
入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和3年度 町道西の町西分線（吉原橋）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 ¥6,887,000

予定価格 ¥7,575,700

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) 8,900,000

落札 (株)米谷技建 5,927,000 くじによる抽選により落札

2 (有)久原建設 5,927,000

3 (株)ヨシトミ 5,927,000

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

4 朝日建設(株) 6,887,000

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 令和3年度 町道西の町西分線（吉原橋）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） ¥6,519,700

契　約　日

工　　　期 令和3年12月15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

平生町大字佐賀402-1

令和３年１２月１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年12月14日

令和4年3月31日～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和3年度　緊急浚渫推進事業　塩浜入川・和田川河川浚渫工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥15,922,000

予定価格 ¥17,514,200

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）

3 (株)米谷技建 14,182,000

5 (有)久原建設 15,900,000

落札 (株)ヨシトミ 14,182,000 くじによる抽選により落札

2 (株)ひぐち総業 14,182,000

4 朝日建設(株) 14,183,000

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 令和3年度　緊急浚渫推進事業　塩浜入川・和田川河川浚渫工事

工事場所   平生町大字曽根

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥15,600,200

契　約　日

工　　　期 令和3年12月15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12月14日

令和4年3月31日

平生町大字曽根422-5

令和３年１２月１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 参宮川河川改良工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥10,694,000

予定価格 ¥11,763,400

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）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

落札 (株)米谷技建 9,476,000 くじによる抽選により落札

2 (有)久原建設 9,476,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

無効 (株)ひぐち総業 9,456,000

3 朝日建設(株) 10,694,000

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 参宮川河川改良工事

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） ¥10,423,600

契　約　日

工　　　期 令和3年12月15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

平生町大字佐賀402-1

令和３年１２月１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年12月14日

令和4年3月31日～～～～～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和3年度 交通安全施設整備工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥5,818,000

予定価格 ¥6,399,800

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）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

落札 (株)米谷技建 5,193,000 くじによる抽選により落札

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

2 (株)ひぐち総業 5,193,000

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 令和3年度 交通安全施設整備工事

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） ¥5,712,300

契　約　日

工　　　期 令和3年12月15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１２月１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年12月14日

令和4年3月25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 上組道路災害復旧工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,787,000

予定価格 ¥1,965,700

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）

予算超過 (株)米谷技建 2,260,000

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）

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）

落札 勝本建設(株) 1,780,000

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） ¥1,958,000

契　約　日

工　　　期 令和3年12月10日

契約業者名 勝本建設(株)

契約業者所在地

代表者名 勝本　英雄

施工年度 令和３年度

工事担当課 建設課

令和３年１２月１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年12月9日

令和4年3月10日

佐賀2175-3

～～～～～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 ホームタウン平生幼児遊園遊具改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,705,000

予定価格 ¥2,975,500

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）

6 吉原建設(株) 2,590,000

落札 (株)米谷技建 2,408,000 くじによる抽選により落札

2 (有)久原建設 2,408,000

5 (株)ヨシトミ 2,408,000

3 (株)ひぐち総業 2,408,000

4 朝日建設(株) 2,408,000

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 ホームタウン平生幼児遊園遊具改修工事

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） ¥2,648,800

契　約　日

工　　　期 令和3年12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１２月１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年12月10日

令和4年3月31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 平生まち・むら地域交流センター改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥19,866,000

予定価格 ¥21,852,600

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）

無効 吉原建設(株) 18,317,000

落札 (株)米谷技建 18,326,000

2 (株)ひぐち総業 18,339,000

3 (有)平田防水塗装工業 18,343,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 平生まち・むら地域交流センター改修工事

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） ¥20,158,600

契　約　日

工　　　期 令和3年12月14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１２月１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年12月13日

令和4年3月31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 平生町体育館受変電設備改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥13,500,000

予定価格 ¥14,850,000

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

2 (有)田那電気工業所 12,413,000

落札 あかり電気(株) 12,413,000 くじによる抽選により落札

辞退 若山電設 （辞退）

3 牛島電設工業(株) 12,574,000

無効 (株)カミモト 12,409,000

4 城電気工業(株) 12,580,000

辞退 大晃機械工業(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 平生町体育館受変電設備改修工事

工事場所   平生町大字平生村

業種種別 電気工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥13,654,300

契　約　日

工　　　期 令和3年12月15日

契約業者名 あかり電気(株)

契約業者所在地

代表者名 藤本　幸嗣

施工年度 令和３年度

工事担当課 建設課

令和3年12月14日

令和4年3月31日

平生町大字竪ケ浜848-5

令和３年１２月１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～～～～～～～～～


