
2019/9/17 長崎県入札情報サービスポータルサイト入札結果一覧表（工事）

別紙様式1

（甲様式）

工事番号

工事名

工事期間

工事場所

30債石木夕、ム第 11号

石木夕、ム付替県道工事（4)

260日間

東彼杵郡川棚町石木郷他

一般競争入札で競争参加

資格のない者の有無

商号又は名称、 所在地

（株）小佐々建設 東彼杵郡波佐見町宿郷959-10

西部道路（株） 佐世保市福石町4-19

（株）梅村組 佐世保市福石町20-8

（発注番号 91232)

！ 入札執行機関 石木夕、ム建設事務所

入 札 結 果 一 覧 表

指名競争入札
入札方式 i

（電子入札）

イ壊者 第 1回

小佐々 保寛 ¥50,032,000 

本岡異 ¥50,405,000 

梅 村 良 輔 ¥56,000,000 

入札執行日 平成30年11月12日11時00分

落札決定日 平成30年11月12日

設計金額 ¥55,423,000 

予定価格 ¥55,367,000 

最低制限価格 ¥50,362,000 

履行確実性評価価格

履行確実性確保価格

準評価値

結果

失格

港札

（株）朽原建設 東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7 朽原元樹 ¥50,330,000 失格

（株）誠伸建設 佐世保市崎岡町2546 崎田誠伸 ¥50,035,000 失格

（株）谷山建設 佐世保市稲荷町29-7 谷山政彦 ¥50,085,000 失格

（株）興南商工 佐世保市白岳町1004-4 南昌幸 ¥50,349,000 失格

大栄開発（株） 佐世保市日字町2690 桐原敏 ¥53,760,000 

福丸遅設（株） 佐世保市白岳町836-4 増 田 貴 光 ¥57,000,000 

（株）西日本建設 佐世保市川下町277-2 東 房 昭 一 ¥50,305,000 失格

（株）堀内組 佐世保市光町10 9 山 下 功 三 ¥55,400,000 

業者数11

yakkun
ハイライト表示



2019/9/17 長崎県入札情報サービスポータルサイト入札結果一覧表（工事）

別紙様式1

（甲様式）

i工事番号

1工事名

工事期間

i工事場所

3 0債石木夕、ム第 12号

石木夕、ム付替県道工事 cs) 入 札 結 果 一 覧 表

260日間

東彼杵郡川棚町石木郷他

（発注番号 91212)

入札執行機関 石木夕、ム建設事務所

入札執行日 平成30年11月12日11時20分

落札決定日 平成30年11月12日

設計金額 ¥55,219,000 

手見
四，＿

予 定価格 ¥55,138,000 
抜

最低制限価格 ¥49,964,000 
き
i低入札調査基準価格

一由競売争入札で競争参加

資格のない者の有無

指名競争入札
入札方式 i

（電子入札）

I＜円程 期刊価格
実性確保価格

基 準 評 価 値

商号又は名称 所在地 代表者 第 1回
書館

結果

（株）小佐々建設 東彼杵郡波佐見町宿郷959-10 小佐々 保莞 ¥49,985,000 落札

西部道路（株） 佐世保市福石町4-19 本問 実 ¥50,505,000 類似落札済

（株）梅村組 佐世保市福石田J20-8 梅村良輔 ¥56,000,000 

（株）朽原建設 東彼杵郡東彼杵町三狼郷1622-7 朽原元樹 ¥50,166,000 

（株）誠伸建設 佐世保市崎岡町2546 崎田誠伸 ¥49,851,000 失格

（株）谷山建設 佐世保市稲荷町29-7 谷 山 政 彦 ¥49,923,000 失格

（株）興南商工 佐世保市白岳町1004-4 南昌幸 ¥50,186,000 

大栄開発（株） 佐世保市臼字町2690 桐原敏 半55,800,000

福丸建設（株） 佐世保市白岳町836-4 壇田 貴光 半57,000,000

（株）西日本建設 佐世保市川下町277-2 東房昭一 ¥50,141,000 

（株）堀内組 佐世保市光町10 9 山下功三 ¥55, 743,000 

業者数ll

yakkun
ハイライト表示



2019/9/17 長崎県入札情報サービスポータルサイト入札結果一覧表（工事）

別紙様式1

（甲様式）

j工事番号

j工 事 名

工事期間

工事場所

3 1石木夕、ム第 11号

石木夕、ム付替県道工事（ 1 2) 

