
入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 令和3年度林道大星・尾国線林道施設災害復旧工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥20,566,000

予定価格 ¥22,622,600

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) 28,800,000 （辞退）

辞退 (株)米谷技建 21,753,000 （辞退）

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

令和４年１月３１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年度農業水路等長寿命化・防災減災事業　宇津和ため池切開工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥6,951,000

予定価格 ¥7,646,100

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）

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 7,542,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

落札 (株)ひぐち総業 6,950,000

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）

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　宇津和ため池切開工事

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） ¥7,645,000

契　約　日

工　　　期 令和4年2月14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3月31日

平生町大字曽根209-1

令和4年2月10日

令和４年１月３１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3年度農業水路等長寿命化・防災減災事業　道口ため池切開工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥5,380,000

予定価格 ¥5,918,000

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）

予算超過 (有)久原建設 5,924,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

落札 (株)ひぐち総業 5,380,000

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）

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　道口ため池切開工事

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） ¥5,918,000

契　約　日

工　　　期 令和4年2月14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３１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和4年2月10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 農道小郡畑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 ¥9,337,000

予定価格 ¥10,270,700

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）

落札 (株)米谷技建 8,527,000

辞退 (有)久原建設 （辞退）

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

予算超過 (株)ひぐち総業 9,490,000

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）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 農道小郡畑線道路災害復旧工事

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） ¥9,379,700

契　約　日

工　　　期 令和4年2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4年2月10日

令和4年3月31日

平生町大字佐賀402-1

令和４年１月３１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 末口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 ¥1,159,000

予定価格 ¥1,274,900

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）

予算超過 (株)米谷技建 1,577,000

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) 1,150,000

辞退 (株)フジタニ （辞退）

辞退 (有)ミヤサン設備工業 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 末口川河川災害復旧工事

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） ¥1,265,000

契　約　日

工　　　期 令和4年2月9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４年１月３１日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和4年2月8日

令和4年3月31日

平生町大字佐賀2175-3

～～～～～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 町有建物解体工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥5,433,000

予定価格 ¥5,976,300

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) 5,380,000

辞退 (株)米谷技建 （辞退）

4 (有)久原建設 5,104,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

2 (株)ひぐち総業 5,103,000

落札 (有)平田防水塗装工業 5,101,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

5 (株)フジタニ 5,116,000

2 (有)ミヤサン設備工業 5,103,000

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 町有建物解体工事

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） ¥5,611,100

契　約　日

工　　　期 令和4年2月14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2月10日

令和4年3月31日

平生村790

令和４年１月３１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 平生中学校プール改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥15,986,000

予定価格 ¥17,584,600

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）

落札 吉原建設(株) 14,708,000 くじによる抽選により落札

2 (株)米谷技建 14,708,000

無効 (株)ひぐち総業 14,703,000

3 (有)平田防水塗装工業 14,708,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 平生中学校プール改修工事

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） ¥16,178,800

契　約　日

工　　　期 令和4年2月15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4年2月14日

令和4年3月25日

平生町大字曽根222

令和４年１月３１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 平生町役場第4庁舎空調機改修工事

入札場所 平生町役場第3庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥1,663,000

予定価格 ¥1,829,300

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 (有)田那電気工業所 1,517,000

2 あかり電気(株) 1,522,000

辞退 若山電設 （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 平生町役場第4庁舎空調機改修工事

工事場所   平生町大字平生町

業種種別 電気工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥1,668,700

契　約　日

工　　　期 令和4年2月9日

契約業者名 (有)田那電気工業所

契約業者所在地

代表者名 田那　邦昭

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

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和4年2月8日

令和4年3月25日

平生町大字曽根358

～～～～～～～～～～～～


