
様式第１号

第１回 第２回

¥95,000,000

辞退

辞退

¥85,140,000

辞退

¥95,520,000

¥85,140,000

¥85,140,000

¥85,140,000

入　札　結　果　表

入札件名 田口汚水幹線（10）築造工事

施工場所 大川市大字三丸地内

開札日時 令和２年５月１８日（月）午前９時３０分

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈱大岡組　岡　洋介

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱吉村組　吉村　敏

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲古賀組　野中　米男 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥105,072,000 ¥95,520,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥93,654,000 ¥85,140,000

契約者
大川市大字酒見474－13
㈲古賀組　代表取締役　野中　米男

契約金額 ¥93,654,000

契約日 令和2年5月25日 期間
令和２年５月２６日から
令和３年２月１５日まで

備考 ※４者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥88,000,000

辞退

辞退

¥78,510,000

辞退

¥88,160,000

¥78,510,000

¥78,510,000

無効

入　札　結　果　表

入札件名 田口汚水幹線（9）築造工事

施工場所 大川市大字幡保・三丸地内

開札日時 令和２年５月１８日（月）午前９時４５分

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈱大岡組　岡　洋介

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱吉村組　吉村　敏 落札

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲古賀組　野中　米男

予定価格（入札書比較価格） ¥96,976,000 ¥88,160,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥86,361,000 ¥78,510,000

契約者
大川市大字坂井305-1
㈱吉村組　代表取締役　吉村　敏

契約金額 ¥86,361,000

契約日 令和2年5月25日 期間
令和２年５月２６日から
令和３年１月２０日まで

備考 ※３者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥14,420,000

¥14,720,000

¥14,700,000

¥14,720,000

¥14,600,000

辞退

¥14,720,000

¥14,580,000

¥14,600,000

¥14,700,000

入　札　結　果　表

入札件名 市道津村北島線舗装補修工事

施工場所 大川市大字津・一木地内

開札日時 令和２年５月１８日（月）午前１０時

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱中村技建　中村　奨 落札

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱大岡組　岡　洋介

㈲中島組　中島　裕康

㈲大光永建設　永島　保光

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥16,192,000 ¥14,720,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥14,157,000 ¥12,870,000

契約者
大川市大字鐘ｹ江428-4
㈱中村技建　代表取締役　中村　奨

契約金額 ¥15,862,000

契約日 令和2年5月25日 期間
令和２年５月２６日から
令和２年８月２３日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥8,710,000

¥8,710,000

¥8,710,000

¥8,710,000

¥8,710,000

¥9,690,000

¥8,710,000

入　札　結　果　表

入札件名 配水管（幡保）布設替工事(R2-2)

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和２年５月２０日（水）午後２時

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

シマ工業㈱　鍋嶋　正人 落札

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱センカン　中村　茂義

もりた住機設備㈱　森田　哲二

㈱鶴商　鶴　善徳

㈲永島建設　永島　哲也

㈱丸正工業　江頭　正見

予定価格（入札書比較価格） ¥10,879,000 ¥9,890,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,581,000 ¥8,710,000

契約者
大川市大字下林400-1
シマ工業㈱　代表取締役　鍋嶋　正人

契約金額 ¥9,581,000

契約日 令和2年5月27日 期間
令和２年５月２８日から
令和２年１２月１５日まで

備考 ※６者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥83,500,000

¥81,000,000

¥80,800,000

¥82,500,000

入　札　結　果　表

入札件名 大川市大字小保・向島地内国土（地籍）調査業務委託

施工場所 大川市大字小保・向島地内

開札日時 令和２年５月２１日（木）午前１０時

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

大正測量設計㈱　川﨑　信三

大和コンサル㈱　中嶋　義和

平和測量設計㈱　野田　隆一 落札

㈱大高開発　筑後営業所　坂本　英彦

予定価格（入札書比較価格） ¥93,577,000 ¥85,070,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥76,274,000 ¥69,340,000

契約者
久留米市東合川7-10-11
平和測量設計㈱　代表取締役　野田　隆一

契約金額 ¥88,880,000

契約日 令和2年5月26日 期間
令和２年５月２７日から
令和３年３月１１日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥2,550,000

¥2,710,000

¥2,540,000

¥2,480,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 下ノ割2樋管改修工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和２年５月２２日（金）午前９時４５分

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱乗富鉄工所　乘冨　銀藏

進栄工業㈱　馬場　茂

㈱大坪鉄工　大坪　とも子

㈱大川鉄工　三砂　豊博 落札

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥2,981,000 ¥2,710,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,651,000 ¥2,410,000

契約者
大川市大字酒見535
㈱大川鉄工　代表取締役　三砂　豊博

契約金額 ¥2,728,000

契約日 令和2年5月27日 期間
令和２年５月２８日から
令和２年８月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥7,330,000

¥7,330,000

¥7,330,000

¥8,290,000

¥7,330,000

¥7,330,000

¥7,330,000

入　札　結　果　表

入札件名 配水管（三丸）布設替工事（Ｒ2-3）

施工場所 大川市大字三丸地内

開札日時 令和２年５月２２日（金）午前１０時

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱センカン　中村　茂義

もりた住機設備㈱　森田　哲二

㈱鶴商　鶴　善徳

㈲永島建設　永島　哲也

㈱丸正工業　江頭　正見

おはよう設備㈲　西　茂己

㈲岡設備工業　岡　雄二 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥9,196,000 ¥8,360,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,063,000 ¥7,330,000

契約者
大川市大字幡保279-4
㈲岡設備工業　代表取締役　岡　雄二

契約金額 ¥8,063,000

契約日 令和2年5月28日 期間
令和２年５月２９日から
令和２年９月２５日まで

備考 ※６者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥4,310,000

¥4,400,000

辞退

¥4,360,000

¥4,400,000

¥4,350,000

¥4,380,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 市道汐入大野線外1路線舗装新設工事

施工場所 大川市大字鐘ヶ江・道海島地内

開札日時 令和２年５月２２日（金）午前９時３０分

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱中村技建　中村　奨 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱中建　中村　英樹

㈱江口工務店　江口　松二

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱光建設　宮﨑　博明

㈱三榮　古賀　敬三

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

予定価格（入札書比較価格） ¥4,840,000 ¥4,400,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,180,000 ¥3,800,000

契約者
大川市大字鐘ｹ江428-4
㈱中村技建　代表取締役　中村　奨

契約金額 ¥4,741,000

契約日 令和2年5月29日 期間
令和２年５月３０日から
令和２年７月２８日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥37,360,000

¥38,280,000

¥37,996,000

¥38,340,000

¥38,190,000

¥38,226,000

¥38,080,000

入　札　結　果　表

入札件名 大川市庁舎清掃等業務委託

施工場所 大川市大字酒見256番地1他

開札日時 令和２年５月２２日（金）午前１０時

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　中村　亮 落札

新生ビルメンテナンス㈱　浦　圭司

九州ビルサービス㈱　古村　勝

西日本管財㈱　田中　廉

㈲南都ビル管理社　熊谷　清文

㈱三和ビル管理　岩永　康介

㈱大川ビル管理　古賀　賢一

予定価格（入札書比較価格） ¥42,229,000 ¥38,390,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥33,783,200 ¥30,712,000

契約者
大川市大字郷原103
㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　代表取締役　中村　亮

契約金額 ¥41,096,000

契約日 令和2年5月29日 期間
令和２年６月１日から
令和５年５月３１日まで

備考


