別紙様式１

1/2

競争による契約に係る情報の公表（工事）

契約担当役の氏名並びにその
工事の名称、場所、期間及び種別 所属する部局の名称及び所在
地
香川高専（勅使町団地）ライフライン
契約担当役 入木田 浩幸
再生（防災設備等）工事
香川高等専門学校
香川県高松市勅使町３５５
香川県高松市勅使町３５５
R02.09.10～R03.01.18
消防施設工事

法人名

独立行政法人国立高等専門学校機構

学校名

香川高等専門学校

一般競争入札・
契約の相手方の商号又は名称及 指名競争入札の
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率
契約を締結した日
別（総合評価の
び住所
実施）

令和2年9月9日

香川県高松市仏生山町甲３８１
四国メインテナンス株式会社
代表取締役 松本 寿

一般競争入札
（総合評価実施）

55,792,000

43,868,000

考

8/31開札保留、低入札
価格調査により、9/4四
国メインテナンス(株)に
78.63% 落札決定
1/8変更契約
（工期延長）
完成期限2月26日

3/31変更契約
（工期延長）
完成期限8月31日
7/28変更契約
147,400,000 95.44%
（設計変更)
契約金額
161,205,000円
完成期限10月29日
3/31変更契約
（工期延長）
完成期限8月31日
8/17 変更契約
72,930,000 90.01%
（設計変更)
契約金額
76,340,000円
完成期限9月30日

香川高専（勅使町団地）ライフライン
契約担当役 入木田 浩幸
再生（排水設備等）工事
香川高等専門学校
香川県高松市勅使町３５５
香川県高松市勅使町３５５
R02.11.6～R03.03.31
土木一式工事

令和2年11月5日

香川県善通寺市櫛梨町５００番地
一般競争入札
１
（総合評価実施）
大企建設株式会社
代表取締役 白川 洋一

香川高専（香田団地）ライフライン再
契約担当役 入木田 浩幸
生（排水設備等）工事
香川高等専門学校
香川県三豊市詫間町香田５５１
香川県高松市勅使町３５５
R02.11.3～R03.03.31
土木一式工事

令和2年11月2日

香川県丸亀市飯山町下法軍寺４
７６
有限会社古竹建設
代表取締役 古竹 享

一般競争入札
（総合評価実施）

81,026,000

香川高専（香田団地）第１体育館等
便所その他工事
香川県三豊市詫間町香田５５１
R02.12.22～R03.3.31
建築一式工事

契約担当役 入木田 浩幸
香川高等専門学校
香川県高松市勅使町３５５

香川県坂出市大屋冨町３１００番
地
令和3年12月21日
松浦建設株式会社
代表取締役 堀口 泰亨

一般競争入札
（総合評価実施）

19,129,000

18,040,000 94.31%

香川高専（香田団地）第１体育館等
便所その他機械設備工事
香川県三豊市詫間町香田５５１
R03.1.27～R03.3.31
管工事

契約担当役 入木田 浩幸
香川高等専門学校
香川県高松市勅使町３５５

令和3年1月26日

香川県丸亀市大手町３－１２－１
－１０９
梶原工業株式会社
代表取締役 植田 敏弘

一般競争入札
（総合評価実施）

8,196,100

7,920,000 96.63%

香川高専（勅使町団地）第二運動場
契約担当役 入木田 浩幸
給水設備改修工事
香川高等専門学校
香川県高松市勅使町３９８－１１他
香川県高松市勅使町３５５
R03.02.09～R03.3.30
管工事

令和3年2月8日

香川県坂出市西庄町１０１０－１
長尾環境設備株式会社
代表取締役 長尾 克己

一般競争入札
（総合評価実施）

3,675,100

2,816,000 76.62%

154,440,000

備
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契約担当役の氏名並びにその
工事の名称、場所、期間及び種別 所属する部局の名称及び所在
地
香川高専（香田団地）ライフライン再
契約担当役 早竹 昭人
生（給水設備）工事
香川高等専門学校
香川県三豊市詫間町香田５５１
香川県高松市勅使町３５５
R03.07.21～R03.10.29
管工事
香川高専（香田団地）第一学科棟防
契約担当役 早竹 昭人
水改修工事
香川高等専門学校
香川県三豊市詫間町香田５５１
香川県高松市勅使町３５５
R03.07.29～R03.10.29
防水工事
香川高専（勅使町団地）多目的ス
ペース整備工事
香川県高松市勅使町３５５
R03.07.29～R03.11.30
建築一式工事
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競争による契約に係る情報の公表（工事）

契約担当役 早竹 昭人
香川高等専門学校
香川県高松市勅使町３５５

法人名

独立行政法人国立高等専門学校機構

学校名

香川高等専門学校

一般競争入札・
契約の相手方の商号又は名称及 指名競争入札の
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率
契約を締結した日
別（総合評価の
び住所
実施）

令和3年7月20日

香川県坂出市昭和町１－４－３０
株式会社カワムラ
代表取締役 河村 正志

一般競争入札
（総合評価実施）

令和3年7月28日

香川県高松市香西北町５９－３
株式会社荒木建設
代表取締役 荒木 幸男

一般競争入札
（総合評価実施）

令和3年7月28日

香川県善通寺市櫛梨町５００番地
一般競争入札
１
（総合評価実施）
大企建設株式会社
代表取締役 白川 洋一

令和3年8月2日

香川高専（香田団地）第一学科棟防
契約担当役 早竹 昭人
水改修機械設備工事
香川高等専門学校
香川県三豊市詫間町香田５５１
香川県高松市勅使町３５５
R03.8.3～R03.09.24
管工事

令和3年8月2日

一般競争入札
（総合評価実施）
代理人
香川県高松市花ノ宮町１丁目７番
１７号
株式会社ＮＩＰＰＯ 四国支店
執行役員支店長 米岡 拓彦
香川県坂出市昭和町１－４－３０
株式会社カワムラ
代表取締役 河村 正志

一般競争入札
（総合評価実施）

考

58,773,000

7/9開札保留、低入
札価格調査により、
42,735,000 72.71%
7/15 (株)カワムラに
落札決定

16,027,000

7/16開札保留、低
入札価格調査によ
8,800,000 54.91%
り、7/26(株)荒木建
設に落札決定

20,295,000

7/16開札保留、低
入札価格調査によ
16,390,000 80.76%
り、7/26大企建設
(株)に落札決定

東京都中央区京橋一丁目１９番１
１号
株式会社ＮＩＰＰＯ
代表取締役社長 吉川 芳和

香川高専（香田団地）ライフライン再
契約担当役 早竹 昭人
生（排水設備等）工事
香川高等専門学校
香川県三豊市詫間町香田５５１
香川県高松市勅使町３５５
R03.8.3～R04.03.31
土木一式工事

備

135,080,000

125,840,000 93.16%

6,854,100

2,332,000 34.02%

