
様式第１号

第１回 第２回

¥4,160,000

辞退

辞退

辞退

¥4,160,000

辞退

¥4,130,000

¥4,076,000

備考

契約者
大川市大字向島2612-2
㈲メイクハウス　代表取締役　斉藤　秀光

契約金額 ¥4,483,600

契約日 令和2年10月12日 期間
令和２年１０月１３日から
令和３年１月３０日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥4,576,000 ¥4,160,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,960,000 ¥3,600,000

㈲岡設備工業　岡　雄二

㈲メイクハウス　斉藤　秀光 落札

響建設　今村　和博

成和㈱　古賀　和則

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

㈱光建設　宮﨑　博明

㈱三榮　古賀　敬三

㈲田中建材店　田中　重行

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

入　札　結　果　表

入札件名 諸富地区水路補修工事

施工場所 大川市大字諸富地内

開札日時 令和２年１０月６日（火）午前１０時



様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥2,610,000

辞退

¥2,557,000

辞退

辞退

辞退

¥2,590,000

契約日 令和2年10月12日 期間
令和２年１０月１３日から
令和３年１月２０日まで

備考

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,497,000 ¥2,270,000

契約者
大川市大字大野島1964
成和㈱　代表取締役　古賀　和則

契約金額 ¥2,812,700

予定価格（入札書比較価格） ¥2,871,000 ¥2,610,000

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

栄和設備工業㈲　江頭　新治

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

響建設　今村　和博

成和㈱　古賀　和則 落札

きよまつ住建　清松　満

入札者
入札価格

記事

㈱三榮　古賀　敬三

㈲田中建材店　田中　重行

開札日時 令和２年１０月６日（火）午前１０時１５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　結　果　表

入札件名 鐘ヶ江地区木柵工事

施工場所 大川市大字鐘ヶ江地内



様式第１号

第１回 第２回

¥4,700,000

辞退

¥4,800,000

¥4,800,000

¥4,770,000

¥4,830,000

¥4,810,000

¥4,800,000

備考

契約者
大川市大字小保799-1
㈱昭和組　代表取締役　宮部　正晴

契約金額 ¥5,170,000

契約日 令和2年10月12日 期間
令和２年１０月１３日から
令和２年１２月２１日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥5,313,000 ¥4,830,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,609,000 ¥4,190,000

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲大光永建設　永島　保光

㈲大栄建設　岡　孝市

㈱江口工務店　江口　松二

㈱昭和組　宮部　正晴 落札

㈱中村技建　中村　奨

㈲中島組　中島　裕康

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

入　札　結　果　表

入札件名 市道茅島筒江前線路肩整備（カラ－舗装）工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和２年１０月６日（火）午前１０時３０分



様式第１号

第１回 第２回

¥464,000

¥464,000

¥464,000

¥464,000

¥464,000

¥560,000

¥550,000

¥580,000

契約日 令和2年10月12日 期間
令和２年１０月１３日から
令和２年１２月１１日まで

備考 ※５者同額によりくじにより抽選

最低制限価格（入札書比較価格） ¥510,400 ¥464,000

契約者
大川市大字北古賀254-5
㈱大川ビル管理　代表取締役　古賀　賢一

契約金額 ¥510,400

予定価格（入札書比較価格） ¥638,000 ¥580,000

大川管工事業協同組合　龍　裕介

㈲南都ビル管理社　熊谷　清文

㈱三和ビル管理　岩永　康介

三英ビル管理㈱　中山　智恵

新生ビルメンテナンス㈱　浦　圭司

九州ビルサービス㈱　古村　勝

入札者
入札価格

記事

㈱大川ビル管理　古賀　賢一 落札

㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　中村　亮

開札日時 令和２年１０月６日（火）午前１０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　結　果　表

入札件名 市営住宅受水槽・高架水槽清掃業務委託

施工場所 大川市大字一木地内外



様式第１号

第１回 第２回

¥5,520,000

¥5,520,000

¥5,500,000

¥5,520,000

¥4,750,000

¥5,240,000

¥5,520,000

辞退

備考

契約者
大川市大字大野島1582-2
㈲永島建設　代表取締役　永島　哲也

契約金額 ¥5,225,000

契約日 令和2年10月13日 期間
令和２年１０月１４日から
令和３年２月１５日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥6,072,000 ¥5,520,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,225,000 ¥4,750,000

