
入 札 結 果 一 覧 表

平成３０年５月１１日執行の指名競争入札により、次のとおり落札者を決定した。

事　　　　業　　　　名 所　在　地　・　商　号 代表者氏名
落札金額（税抜）
予定価格（税抜）

単位 ： 円

備　　考

宮坂　岩雄
安芸郡熊野町平谷三丁目４番２８号

（株）協和

76,800,000

101,050,000
熊野第一小学校東校舎（特別教室棟）大規模
改造工事

小田原　卓哉
安芸郡熊野町初神一丁目１０番８号

（株）熊野技建

202,000,000

208,290,000
熊野東中学校普通教室棟大規模改造工事（第
２期）

山崎　勝則
広島市中区紙屋町１－２－２２

（株）三晃空調　中国支店

119,000,000

161,220,000
筆の里工房空調改修工事

※予定価格の公表対象は設計金額が１３０万円以上の建設工事です。



入　札　状　況　報　告　書

事　業　名

事業場所

入札（予定）年月日等

許可番号 所在地・商号 代表者氏名

予 定 価 格熊 野 町 役 場 ３ 階 会 議 室

入　　札　　状　　況　　（単　位　：　千　円）　(税抜)

１　　　回 ２　　　回 ３　　　回 備　　　考

安　芸　郡　熊　野　町

平成30年5月11日

熊野第一小学校東校舎（特別教室棟）大規模改造工事

¥101,050,000
※予定価格の公表対象は設計金額が
１ ３ ０ 万 以 上 の 建 設 工 事 で す 。

井原　千尋
広島県安芸郡熊野町城之堀四丁目１６番１６号

（有）イバラ建設
知事 25153- 101,000.

世良　博雄
広島県安芸郡熊野町出来庭六丁目２番７号

（株）三藤園
知事 5580- 103,000.

宮坂　岩雄
広島県安芸郡熊野町平谷三丁目４番２８号

（株）協和
知事 26174- 76,800. 落札決定

藤尾　正道
広島県安芸郡熊野町川角二丁目４番３２号

藤尾建設（株）
知事 7192- 101,900.

前川　拓也
広島県広島市西区南観音七丁目１４番２０号

（株）栗本
国交 64- 辞退

小田原　卓哉
広島県安芸郡熊野町初神一丁目１０番８号

（株）熊野技建
知事 12100- 96,000.

正田　俊
広島県安芸郡海田町蟹原一丁目３番１５号

正田建設（株）
知事 19862- 102,500.

海老谷　恭雄
広島県呉市中央一丁目６番２８号

（株）増岡組　呉本店
国交 2218- 辞退

平垣内　賢治
広島県安芸郡熊野町新宮一丁目２０番３号

（株）平垣内組
知事 2048- 105,000.

檜山　典英
広島県広島市安芸区船越南一丁目２番６号

（株）鴻治組
国交 283- 102,000.

大之木　洋之介
広島県呉市中央三丁目１２番４号

大之木建設（株）
国交 1890- 103,000.

俵　透
広島県広島市中区十日市町一丁目１番９号

山陽工業（株）
知事 33719- 104,000.

国広　敏彦
広島県広島市東区上大須賀町１番１号

広成建設（株）
国交 1217- 103,500.

砂原　傑
広島県広島市中区平野町１番１６号

（株）砂原組
国交 21359- 104,000.

温井　賢治
広島県広島市中区大手町四丁目６番１６号　山陽ビル５階

（株）共立
国交 22975- 103,500.



入　札　状　況　報　告　書

事　業　名

事業場所

入札（予定）年月日等

許可番号 所在地・商号 代表者氏名

予 定 価 格熊 野 町 役 場 ３ 階 会 議 室

入　　札　　状　　況　　（単　位　：　千　円）　(税抜)

１　　　回 ２　　　回 ３　　　回 備　　　考

安　芸　郡　熊　野　町

平成30年5月11日

熊野東中学校普通教室棟大規模改造工事（第２期）

¥208,290,000
※予定価格の公表対象は設計金額が
１ ３ ０ 万 以 上 の 建 設 工 事 で す 。

前川　拓也
広島県広島市西区南観音七丁目１４番２０号

（株）栗本
国交 64- 209,800.

