
様式第１号

第１回 第２回

¥3,784,000

¥3,717,000

¥3,783,000

¥3,762,000

¥3,830,000

¥3,785,000

無効

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市立清力美術館清掃業務委託

施工場所 大川市大字鐘ケ江77-16

開札日時 令和３年５月１８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

三英ビル管理㈱　中山　智恵 落札

㈱ヘリオスコーポレーション　待鳥　俊郎

九州ビルサービス㈱　古村　勝

㈱三和ビル管理　岩永　康介

㈱溝田　溝田　正樹

㈱大川ビル管理　古賀　賢一

予定価格（入札書比較価格） ¥4,235,000 ¥3,850,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,388,000 ¥3,080,000

契約者
久留米市野中町434-3
三英ビル管理㈱　代表取締役　中山　智恵

契約金額 ¥4,088,700

契約日 令和3年5月21日 期間
令和３年６月１日から
令和６年５月３１日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥17,790,000

¥17,682,000

¥17,788,000

¥17,700,000

¥17,775,000

¥17,840,000

¥17,240,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市文化センター清掃等業務委託

施工場所 大川市大字酒見221-11

開札日時 令和３年５月１８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

㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　中村　亮

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

西日本管財㈱　田中　廉

㈱三和ビル管理　岩永　康介

㈱大川ビル管理　古賀　賢一 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥19,756,000 ¥17,960,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥15,804,800 ¥14,368,000

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 ¥18,964,000

契約日 令和3年5月24日 期間
令和３年６月１日から
令和４年３月３１日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥6,845,000

¥6,848,000

¥6,835,000

¥6,844,000

¥6,800,000

¥6,852,000

¥6,740,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市立図書館清掃業務委託

施工場所 大川市大字上巻272-2

開札日時 令和３年５月１８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

㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　中村　亮

新生ビルメンテナンス㈱　浦　圭司

九州ビルサービス㈱　古村　勝

㈲南都ビル管理社　熊谷　清文

岡部ﾋﾞﾙ管理㈱　岡部　好章

㈱溝田　溝田　正樹

㈱大川ビル管理　古賀　賢一 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥7,568,000 ¥6,880,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,054,400 ¥5,504,000

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 ¥7,414,000

契約日 令和3年5月24日 期間
令和３年６月１日から
令和６年５月３１日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥2,541,900

¥2,598,000

¥2,568,000

¥2,599,800

¥2,562,000

¥2,080,000

無効

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 筑後川総合運動公園体育センター及び大川市弓道場清掃業務委託

施工場所 大川市大字大野島2852、大川市大字大野島2851-1

開札日時 令和３年５月１８日（火）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

㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　中村　亮

新生ビルメンテナンス㈱　浦　圭司

㈱ヘリオスコーポレーション　待鳥　俊郎

西日本管財㈱　田中　廉

㈲南都ビル管理社　熊谷　清文

岡部ﾋﾞﾙ管理㈱　岡部　好章 落札

㈱大川ビル管理　古賀　賢一

予定価格（入札書比較価格） ¥2,860,000 ¥2,600,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,288,000 ¥2,080,000

契約者
大牟田市下白川町2丁目174
岡部ﾋﾞﾙ管理㈱　代表取締役　岡部　好章

契約金額 ¥2,288,000

契約日 令和3年5月24日 期間
令和３年６月１日から
令和６年５月３１日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥8,390,000

¥7,570,000

¥7,570,000

¥8,390,000

辞退

¥7,570,000

¥7,570,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中学校一部解体工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和３年５月１８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 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱大岡組　岡　洋介

江上建設㈱　江上　義紀

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲永島建設　永島　哲也

㈲古賀組　野中　米男 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥9,229,000 ¥8,390,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,327,000 ¥7,570,000

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 ¥8,327,000

契約日 令和3年5月25日 期間
令和３年５月２６日から
令和３年８月２３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

¥69,230,000

¥61,520,000

¥69,230,000

¥69,230,000

辞退

¥68,500,000

¥61,520,000

¥61,520,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 中央（幡保）地区（３）下水道築造工事

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和３年５月２０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

㈱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

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥76,153,000 ¥69,230,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥67,672,000 ¥61,520,000

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 ¥67,672,000

契約日 令和3年5月27日 期間
令和３年５月２８日から
令和４年１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

¥66,350,000

¥58,920,000

¥66,350,000

¥66,350,000

辞退

¥65,600,000

¥58,920,000

無効

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 中央（幡保）地区（２）下水道築造工事

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和３年５月２０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