㈱センカン　中村　茂義

㈱中建　中村　英樹

㈱江口工務店　江口　松二

㈲永島建設　永島　哲也 落札

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱中村技建　中村　奨

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

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

入　札　結　果　表

入札件名 鐘ヶ江橋修繕工事

施工場所 大川市大字鐘ヶ江地内

開札日時 令和２年１０月６日（火）午前９時３０分



様式第１号

第１回 第２回

¥4,540,000

¥4,450,000

¥4,540,000

辞退

辞退

辞退

辞退

¥4,500,000

契約日 令和2年10月13日 期間
令和２年１０月１４日から
令和３年１月３１日まで

備考

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,323,000 ¥3,930,000

契約者
大川市大字三丸603
㈱三榮　代表取締役　古賀　敬三

契約金額 ¥4,895,000

予定価格（入札書比較価格） ¥4,994,000 ¥4,540,000

きよまつ住建　清松　満

栄和設備工業㈲　江頭　新治

㈲岡設備工業　岡　雄二

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博

成和㈱　古賀　和則

入札者
入札価格

記事

㈲古賀組　野中　米男

㈱三榮　古賀　敬三 落札

開札日時 令和２年１０月６日（火）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　結　果　表

入札件名 酒見地区下水路整備工事

施工場所 大川市大字酒見地内



様式第１号

第１回 第２回

¥120,650,000

¥109,850,000

¥120,000,000

辞退

辞退

辞退

¥109,850,000

¥109,850,000

辞退

備考 ※３者同額によりくじにより抽選

契約者
大川市大字小保799-1
㈱昭和組　代表取締役　宮部　正晴

契約金額 ¥120,835,000

契約日 令和2年10月14日 期間
令和２年１０月１５日から
令和３年３月２５日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥132,715,000 ¥120,650,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥120,835,000 ¥109,850,000

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱中村技建　中村　奨

㈱吉村組　吉村　敏

江上建設㈱　江上　義紀

㈱昭和組　宮部　正晴 落札

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

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

入　札　結　果　表

入札件名 大川桐薫中学校　屋外環境整備工事

施工場所 大川市大字下木佐木地内

開札日時 令和２年１０月８日（木）午前９時３０分



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥21,890,000

無効

¥21,800,000

¥21,500,000

辞退

¥21,600,000

¥21,890,000

¥21,890,000

¥19,310,000

¥19,310,000

契約日 令和2年10月14日 期間
令和２年１０月１５日から
令和３年２月２６日まで

備考

最低制限価格（入札書比較価格） ¥21,241,000 ¥19,310,000

契約者
大川市大字坂井235-2
㈲大栄建設　取締役　岡　孝市

契約金額 ¥21,241,000

㈲大光永建設　永島　保光

㈲大栄建設　岡　孝市 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥24,079,000 ¥21,890,000

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱中村技建　中村　奨

入札者
入札価格

記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈱昭和組　宮部　正晴

開札日時 令和２年１０月８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　結　果　表

入札件名 市道野口中ノ浜線改築工事

施工場所 大川市大字小保・九網地内



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥21,800,000

備考 ※２者同額によりくじにより抽選

契約者
大川市大字坂井235-2
㈲大栄建設　取締役　岡　孝市

契約金額 ¥21,241,000

契約日 令和2年10月14日 期間
令和２年１０月１５日から
令和３年２月２６日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥24,079,000 ¥21,890,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥21,241,000 ¥19,310,000

