
様式第１号 1/2

第１回 第２回

辞退

辞退

¥10,700,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 市道道手鍛治町線法面補強工事

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和２年１１月１９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

㈱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

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲大光永建設　永島　保光

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥11,814,000 ¥10,740,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,340,000 ¥9,400,000

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 ¥11,209,000

契約日 令和2年11月20日 期間
令和２年１１月２１日から
令和３年３月１５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

¥10,740,000

¥10,190,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 市道道手鍛治町線法面補強工事

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和２年１１月１９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

㈲中島組　中島　裕康

㈲古賀組　野中　米男

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱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

予定価格（入札書比較価格） ¥11,814,000 ¥10,740,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,340,000 ¥9,400,000

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 ¥11,209,000

契約日 令和2年11月20日 期間
令和２年１１月２１日から
令和３年３月１５日まで

備考



様式第１号 1/2

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 津地区下水路整備工事（２）

施工場所 大川市大字津地内

開札日時 令和２年１１月１９日（木）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

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱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

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲大光永建設　永島　保光

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥11,506,000 ¥10,460,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,065,000 ¥9,150,000

契約者
大川市大字鬼古賀68-1
㈱江口工務店　代表取締役　江口　松二

契約金額 ¥11,506,000

契約日 令和2年11月26日 期間
令和２年１１月２７日から
令和３年３月２５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

¥10,460,000

辞退

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 津地区下水路整備工事（２）

施工場所 大川市大字津地内

開札日時 令和２年１１月１９日（木）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

㈲中島組　中島　裕康

㈲古賀組　野中　米男

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱江口工務店　江口　松二 落札

㈲永島建設　永島　哲也

㈱田中工務店　田中　浩一郎

予定価格（入札書比較価格） ¥11,506,000 ¥10,460,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,065,000 ¥9,150,000

契約者
大川市大字鬼古賀68-1
㈱江口工務店　代表取締役　江口　松二

契約金額 ¥11,506,000

契約日 令和2年11月26日 期間
令和２年１１月２７日から
令和３年３月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

¥7,830,000

¥7,700,000

辞退

辞退

辞退

¥7,860,000

入　札　結　果　表

入札件名 市道郷原一木線改築工事

施工場所 大川市大字一木地内

開札日時 令和２年１１月２０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

江上建設㈱　江上　義紀

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱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 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲大光永建設　永島　保光

㈱江口工務店　江口　松二

予定価格（入札書比較価格） ¥8,646,000 ¥7,860,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,579,000 ¥6,890,000

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 ¥8,470,000

契約日 令和2年11月25日 期間
令和２年１１月２６日から
令和３年３月１５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

¥7,130,000

辞退

辞退

¥7,000,000

入　札　結　果　表

入札件名 市道中原郷原川南線道路災害復旧工事

施工場所 大川市大字郷原地内

開札日時 令和２年１１月２０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

㈱大岡組　岡　洋介

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲中島組　中島　裕康

㈲古賀組　野中　米男

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱江口工務店　江口　松二

㈲永島建設　永島　哲也

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱センカン　中村　茂義 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥7,843,000 ¥7,130,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,820,000 ¥6,200,000

契約者
大川市大字郷原384
㈱センカン　代表取締役　中村　茂義

契約金額 ¥7,700,000

契約日 令和2年11月25日 期間
令和２年１１月２６日から
令和３年３月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥2,490,000

辞退

¥2,440,000

¥2,490,000

辞退

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 市道西三町一本笹線護岸補強工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和２年１１月２０日（金）午前１０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

㈱三榮　古賀　敬三

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博

成和㈱　古賀　和則 落札

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

予定価格（入札書比較価格） ¥2,739,000 ¥2,490,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,376,000 ¥2,160,000

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 ¥2,684,000

契約日 令和2年11月25日 期間
令和２年１１月２６日から
令和３年２月２３日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥13,050,000

¥13,190,000

¥13,200,000

¥13,220,000

¥13,114,000

入　札　結　果　表

入札件名 子育て支援総合施設　木製建具工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和２年１１月２０日（金）午前１１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

入札者
入札価格

記事

㈲鶴建具本店　鶴　剛志 落札

㈲堤建具工業　堤　健雄

角建具製作所　角　義行

植松建具店　植松　清民

横田建具木工所　横田　光市

予定価格（入札書比較価格） ¥14,663,000 ¥13,330,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥13,233,000 ¥12,030,000

