
入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 ホームタウン平生改修工事（W-4-L）

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,593,000

予定価格 ¥2,852,300

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）

辞退 吉原建設(株) （辞退）

予算超過 (株)米谷技建 3,240,000

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

落札 (有)平田防水塗装工業 2,550,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 ホームタウン平生改修工事（W-4-L）

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） ¥2,805,000

契　約　日

工　　　期 令和3年6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8月20日

平生町大字平生村790

令和3年6月4日

令和３年５月２７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 佐賀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 ¥2,617,000

予定価格 ¥2,878,700

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）

3 吉原建設(株) 2,600,000

落札 (株)米谷技建 2,395,000 くじによる抽選により落札

辞退 (株)ひぐち総業 （辞退）

2 (有)平田防水塗装工業 2,395,000

辞退 勝本建設(株) （辞退）

契約結果情報 （別表様式２）

工　事　名 佐賀地域交流センター改修工事

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） ¥2,634,500

契　約　日

工　　　期 令和3年6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6月7日

令和3年8月20日

平生町大字佐賀402-1

令和３年５月２７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　公共下水道（大野北地区）管渠布設工事　第３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 ¥13,476,000

予定価格 ¥14,823,600

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

予算超過 (株)大池組 14,023,000

予算超過 吉原建設(株) 13,600,000

5 (株)米谷技建 13,476,000

落札 (有)久原建設 11,972,000 くじによる抽選により落札

3 (株)ヨシトミ 11,972,000

無効 (株)ひぐち総業 11,836,000

5 朝日建設(株) 13,476,000

4 (有)平田防水塗装工業 11,972,000

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）

2 (有)ミヤサン設備工業 11,972,000

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　公共下水道（大野北地区）管渠布設工事　第３工区

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） ¥13,169,200

契　約　日

工　　　期 令和3年6月10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５月２７日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

令和3年6月9日

令和3年9月30日

平生町大字平生村10004-1

～～～～～～～～～～～～



入札結果等情報 （別表様式１）

工　事　名 平生中学校グラウンド側溝整備工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥2,558,000

予定価格 ¥2,813,800

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

6 (株)大池組 2,558,000

5 吉原建設(株) 2,295,000

落札 (株)米谷技建 2,295,000 くじによる抽選により落札

2 (有)久原建設 2,295,000

4 (株)ヨシトミ 2,295,000

3 (株)ひぐち総業 2,295,000

6 朝日建設(株) 2,558,000

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 平生中学校グラウンド側溝整備工事

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） ¥2,524,500

契　約　日

工　　　期 令和3年6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6月7日

令和3年8月20日

平生町大字佐賀402-1

令和３年５月２７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 町内点々舗装工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥4,498,000

予定価格 ¥4,947,800

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）

3 吉原建設(株) 3,889,000

落札 (株)米谷技建 3,889,000 くじによる抽選により落札

辞退 (有)久原建設 （辞退）

2 (株)ヨシトミ 3,889,000

4 (株)ひぐち総業 3,889,000

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 町内点々舗装工事

工事場所   平生町大字平生町

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥4,277,900

契　約　日

工　　　期 令和3年6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6月7日

令和3年8月31日

平生町大字佐賀402-1

令和３年５月２７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 町道桜町線道路改良工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥4,087,000

予定価格 ¥4,495,700

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) 4,250,000

落札 (株)米谷技建 4,080,000

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）

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 町道桜町線道路改良工事

工事場所   平生町大字平生町

業種種別 土木工事

概　　　要

契約金額（税込） ¥4,488,000

契　約　日

工　　　期 令和3年6月7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6月4日

令和3年8月31日

平生町大字佐賀402-1

令和３年５月２７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 町道弁上巡回線側溝整備工事

入札場所 平生町役場第３庁舎大会議室

入札書比較価格 ¥5,100,000

予定価格 ¥5,610,000

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

4 (株)大池組 5,100,000

予算超過 吉原建設(株) 5,200,000

落札 (株)米谷技建 4,563,000 くじによる抽選により落札

3 (有)久原建設 4,610,000

辞退 (株)ヨシトミ （辞退）

2 (株)ひぐち総業 4,563,000

予算超過 朝日建設(株) 5,161,000

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 町道弁上巡回線側溝整備工事

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） ¥5,019,300

契　約　日

工　　　期 令和3年6月10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6月9日

令和3年8月31日

平生町大字佐賀402-1

令和３年５月２７日

結　　果 入札者氏名
入　札　金　額

備　　考

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