㈲中島組　中島　裕康

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

入　札　結　果　表

入札件名 市道野口中ノ浜線改築工事

施工場所 大川市大字小保・九網地内

開札日時 令和２年１０月８日（木）午前１０時



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥21,100,000

無効

¥21,000,000

¥21,000,000

辞退

¥20,900,000

¥21,100,000

¥21,100,000

¥18,600,000

無効

契約日 令和2年10月14日 期間
令和２年１０月１５日から
令和３年２月２６日まで

備考

最低制限価格（入札書比較価格） ¥20,460,000 ¥18,600,000

契約者
大川市大字大野島128
㈲大光永建設　代表取締役　永島　保光

契約金額 ¥20,460,000

㈲大光永建設　永島　保光 落札

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥23,210,000 ¥21,100,000

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱中村技建　中村　奨

入札者
入札価格

記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈱昭和組　宮部　正晴

開札日時 令和２年１０月８日（木）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　結　果　表

入札件名 市道辻宮ノ前ノ一線改築工事

施工場所 大川市大字一木地内



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥21,000,000

備考

契約者
大川市大字大野島128
㈲大光永建設　代表取締役　永島　保光

契約金額 ¥20,460,000

契約日 令和2年10月14日 期間
令和２年１０月１５日から
令和３年２月２６日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥23,210,000 ¥21,100,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥20,460,000 ¥18,600,000

㈲中島組　中島　裕康

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

入　札　結　果　表

入札件名 市道辻宮ノ前ノ一線改築工事

施工場所 大川市大字一木地内

開札日時 令和２年１０月８日（木）午前１０時１５分



様式第１号

第１回 第２回

¥31,780,000

¥28,820,000

¥28,820,000

辞退

辞退

¥28,820,000

契約日 令和2年10月14日 期間
令和２年１０月１５日から
令和３年３月１０日まで

備考 ※３者同額によりくじにより抽選

最低制限価格（入札書比較価格） ¥31,702,000 ¥28,820,000

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 ¥31,702,000

予定価格（入札書比較価格） ¥34,958,000 ¥31,780,000

きよまつ住建　清松　満

㈱中建　中村　英樹 落札

㈲江頭建設　江頭　正也

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

入札者
入札価格

記事

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈱吉村組　吉村　敏

開札日時 令和２年１０月８日（木）午前１０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　結　果　表

入札件名 大川桐薫中学校　体育部室棟新築工事

施工場所 大川市大字下木佐木地内



様式第１号

第１回 第２回

¥12,050,000

¥12,050,000

¥12,050,000

¥12,050,000

¥12,050,000

¥12,970,000

¥12,050,000

¥12,050,000

備考 ※７者同額によりくじにより抽選

契約者
大川市大字小保809-14
大川電気興業㈲　代表取締役　金子　良一

契約金額 ¥13,255,000

契約日 令和2年10月14日 期間
令和２年１０月１５日から
令和２年１２月２８日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥14,564,000 ¥13,240,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥13,255,000 ¥12,050,000

大川電気興業㈲　金子　良一 落札

㈱センカン　中村　茂義

龍住設　龍　静馬

㈱丸正工業　江頭　正見

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

もりた住機設備㈱　森田　哲二

おはよう設備㈲　西　航平

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

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

入　札　結　果　表

入札件名 令和２年度　明光園空調設備更新工事

施工場所 大川市大字北古賀地内

開札日時 令和２年１０月８日（木）午前１０時４５分



様式第２号

¥1,745,000

見積価格 記事

㈱内藤建築事務所　九州事務所　神田　宏二 決定

備考

 本工事の実施設計者に履行させることにより、施工者への正確な設計内容の意図伝達、経費の
削減が確保できる等有利な契約が見込まれる。また、本体業務と密接に関連する附帯的な業務で
あるため、随意契約するものである。

・根拠法令
　　地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
　　大川市契約規則第20条の3第1項第1号

契約金額 ¥1,919,500

契約日 令和2年10月12日 期間
令和２年１０月１３日から
令和３年３月３１日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥1,969,000 (¥1,790,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
福岡市博多区博多駅前1-14-16博多駅前ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ
㈱内藤建築事務所　九州事務所　所長　神田　宏二

見積件名 大川桐薫中学校　屋外環境整備工事外１件　監理業務委託

施工場所 大川市大字下木佐木地内

見積日時 令和２年１０月６日（火）午前１１時

見　積　結　果　表

見積場所 大川市第２委員会室

見積者


