
大和村入札執行結果表（公表用）

奄美殖産　株式会社 8,490,000円

株式会社　心拓 8,580,000円

有限会社　大勇建設 8,520,000円

株式会社　大和建設 8,650,000円

有限会社　高倉産業 8,500,000円

有限会社　傳建設 8,520,000円

株式会社　東海建設工業 8,620,000円

福本建設　株式会社 8,632,000円

有限会社　フジケン 8,476,000円 ○

株式会社　大和建設 25,350,000円

有限会社　高倉産業 25,370,000円

株式会社　東海建設工業 25,227,000円 ○

福本建設　株式会社 25,360,000円

奄美殖産　株式会社 8,583,000円

株式会社　心拓 8,513,490円 ○

有限会社　大勇建設 8,617,000円

有限会社　傅建設 8,607,000円

有限会社　フジケン 8,661,000円

奄美殖産　株式会社 7,710,500円

株式会社　心拓 7,647,960円 ○

有限会社　大勇建設 7,740,000円

有限会社　傳建設 7,726,000円

有限会社　フジケン 7,780,000円

奄美殖産　株式会社 10,200,000円

備考

3 令和2年11月5日
令和2年度施行　湯湾岳遊歩道再
整備事業

9,575,500円 9,364,839円

番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）

株式会社　心拓

落札価格
（税込み）

落札者 入札者名 入札価格

令和元年度施行　生活道路対策エ
リア（名音地区）1工区

27,918,000円 27,749,700円
株式会社　東海
建設工業

1 令和2年11月2日
令和2年度施行　2災第47号名音志
戸勘線道路災害復旧工事

9,523,800円 9,323,600円
有限会社　フジ
ケン

2 令和2年11月2日

4 令和2年11月5日
令和2年度施行　農業集落排水事
業　東部地区　2-4工区

8,602,000円 8,412,756円 株式会社　心拓

大 和 村



大和村入札執行結果表（公表用）

備考番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）
落札価格

（税込み）
落札者 入札者名 入札価格

株式会社　心拓 10,237,000円

有限会社　大勇建設 10,182,000円 ○

有限会社　傳建設 10,205,000円

有限会社　フジケン 10,278,300円

奄美殖産　株式会社 12,595,000円 ○

株式会社　心拓 12,750,200円

有限会社　大勇建設 12,730,000円

有限会社　傳建設 1,271,000円 失格

有限会社　フジケン 12,801,000円

株式会社　大和建設 21,550,000円

有限会社　高倉産業 21,152,200円 ○

株式会社　東海建設工業 21,460,000円

福本建設　株式会社 21,374,000円

株式会社　大和建設 30,860,000円

有限会社　高倉産業 30,244,000円 ○

株式会社　東海建設工業 30,774,000円

福本建設　株式会社 30,800,000円

株式会社　大和建設 27,740,000円 ○

有限会社　高倉産業 28,000,000円

株式会社　東海建設工業 28,250,000円

福本建設　株式会社 28,300,000円

奄美殖産　株式会社 11,912,000円

株式会社　心拓 11,816,200円 ○

有限会社　大勇建設 11,960,000円

7 令和2年11月6日
令和元年度施行　奄美フォレスト
ポリス浄水供給安定化工事（第4
工区）

23,749,000円 23,267,420円
有限会社　高倉
産業

株式会社　心拓

9 令和2年11月10日
令和元年度施行　村道大棚名音線道
路改良工事（10工区）

31,177,300円 30,514,000円
株式会社　大和
建設

10 令和2年11月10日
令和元年度施行　村道大棚名音線
道路改良工事（11工区）

13,290,200円 12,997,820円

有限会社　大勇
建設

令和2年度施行　村単津名久公園
施設整備工事

14,152,600円 13,854,500円
奄美殖産　株式
会社

5 令和2年11月5日
令和2年度施行　農業集落排水事
業　中部地区　2-2工区

11,363,000円 11,200,200円

8 令和2年11月10日
令和元年度施行　村道大棚名音線

