管渠布設工事　第１工区

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） ¥41,145,500

契　約　日

工　　　期 令和3年10月12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３年度

工事担当課 建設課

令和３年９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年10月11日

令和4年3月28日

平生町大字曽根422-5

～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 佐賀地域交流センター給水設備改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥4,390,000

予定価格 ¥4,829,000

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

予算超過 (有)久原建設 4,650,000

落札 (有)ミヤサン設備工業 4,350,000

予算超過 (有)マモル 4,800,000

予算超過 あかり電気(株) 4,595,000

辞退 若山電設 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 佐賀地域交流センター給水設備改修工事

工事場所   平生町大字佐賀

業種種別 機械工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥4,785,000

契　約　日

工　　　期 令和3年10月8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３年度

工事担当課 建設課

令和３年９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年10月7日

令和3年12月24日

平生町大字平生町15-55

～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和3年度　佐賀漁業集落排水施設機能保全事業改築工事　第1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 ¥13,000,000

予定価格 ¥14,300,000

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

予算超過 近藤商事(株) 13,200,000

予算超過 ゼオン山口（株） 13,500,000

予算超過 大晃機械工業(株) 14,000,000

落札 (株)山産 12,700,000

予算超過 ﾕｰﾃﾞｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 13,100,000

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 令和3年度　佐賀漁業集落排水施設機能保全事業改築工事　第1工区

工事場所   平生町大字佐賀

業種種別 機械・電気工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥13,970,000

契　約　日

工　　　期 令和3年10月12日

契約業者名 (株)山産　岩国営業所

契約業者所在地

代表者名 藤井　俊正

施工年度 令和３年度

工事担当課 建設課

令和３年９月２９日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年10月11日

令和4年2月28日

岩国市麻里布町1丁目6番26号

～～～～～～～～～～～～