240日間

東彼杵郡川棚町岩屋郷他

（発注番号 94333)

入札執行機関 i石木ダム建設事務所

入札結果一覧表 i入札執行日令和1年06月28日10時00分

落札決定日令和1年06月28日

' i設 時計金額 胤肌000

i税 j 予定価格 ￥印43,000

！抜 ｛ 最低制限価格 剃 8,879,000

き トi一低一入四札調査基準価格

一般競争入札で競争参加

資格のない者の有無

指名競争入札
入札方式 i

（電子入札）

（円）l履行確実性評価価格

j履行確実性確保価格

基 準 評 価 値

商号又は名称 所在地 代表者 第1回 結果

西部道路（株） 佐世保市福石町4-19 本間質 ¥48,884,000 落札

（株）梅村組 佐世保市福石町20-8 梅村良輔 ¥55,000,000 

（株）上山建設 東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 上山誠 ¥54,000,000 

（株）朽原建設 東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7 朽原元樹 ¥48,823,000 失格

（株）誠伸建設 佐世保市崎岡町2546 崎田幸裕 ¥48,993,000 

（株）谷山建設 佐世保市稲荷町29-7 谷山政彦 ¥48,983,000 

（株）興南商工 佐世保市白岳町1004-4 南昌幸 ¥54,032,000 

福丸a建設（株） 佐世保市白岳町836-4 唱団貴光 ¥55,000,000 

（株）西日本建設 佐世保市川下町277-2 東房昭一 ¥48,889,000 

（株）堀内組 佐世保市光町109 山下功三 ¥48,943,000 

（株）山口組 佐世保市天満町4-25 松 川 広 紀 ¥58,000,000 

業者数 11

yakkun
ハイライト表示



2019/9/17 長崎県入札情報サービスポータルサイト入札結果一覧表（工事）

別紙様式1

（甲様式）

j工事番号

i工事名

工事期間

工事場所

3 1石木夕、ム第 12号

石木夕、ム付替県道工事（ 1 3) 入札結果一覧表

235日間

東彼杵郡川棚町岩屋郷他

（発注番号 94336)

石木ダム建設事務所入札執行機関

口石市
落札決定日

令和1年06月28日10時20分

令和1年06月28日

！ 設計金額

~~ I予定価格

; l－.自盟~~－－·
j低入札調査基準価格

nUEnUEJ 
5一54

￥一一￥￥

，．，．， 
8－4－QJ A『－勺－4－44

nu－nu－4よ

，，．，，．，， 

nu－nu－nu nU目nu－nunu－nu－nu 

-Rt競売争入札で競争参加

資格のない者の有無

指名競争入札
入札方式 ！ 

（電子入札）

（円）｛履行確実性f型住
I j履行確実性確保価格

！ 基準評価値

商号又は名称、 所在地 代表者 第 1回 結果

西部道路（株） 佐世保市福石町4-19 本岡 異 ¥45,283,000 類似落札済

（株）梅村組 佐世保市福石町20-8 梅 村 良 輔 ¥51,000,000 

（株）上山建設 東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 上山誠 ¥45,335,000 

（株）朽原建設 東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7 朽原元樹 ¥45,224,000 

（株）誠伸建設 佐世保市崎岡町2546 崎 田 幸 裕 ¥45,202,000 落札

（株）谷山建設 佐世保市稲荷町29-7 谷 山 政 彦 半45,372,000

（株）興南商工 佐世保市白岳町1004-4 南昌幸 ¥50,048,000 
. 

福丸謹設（株） 佐世保市白岳町836-4 I曽田 貴光 ¥45,254,900 

（株）西日本建設 佐世保市川下町277-2 東房昭一 ¥45,215,000 

（株）堀内組 佐世保市光町10 9 山下功三 ¥45,317,000 

（株）山口組 佐世保市天満町4-25 松 川 広 紀 ¥54,000,000 

業者数主主

yakkun
ハイライト表示



2021/1/23 

別紙様式 1

（甲様式）

工事番号 3 1債石木夕、ム第30号

工事名 石木夕、ム付替県道工事（2 0) 

