
様式第１号

第１回 第２回

¥23,130,000

¥21,590,000

¥27,280,000

¥21,590,000

¥24,500,000

辞退

¥21,590,000

入　札　結　果　表

入札件名 送水管詳細設計業務委託

施工場所 大川市内

開札日時 令和２年８月１２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

ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　久留米営業所　木下　一光

㈱日新技術コンサルタント　九州事務所　今林　寛之 落札

オリジナル設計㈱　福岡事務所　落合　敦夫

㈱東京設計事務所　九州支社　茶村　皇史

㈱極東技工ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　西日本支社　板東　高史

㈱エース　九州支社　小澤　義弥

日本水工設計㈱　九州支社　上水流　宏美

予定価格（入札書比較価格） ¥30,008,000 ¥27,280,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥23,749,000 ¥21,590,000

契約者
福岡市博多区博多駅東2-9-13
㈱日新技術コンサルタント　九州事務所　所長　今林　寛之

契約金額 ¥23,749,000

契約日 令和2年8月19日 期間
令和２年８月２０日から
令和３年２月１５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

辞退

¥9,620,000

¥8,840,000

¥8,840,000

¥8,840,000

入　札　結　果　表

入札件名 市道下白垣諸富線改築工事

施工場所 大川市大字諸富地内

開札日時 令和２年９月８日（火）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

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱センカン　中村　茂義

㈲永島建設　永島　哲也

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱中建　中村　英樹 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥11,132,000 ¥10,120,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,724,000 ¥8,840,000

契約者
大川市大字上白垣161-4
㈱中建　代表取締役　中村　英樹

契約金額 ¥9,724,000

契約日 令和2年9月14日 期間
令和２年９月１５日から
令和３年２月１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

¥4,350,000

¥4,240,000

¥4,400,000

無効

¥4,380,000

¥4,220,000

¥4,350,000

¥4,200,000

入　札　結　果　表

入札件名 上新田・若津漁港区域変更図作成業務委託

施工場所 大川市大字新田地内外

開札日時 令和２年９月８日（火）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

㈱久栄綜合コンサルタント　髙木　亮一

㈱建設技術センター　事業部　浦　憲治

㈱ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　技術センター　古賀　義國

大成ジオテック㈱　横山　巖

㈱高崎総合コンサルタント　森　祐介

マサキ測量設計㈱　久留米支店　佐藤　智裕

三和測量㈲　下川　義治

ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　久留米営業所　木下　一光 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥4,895,000 ¥4,450,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,784,000 ¥3,440,000

契約者
久留米市天神町122
ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　久留米営業所　営業所長　木下　一光

契約金額 ¥4,620,000

契約日 令和2年9月15日 期間
令和２年９月１６日から
令和２年１２月２４日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥60,100,000

¥54,700,000

辞退

¥54,700,000

¥59,500,000

¥54,700,000

入　札　結　果　表

入札件名 子育て支援総合施設　電気設備工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和２年９月１４日（月）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

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱大光電設　今山　昭彦 落札

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

荒木電設㈲　荒木　林司

㈱サンエス電機　江口　康栄

大川電気興業㈲　金子　良一

予定価格（入札書比較価格） ¥66,110,000 ¥60,100,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥60,170,000 ¥54,700,000

契約者
大川市大字向島2650-11
㈱大光電設　代表取締役　今山　昭彦

契約金額 ¥60,170,000

契約日 令和2年9月16日 期間
令和２年９月１７日から
令和３年３月３１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

¥12,530,000

辞退

辞退

¥13,900,000

入　札　結　果　表

入札件名 大川市立清力美術館　保存修理工事

施工場所 大川市大字鐘ヶ江地内

開札日時 令和２年９月１４日（月）午前１０時１５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

シマ工業㈱　鍋嶋　正人 落札

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱中建　中村　英樹

きよまつ住建　清松　満

予定価格（入札書比較価格） ¥15,345,000 ¥13,950,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥13,783,000 ¥12,530,000

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 ¥13,783,000

契約日 令和2年9月18日 期間
令和２年９月１９日から
令和３年２月１５日まで

備考



様式第１号

技術評価
点

（Ａ）

入札価格
（Ｂ）

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

107.0 ¥13,470,000 7.94357832

106.5 ¥11,820,000 9.01015228

103.5 ¥11,820,000 8.75634518

106.0 ¥11,820,000 8.96785110

107.5 辞退 ―

開札日時 令和２年９月１４日（月)　午前９時３０分

入　札　結　果　表 （総合評価方式）

入札件名 農村環境整備事業　大野島西町地区農業集落排水施設整備工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別
条件付き
一般競争入札

落札者決定日 令和２年９月１６日（水)

総合評価方式を行った理由 価格と技術力を評価し、総合的に優れた調達を行うため

入札者 記事

㈱センカン　中村　茂義

㈲うめざき興業　梅崎　由美子 落札

㈱中建　中村　英樹

㈲永島建設　永島　哲也

㈱江口工務店　江口　松二

　

　

　

予定価格（入札書比較価格） ¥14,817,000 ¥13,470,000

　

　

備考 評価値の表示については、評価値に「1,000,000」を乗じている。

最低制限価格（入札書比較価格） ¥13,002,000 ¥11,820,000

契約者
大川市大字紅粉屋710-1
㈲うめざき興業　代表取締役 梅崎　由美子

契約金額 ¥13,002,000

契約日 令２年９月１８日 期間
令和３年２月２８日まで
令和２年９月１９日から