大下　哲則
広島県広島市中区上八丁堀４－１

五洋建設（株）　中国支店
国交 1150- 辞退

宮川　裕壮
広島県広島市中区東千田町二丁目９番５７号

広電建設（株）
国交 16885- 辞退

小田原　卓哉
広島県安芸郡熊野町初神一丁目１０番８号

（株）熊野技建
知事 12100- 202,000. 落札決定

正田　俊
広島県安芸郡海田町蟹原一丁目３番１５号

正田建設（株）
知事 19862- 206,000.

海老谷　恭雄
広島県呉市中央一丁目６番２８号

（株）増岡組　呉本店
国交 2218- 辞退

飯島　俊荘
広島県広島市中区国泰寺町一丁目７番２２号

（株）奥村組　広島支店
国交 2200- 辞退

鵜飼　誠晃
広島県広島市中区榎町２－１４

創建工業（株）
国交 1836- 209,000.

檜山　典英
広島県広島市安芸区船越南一丁目２番６号

（株）鴻治組
国交 283- 205,000.

大之木　洋之介
広島県呉市中央三丁目１２番４号

大之木建設（株）
国交 1890- 207,000.

澤田　清
広島県広島市中区中町８－６

（株）フジタ　広島支店
国交 19796- 辞退

俵　透
広島県広島市中区十日市町一丁目１番９号

山陽工業（株）
知事 33719- 209,000.

国広　敏彦
広島県広島市東区上大須賀町１番１号

広成建設（株）
国交 1217- 208,000.

砂原　傑
広島県広島市中区平野町１番１６号

（株）砂原組
国交 21359- 207,000.

温井　賢治
広島県広島市中区大手町四丁目６番１６号　山陽ビル５階

（株）共立
国交 22975- 208,000.



入　札　状　況　報　告　書

事　業　名

事業場所

入札（予定）年月日等

許可番号 所在地・商号 代表者氏名

予 定 価 格熊 野 町 役 場 ３ 階 会 議 室

入　　札　　状　　況　　（単　位　：　千　円）　(税抜)

１　　　回 ２　　　回 ３　　　回 備　　　考

安　芸　郡　熊　野　町

平成30年5月11日

筆の里工房空調改修工事

¥161,220,000
※予定価格の公表対象は設計金額が
１ ３ ０ 万 以 上 の 建 設 工 事 で す 。

淺田　博昭
広島県広島市南区大須賀町１９番１３号

山陽空調工業（株）
国交 7327- 129,680.

樋口　禎
広島県広島市中区八丁堀５番７号

東洋熱工業（株）中国支店
国交 691- 辞退

山田　誠一
広島県広島市佐伯区五日市７－８－１９

日本冷熱工業（株）
国交 4803- 辞退

林　利雄
広島県広島市中区小町２－３７

大成設備（株）　中国支店
国交 851- 211,000.

松村　智
広島県広島市東区光町１－１１－５

日本ファシリオ（株）　広島営業所
国交 2758- 辞退

丸岡　三信
広島県広島市南区稲荷町４番１号　広島稲荷町ＮＫビル

須賀工業（株）　中国支店
国交 1993- 辞退

山本　則幸
広島県広島市中区河原町７－７－２０１　第２リビエール香川

（株）九電工　中国支社
国交 1659- 辞退

中岡　庸浩
広島県広島市南区東雲２－１４－６

塩田工業（株）
国交 2214- 140,000.

鈴木　宏明
広島県広島市東区東蟹屋町５－５　朝日生命広島東ビル

第一工業（株）　中国営業所
国交 4510- 辞退

熊崎　村夫
広島県広島市南区皆実町１－９－３５

（株）中電工　広島統括支社
国交 2097- 172,000.

海老谷　恭雄
広島県呉市中央一丁目６番２８号

（株）増岡組　呉本店
国交 2218- 辞退

山下　泰弘
広島県広島市西区横川町２－１３－５

（株）きんでん　中国支社
国交 114- 辞退

古市　時明
広島県広島市西区草津東１－１－２９

（株）広島エレテック
知事 18541- 辞退

山崎　勝則
広島県広島市中区紙屋町１－２－２２

（株）三晃空調　中国支店
国交 4662- 119,000. 落札決定

貞本　俊治
広島県広島市中区中町７番２２号

三建設備工業（株）　中国支店
国交 1879- 辞退