工事期間 令和2年08月31日限り

工事場所 東彼杵郡川棚町岩屋郷

一般競争入札で競争参加

資格のない者の有無

商号文は名称、

（株）小佐々建設

西部道路（事長）

（株）橋組

（株）上山建設

（株）朽原建設

（株）誠伸建設

（株）谷山建設

（株）興南商工

共和産業（株）

福丸建設（株）

（株）西日本建設

! 
所在地

東彼杵郡波佐見町宿郷959-10

佐世保市福石町4-19

佐世保市園田町3-1

東彼杵郡波佐見町湯熊田郷849-1

東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7

佐世保市崎岡町2546

佐世保市稲荷町29-7

佐世保市白岳町1004-4

佐世保市鹿子前町947

佐世保市白岳町836-4

佐世保市川下町277-2

長崎県入札情報サービスポータルサイト入札結果一覧表（工事｝

（発注番号 97596)

入札執行機関 石木夕、ム建設事務所

入札結果一覧表 入札執行日 令和2年03月03日10時00分

指名競争入札

（電子入札）

代表者

小佐々 保寛

本 同 質

小田四方平

上 山 誠

朽原元樹

時田幸裕

谷山朔一

南昌幸

塩燦茂

糧田 貴光

東房昭一

落札決定日 令和2年03月03日
同園田園田叩 届叫副時圃直属品目白日由回目 国岨田園圃山山－自由ー

設 計金額 ¥54,039,000 

税 予定価格 ¥53,985,000 
抜

き
最低制限価格 ¥48, 732,000 

低入札調査基準価格

（円） 履行確実性評価価格

履行確実性確保価格

基準評価値

第 1回 結果

¥48,971,000 

¥48,900,000 

¥56,000,000 

¥48,902,000 

¥54,000,000 

¥48,805,000 落札

¥48,927,000 

¥57,000,000 
. 

¥55,100,000 

¥52,900,000 

¥48,698,000 失格

業者数ll

https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/Zyouhoukoukai/NyusatuKekka/RikouDetailPage?r=97596 1/1 

yakkun
ハイライト表示

yakkun
ハイライト表示

yakkun
ハイライト表示

yakkun
ハイライト表示



2021/1/23 

別紙様式1

（甲様式）

工事番号 3 1債石木夕、ム第31号

工事名 石木夕、ム付替県道工事（2 1) 

工事期間 令和2年08月31日限り

工事場所 東彼杵郡川棚町岩屋郷

一般競争入札で競争参加

資格のない者の有無

商号又は名称、

（株）小佐々建設

西部道路（株）

（株）橋組

（株）上山建設

（株）朽原建設

（株）誠伸建設

（株）谷山建設

（株）興南商工

共和産業（株）

福丸建設（株）

（株）西日本建設

所在地

東彼杵郡波佐見町宿郷959-10

佐世保市街石町4-19

佐世保市圏田町3-1

東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1

東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7

佐世保市崎岡町2546

佐世保市稲荷町29-7

佐世保市自岳町1004-4

佐世保市鹿子前町947

佐世保市白岳町836-4

佐世保市川下町277-2

長崎県入札情報サービスポータルサイト入札結果一覧表（工事）

（発注番号 97582)

入札執行機関 石木夕、ム建設事務所

入札結果一覧表 入札執行日 令和2年03月03日10時20分

落札決定日 令和2年03月03日
μ旭 ”・

設 計金額 ¥52,175,000 

税 予定価格 ¥52,145,000 
抜

最低制限価格 ¥47,019,000 
き

低入札調査基準価格

指名競争入札
入札方式 i

（円） 履行確実性評価価格

履行確実性確保価格
（電子入札）

基準評価値

代表者 第 1回 結果

小佐々 保寛 ¥47,053,000 落札

本間漢 ¥47,222,000 

小田四方平 ¥54,000,000 

上山誠 ¥47,215,000 

朽原元樹 ¥52,100,000 

崎田幸裕 ¥47,376,000 類似落札済

谷山矧一 ¥47,239,000 

南 昌 幸 ¥56,000,000 

塩塚茂 ¥53,200,000 

摺国 賓光 ¥52,000,000 

東房昭一 ¥47,080,000 

業者数主主

https://w附 .doboku.pref.nagasaki.jp/Zyouhoukoukai/NyusatuKekka/RikouDetailPage?r-97582 1/1 

yakkun
ハイライト表示

yakkun
ハイライト表示

yakkun
ハイライト表示

yakkun
ハイライト表示



2021/1/23 

別紙様式1

（甲様式）

工事番号

工事名

工事期間

工事場所

2石木夕、ム第11号

石木ダム付替県道工事（ 2 3) 