道路改良工事（9工区）
33,953,700円 33,268,400円

有限会社　高倉
産業

6 令和2年11月5日

大 和 村



大和村入札執行結果表（公表用）

備考番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）
落札価格

（税込み）
落札者 入札者名 入札価格

有限会社　傳建設 11,924,000円

有限会社　フジケン 12,021,500円

奄美殖産　株式会社 10,657,000円 ○

株式会社　心拓 10,707,700円

有限会社　大勇建設 10,696,000円

有限会社　傳建設 10,700,000円

有限会社　フジケン 10,750,000円

奄美殖産　株式会社 7,446,800円

株式会社　心拓 7,454,300円

有限会社　大勇建設 7,440,000円 ○

有限会社　傳建設 7,443,000円

有限会社　フジケン 7,484,000円

鹿児島土木設計　株式会社 7,200,000円

株式会社　国土技術コンサルタンツ 7,175,000円

株式会社　サタコンサルタンツ 7,130,000円

株式会社　新日本技術コンサルタント 7,018,000円 ○

新和技術コンサルタント　株式会社 7,400,000円

株式会社　大翔 7,200,000円

株式会社　大進 7,300,000円

大福コンサルタント　株式会社 7,200,000円

株式会社　日峰測地 7,150,000円

株式会社　久永コンサルタント　大和営業所 7,200,000円

株式会社　南日本技術コンサルタンツ 7,120,000円

奄美殖産　株式会社 8,813,900円

有限会社　大勇
建設

11 令和2年11月11日
令和2年度施行　公営住宅改修工
事（大和浜団地1号棟）

11,885,500円 11,722,700円
奄美殖産　株式
会社

12 令和2年11月11日
令和2年度施行　公営住宅改修工
事（大和浜団地2号棟）

8,274,200円 8,184,000円

令和元年度施行　村道大棚名音線
詳細設計業務

8,225,800円 7,719,800円
株式会社　新日
本技術コンサル
タント

道路改良工事（11工区）

13 令和2年11月11日

大 和 村



大和村入札執行結果表（公表用）

備考番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）
落札価格

（税込み）
落札者 入札者名 入札価格

株式会社　心拓 8,822,800円

有限会社　大勇建設 8,813,900円

有限会社　傳建設 8,800,000円

有限会社　フジケン 8,720,000円 ○

株式会社　大和建設 11,000,000円 ○

有限会社　高倉産業 11,139,000円

株式会社　東海建設工業 11,200,000円

福本建設　株式会社 11,195,000円

株式会社　大和建設 54,750,000円

有限会社　高倉産業 54,206,460円

株式会社　東海建設工業 56,254,000円

福本建設　株式会社 53,658,000円 ○

株式会社　大和建設 43,420,000円

有限会社　高倉産業 38,214,880円 ○

株式会社　東海建設工業 38,216,000円

福本建設　株式会社 43,120,000円

奄美殖産　株式会社 10,279,000円

株式会社　心拓 10,394,600円

有限会社　大勇建設 10,384,000円

有限会社　傳建設 10,250,000円 ○

有限会社　フジケン 10,426,000円

16 令和2年11月25日
令和2年度施行　2災第46号名音志
戸勘線道路災害復旧工事（1工
区）

60,229,400円 59,023,800円
福本建設　株式
会社

有限会社　フジ
ケン

17 令和2年11月25日
令和2年度施行　2災第46号名音志
戸勘線道路災害復旧工事（2工
区）

47,768,600円 42,036,368円
有限会社　高倉
産業

令和2年度施行　大和村役場駐車
場整備工事

12,377,200円 12,100,000円
株式会社　大和
建設

14 令和2年11月16日
令和元年度施行　奄美フォレスト
ポリス駐車場整備工事

9,793,300円 9,592,000円

18 令和2年11月25日
令和元年度施行　大和村指定避難
所施設改修工事

11,537,900円 11,275,000円
有限会社　傳建
設

15 令和2年11月17日

大 和 村