契約者
大川市大字九網310-1
㈲鶴建具本店　代表取締役　鶴　剛志

契約金額 ¥14,355,000

契約日 令和2年11月25日 期間
令和２年１１月２６日から
令和３年３月３１日まで

備考



様式第１号 1/2

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

¥20,660,000

¥18,150,000

¥20,450,000

辞退

辞退

辞退

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 市道中通芝東通芝線道路災害復旧工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和２年１１月２０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

江上建設㈱　江上　義紀

㈱大岡組　岡　洋介

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈲江頭建設　江頭　正也 落札

㈱中村技建　中村　奨

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲大光永建設　永島　保光

予定価格（入札書比較価格） ¥22,726,000 ¥20,660,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥19,965,000 ¥18,150,000

契約者
大川市大字大野島4021-1
㈲江頭建設　代表取締役　江頭　正也

契約金額 ¥19,965,000

契約日 令和2年11月26日 期間
令和２年１１月２７日から
令和３年３月２５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

辞退

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 市道中通芝東通芝線道路災害復旧工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和２年１１月２０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

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲中島組　中島　裕康

予定価格（入札書比較価格） ¥22,726,000 ¥20,660,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥19,965,000 ¥18,150,000

契約者
大川市大字大野島4021-1
㈲江頭建設　代表取締役　江頭　正也

契約金額 ¥19,965,000

契約日 令和2年11月26日 期間
令和２年１１月２７日から
令和３年３月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥9,000,000

¥9,000,000

¥9,020,000

¥8,840,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 下ノ割樋管改修工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和２年１１月２０日（金）午前１１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

㈱乗富鉄工所　乘冨　銀藏

進栄工業㈱　馬場　茂

㈱オーツボ　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） ¥9,922,000 ¥9,020,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,119,000 ¥8,290,000

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 ¥9,724,000

契約日 令和2年11月26日 期間
令和２年１１月２７日から
令和３年３月１５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥23,710,000

¥23,710,000

¥23,710,000

¥23,710,000

¥23,710,000

¥23,710,000

辞退

¥23,710,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 子育て支援総合施設　浄化槽設備工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和２年１１月２０日（金）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

入札者
入札価格

記事

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

龍住設　龍　静馬

㈱鶴商　鶴　善徳 落札

㈱丸正工業　江頭　正見

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

大川電気興業㈲　金子　良一

㈱センカン　中村　茂義

予定価格（入札書比較価格） ¥28,677,000 ¥26,070,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥26,081,000 ¥23,710,000

契約者
大川市大字一木719-2
㈱鶴商　代表取締役　鶴　善徳

契約金額 ¥26,081,000

契約日 令和2年11月27日 期間
令和２年１１月２８日から
令和３年３月３１日まで

備考 ※７者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥4,190,000

¥4,300,000

¥4,500,000

¥4,400,000

¥4,350,000

¥4,300,000

¥4,300,000

¥4,370,000

入　札　結　果　表

入札件名 道路照明施設点検調査業務委託

施工場所 大川市内

開札日時 令和２年１１月２０日（金）午前１１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

大成ジオテック㈱　横山　巖 落札

㈱タイヨー設計　中尾　史朗

㈱高崎総合コンサルタント　森　祐介

第一復建㈱　久留米事務所　坂本　恭一

大和コンサル㈱　中嶋　義和

㈱テクノ　中園　孝一

㈱溝田設計事務所　溝田　豊実

㈱建設技術センター　事業部　浦　憲治

予定価格（入札書比較価格） ¥4,983,000 ¥4,530,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,982,000 ¥3,620,000

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 ¥4,609,000

契約日 令和2年11月27日 期間
令和２年１１月２８日から
令和３年３月１５日まで

備考



様式第２号

¥5,150,000

見積件名 令和２年度　大川市上水道管理システム補正業務委託

施工場所 大川市内全域

見積日時 令和２年１１月２０日（金）午前１０時

予定価格（入札書比較価格） ¥5,991,700 (¥5,447,000)

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

備考

　
本上水道管理システムは、他社との互換性がなく、他に業務を委託した場合、各種データを新規に
処理することになるため、膨大な事業量となり大幅なコスト増が見込まれるため、本業務の実施に
あたっては、経費削減の観点から、本上水道管理システム導入業者である大成ジオテック株式会社
と随意契約するものである。 
 
根拠法令 
　地方公営企業法施行令第２１条の１４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 ¥5,665,000

契約日 令和2年11月27日 期間
令和２年１１月２８日から
令和３年３月１０日まで

見　積　結　果　表

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


