
入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 新池ため池切開工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥37,859,000

予定価格 ¥41,644,900

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

落札 (株)大池組 34,297,000

予算超過 吉原建設(株) 41,500,000

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

予算超過 (有)久原建設 39,753,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 新池ため池切開工事

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） ¥37,726,700

契　約　日

工　　　期 令和4年1月11日

契約業者名 (株)大池組

契約業者所在地

代表者名 池岡　一行

施工年度 令和３年度

工事担当課 建設課

令和３年１２月２２日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和4年3月31日

平生町大字佐賀3451-1

令和4年1月7日

～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 大内川河川災害復旧工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,122,000

予定価格 ¥1,234,200

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）

落札 (有)久原建設 1,122,000

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）

失格 (有)若松建設

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 大内川河川災害復旧工事

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） ¥1,234,200

契　約　日

工　　　期 令和4年1月6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

平生町大字平生村10004-1

令和３年１２月２２日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和4年1月5日

令和4年3月31日～～～～～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 藪農道整備工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥4,984,000

予定価格 ¥5,482,400

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）

予算超過 (株)米谷技建 5,076,000

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 4,533,000

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）

失格 (有)若松建設

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 藪農道整備工事

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） ¥4,986,300

契　約　日

工　　　期 令和4年1月11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4年1月7日

令和4年3月31日

平生町大字曽根209-1

令和３年１２月２２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 町道白石向井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 ¥5,436,000

予定価格 ¥5,979,600

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）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

3 (株)米谷技建 5,240,000

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 5,230,000

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 5,200,000

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）

失格 (有)若松建設

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 町道白石向井線道路災害復旧工事

工事場所   平生町大字尾国

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥5,720,000

契　約　日

工　　　期 令和4年1月11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３年度

工事担当課 建設課

令和３年１２月２２日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和4年1月7日

令和4年3月31日

平生村424-3

～～～～～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 黒田川河川災害復旧工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,260,000

予定価格 ¥1,386,000

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）

2 (株)米谷技建 1,250,000

3 (有)久原建設 1,260,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

落札 (株)ひぐち総業 1,200,000

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）

失格 (有)若松建設

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 黒田川河川災害復旧工事

工事場所   平生町大字尾国

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥1,320,000

契　約　日

工　　　期 令和4年1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１２月２２日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和4年1月5日

令和4年3月31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 令和３年度　町営住宅解体工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,636,000

予定価格 ¥2,899,600

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）

予算超過 吉原建設(株) 3,200,000

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

無効 (有)久原建設 2,200,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

落札 (株)ひぐち総業 2,478,000

無効 (有)平田防水塗装工業 2,472,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

予算超過 (株)フジタニ 2,680,000

2 (有)ミヤサン設備工業 2,481,000

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 令和３年度　町営住宅解体工事

工事場所 平生町内

業種種別 解体工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥2,725,800

契　約　日

工　　　期 令和4年1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4年1月5日

令和4年3月31日

平生町大字曽根209-1

令和３年１２月２２日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～～～～～～～～～


