
様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥10,910,000

辞退

辞退

¥10,900,000

¥10,900,000

辞退

¥10,800,000

¥10,800,000

¥10,910,000

¥10,900,000

入　札　結　果　表

入札件名 農村環境整備事業　下白町地区農道舗装工事　

施工場所 大川市大字下八院地内

開札日時 令和２年１０月１５日（木）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

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱中村技建　中村　奨

㈲江頭建設　江頭　正也

㈲中島組　中島　裕康

㈲大光永建設　永島　保光

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱吉村組　吉村　敏

㈲古賀組　野中　米男

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥12,001,000 ¥10,910,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,494,000 ¥9,540,000

契約者
大川市大字鐘ｹ江45-5
㈱筬島組　代表取締役　筬島　裕隆

契約金額 ¥11,770,000

契約日 令和2年10月22日 期間
令和２年１０月２３日から
令和３年１月２５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥10,880,000

¥10,900,000

¥10,700,000

入　札　結　果　表

入札件名 農村環境整備事業　下白町地区農道舗装工事　

施工場所 大川市大字下八院地内

開札日時 令和２年１０月１５日（木）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

㈱江口工務店　江口　松二

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱筬島組　筬島　裕隆 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥12,001,000 ¥10,910,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,494,000 ¥9,540,000

契約者
大川市大字鐘ｹ江45-5
㈱筬島組　代表取締役　筬島　裕隆

契約金額 ¥11,770,000

契約日 令和2年10月22日 期間
令和２年１０月２３日から
令和３年１月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥8,500,000

辞退

¥7,820,000

辞退

辞退

¥7,820,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 大川市庁舎東別館改修工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和２年１０月２０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

入札者
入札価格

記事

㈱鶴商　鶴　善徳

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

きよまつ住建　清松　満

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈲松建　松林　智徳

㈲メイクハウス　斉藤　秀光 落札

田中建設　田中　耕吉

予定価格（入札書比較価格） ¥9,581,000 ¥8,710,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,602,000 ¥7,820,000

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 ¥8,602,000

契約日 令和2年10月21日 期間
令和２年１０月２２日から
令和３年１月１９日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥4,500,000

¥3,750,000

辞退

¥3,440,000

辞退

¥3,440,000

辞退

¥3,980,000

¥4,000,000

¥4,340,000

入　札　結　果　表

入札件名 大川中学校全面解体工事設計業務委託

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和２年１０月２０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

山口設計一級建築士事務所　山口　雅弘

㈲佐々木設計室　佐々木　義則

かまち設計一級建築士事務所　松永　守行

㈱建築企画こが　古賀　善孝

北島一級建築士事務所　北島　和敏

㈱高巣設計事務所　高巣　光男 落札

㈲井上建築事務所　井上　文雄

㈱國武建築設計事務所　横溝　當一

㈱ナカヤマ･トシ設計　中山　俊治

樋口建築設計事務所一級建築士事務所　樋口　哲郎

予定価格（入札書比較価格） ¥4,950,000 ¥4,500,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,784,000 ¥3,440,000

契約者
大牟田市築町3-6
㈱高巣設計事務所　代表取締役　高巣　光男

契約金額 ¥3,784,000

契約日 令和2年10月23日 期間
令和２年１０月２４日から
令和３年１月２９日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥129,880,000

¥129,880,000

入　札　結　果　表

入札件名 三又小学校移転改修電気設備工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和２年１０月２７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 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

佐電工・信和特定建設工事共同企業体
㈱佐電工　福岡支店　齊藤　信泰

落札

川浪・荒木特定建設工事共同企業体
川浪電気工事㈱　永野　英明

予定価格（入札書比較価格） ¥142,868,000 ¥129,880,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥130,900,000 ¥119,000,000

契約者
福岡市早良区祖原21-2
佐電工・信和特定建設工事共同企業体
㈱佐電工　福岡支店　取締役支店長　齊藤　信泰

契約金額 ¥142,868,000

契約日 令和2年10月30日 期間
令和２年１０月３１日から
令和３年７月３０日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥452,440,000

辞退

¥452,440,000

入　札　結　果　表

入札件名 三又小学校移転改修建築工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和２年１０月２７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

溝江・東建特定建設工事共同企業体
溝江建設㈱　溝江　弘

大藪・シマ特定建設工事共同企業体
㈱大藪組　石井　正

半田・かねぜん特定建設工事共同企業体
半田建設㈱  半田　利通

落札

予定価格（入札書比較価格） ¥497,684,000 ¥452,440,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥457,864,000 ¥416,240,000

契約者
久留米市日ノ出町100
半田・かねぜん特定建設工事共同企業体
半田建設㈱　代表取締役　半田　利通

契約金額 ¥497,684,000

仮契約日 令和2年11月2日 期間
大川市議会議決による効力発生の日
から令和３年７月３０日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥84,240,000

¥84,240,000

入　札　結　果　表

入札件名 三又小学校移転改修機械設備工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和２年１０月２７日（火）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

大成温調・おはよう特定建設工事共同企業体
大成温調㈱　九州支店　米倉　稔

落札

大橋・龍住設特定建設工事共同企業体
大橋エアシステム㈱　井上　久行

予定価格（入札書比較価格） ¥101,200,000 ¥92,000,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥92,664,000 ¥84,240,000

備考 ※２者同額によりくじにより抽選

契約者
福岡市博多区博多駅東3-13-28
大成温調・おはよう特定建設工事共同企業体
大成温調㈱　九州支店　九州支店長　米倉　稔

契約金額 ¥92,664,000

契約日 令和2年11月2日 期間
令和２年１１月３日から
令和３年７月３０日まで



様式第２号

¥12,100,000

備考

　現在利用している道路台帳電算システムは、大成ジオテック㈱が独自に開発したものであり、他社との互換性がないため、
他社に業務を委託した場合、今回、台帳作成、補正の業務委託を行う箇所以外の道路データも新規に入力、
処理する必要があり、その作業量及びコストが膨大になることが見込まれるため、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２号
大川市契約規則第２０条の３第１項第１号

契約金額 ¥13,310,000

契約日 令和2年11月4日 期間
令和２年１１月５日から
令和３年３月２６日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥13,871,000 (¥12,610,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
久留米市西町1174-10
大成ジオテック㈱　代表取締役社長　横山　巖

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

大成ジオテック㈱　横山　巖 決定

見積件名 大川市道路台帳補正業務委託

施工場所 大川市全域

見積日時 令和２年１０月２９日（木）午前１０時１５分

見　積　結　果　表



様式第２号

¥2,950,000

備考

　現在利用している下水道総合管理システムは、大成ジオテック㈱が独自に開発したものであり、他者との互換性がないため、
他者に業務を委託した場合、今回、入力更新の業務委託を行う箇所以外の下水道データも新規に入力、
処理する必要があり、その作業量及びコストが膨大になることが見込まれるため、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２号
大川市契約規則第２０条の３第１項第１号

契約者
久留米市西町1174-10
大成ジオテック㈱　代表取締役社長　横山　巖

契約金額 ¥3,245,000

契約日 令和2年11月4日 期間
令和２年１１月５日から
令和３年２月２８日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥3,487,000 (¥3,170,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

大成ジオテック㈱　横山　巖 決定

見積日時 令和２年１０月２９日（木）午前１０時３０分

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

見　積　結　果　表

見積件名 令和２年度　大川市公共下水道総合管理システム更新業務委託

施工場所 市内全域