令和3年03月26日限り

東彼杵郡川棚町岩屋郷

一般競争入札で競争参加

資格のない者の有無

商号文iま名称、 : 所在地

（株）小佐々建設 東彼杵郡波佐見町宿郷959-10

西部道路（株） 佐世保市福石町4-19

（株）橋組 佐世保市園田町3-1

（株）朽原建設 東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7

（株）誠伸建設 佐世保市崎同町2546

（株）谷山建設 佐世保市稲荷町29-7

（株）興南商工 佐世保市白岳町1004-4

（株）トモ夕、 佐世保市白岳町958-15

（株）平成建設 佐世保市縫木町539-2

共和産業（稼） 佐世保市鹿子前町947

福丸建設（株） 佐世保市白岳町836-4

長崎県入札情報ザーピスポータルサイト入札結果一覧表（工事）

（発注番号 101350)

入札執行機関 石木夕、ム建設事務所

入札結果一覧表 入札執行日 令和2年10月21日10時00分

落札決定日 令和2年10月21日
同－

設計金額 ¥53,051,000 

税 予定価格 ¥53,012,000 
抜

最低制限価格 ¥47,771,000 
き

低入札調査基準価格

指名競争入札
入札方式 j

（円） 履行確実’性評価価格

履行確実性確保価格
（電子入札）

基準評価値

代表者 第 1回 結 果

小佐々 保策 ¥48,183,000 

本岡 実 ¥47,825,000 落札

小田四方平 ¥54,000,000 

朽原元樹 ¥53,500,000 

崎国 王李総 辞退

谷山剤一 ¥48,100,000 

南昌幸 ¥54,500,000 

供田和宣 辞退

山口武臣 辞退

塩草宗茂 ¥55,000,000 

増由 貿光 辞退

業者数主主

https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/Zyouhoukoukai/NyusatuKekka/RikouDetailPage?r=101350 1/1 



2021/1/23 

別紙様式 1

（甲様式）

工事番号

工事名

工事期間

工事場所

2石木夕、ム第 12号

石木夕、ム付替県道工事（2 4) 

令和3年03月26日限り

東彼杵郡川棚町岩屋郷他

-JiJ競争入札で競争参加

資格のない者の有無

商号又は名称、 所在地

（株）小佐々建設 東彼杵郡波佐見町宿郷959-10

西部道箆（株） 佐世保市福石町4-19

（妹）橋組 佐世保市園田町3-1

（株）朽原建設 東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7

（株）誠伸建設 佐世保市崎同町2546

（株）谷山建設 佐世保市稲荷町29-7

（株）輿南商工 佐世保市自岳町1004-4

（株）トモ夕、 佐世保市白岳町958-15

（株）平成建設 佐世保市雄木町539-2

共和産業（稼） 佐世保市鹿子部町947

福丸建設（株） 佐世保市白岳町836-4

長崎県入札情報サービスポータルサイト入札結果一覧表（工事）

（発注番号 101373)

入札執行機関 石木夕、ム建設事務所

入札結果一覧表 入札執行日 令和2年10月21日10時20分

落札決定日 令和2年10月21日
凶 酬 側 副眠＂＂＇ i-"'抽 d -

設計金額 ¥32,684,000 

税 予定価格 ¥32,645,000 
抜

き
最低制限価格 ¥29,584,000 

低入札調査基準価格

（円） 履行確実性評価価格

入札方式 履行確実性確保価格

基 準 評 価 値

代表者 第 1回 結 果

小佐々 保寛 ¥31,144,000 

本岡実 ¥29,592,000 類似落札済

小田四方平 ¥34,000,000 

朽原元樹 ¥33,200,000 

崎田幸裕 辞退

谷山期一 ¥29,600,000 落札

南昌幸 ¥33,678,000 

供田和宣 辞退

山口武臣 辞退

塩塚茂 ¥34,000,000 

増田貴光 辞退

業者数11

https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/Zyouhoukoukai/NyusatuKekka/RikouDetailPage?r=101373 1/1 