㈱大岡組　岡　洋介 落札

㈱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

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

予定価格（入札書比較価格） ¥72,985,000 ¥66,350,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥64,812,000 ¥58,920,000

契約者
大川市大字三丸339-3
㈱大岡組　代表取締役社長　岡　洋介

契約金額 ¥64,812,000

契約日 令和3年5月27日 期間
令和３年５月２８日から
令和４年１月３１日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥53,440,000

無効

¥47,400,000

¥53,440,000

¥53,400,000

辞退

¥52,900,000

¥47,400,000

無効

¥47,400,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中央公園リニューアル（２）工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和３年５月２０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

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

㈱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

㈲大栄建設　岡　孝市 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥58,784,000 ¥53,440,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥52,140,000 ¥47,400,000

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 ¥52,140,000

契約日 令和3年5月26日 期間
令和３年５月２７日から
令和３年１２月２２日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

辞退

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中央公園リニューアル（２）工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和３年５月２０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

㈲中島組　中島　裕康

予定価格（入札書比較価格） ¥58,784,000 ¥53,440,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥52,140,000 ¥47,400,000

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 ¥52,140,000

契約日 令和3年5月26日 期間
令和３年５月２７日から
令和３年１２月２２日まで

備考 ※３者同額によりくじにより抽選



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥33,500,000

無効

¥33,500,000

¥33,500,000

辞退

辞退

¥33,000,000

¥29,530,000

無効

無効

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 中央（小保）地区（24）下水道築造工事

施工場所 大川市大字小保地内

開札日時 令和３年５月２０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

㈱中村技建　中村　奨

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆 落札

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

¥29,530,000

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥36,850,000 ¥33,500,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥32,483,000

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 ¥32,483,000

契約日 令和3年5月26日 期間
令和３年５月２７日から
令和３年１２月１５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥29,530,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 中央（小保）地区（24）下水道築造工事

施工場所 大川市大字小保地内

開札日時 令和３年５月２０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

入札者
入札価格

記事

㈲中島組　中島　裕康

予定価格（入札書比較価格） ¥36,850,000 ¥33,500,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥32,483,000 ¥29,530,000

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 ¥32,483,000

契約日 令和3年5月26日 期間
令和３年５月２７日から
令和３年１２月１５日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第２号

¥2,100,000

見積日時 令和３年５月１８日（火）午前１０時４５分

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

施工場所 大川市大字中古賀1095番地1

契約者
富山市奥田新町12-3
㈱宮本工業所　代表取締役　宮本　芳樹

¥2,310,000

契約日 令和3年5月25日 期間
令和３年５月２６日から
令和３年９月２２日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥2,321,000 (¥2,110,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

備考

　本工事は、老朽化した１号炉の耐火物の一部及び炉内台車の修繕工事を行うものであるが、火葬施設は、
特殊技術が使用されているなど特殊性があること。また、火葬業務は市民生活に密接に関係しており、短期
間に工事を完了させる必要があるため、本施設を施工し最も精通している「富山市奥田新町１２番３号　株
式会社宮本工業所　代表取締役　宮本芳樹」と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

決定

見積件名 大川市斎場火葬炉設備修繕工事

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

㈱宮本工業所　宮本　芳樹



様式第２号

¥5,300,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 大川市文化センター舞台機構制御盤他交換工事

施工場所 大川市大字酒見地内

見積日時 令和３年５月１８日（火）午前１１時１５分

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

㈱博電舎　谷井　一博 決定

契約日 令和3年5月25日 期間
令和３年５月２６日から
令和３年７月３０日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥5,951,000 (¥5,410,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
大阪市福島区海老江8-9-9
㈱博電舎　代表取締役　谷井　一博

契約金額 ¥5,830,000

大川市文化センターの舞台機構設備は昭和４９年に設置され部分的な修繕・改修を経てきたものである。舞
台機構設備のうち音響反射板系統については、平成２９年度に滑車・ワイヤー等の部品交換工事を行ってい
る。今回は舞台機構全体の電気系統制御盤、及び緞帳系統の昇降機、滑車、ワイヤー等の交換工事を行うも
のであり、舞台機構全体を制御する盤の交換は、既存の舞台吊物設備との接続連携、取り合い等既存設備の
内容に熟知していなければ施工が困難である。
　本工事は、舞台機構という特殊な構造を持つ設備の部分改修であり、トラブルが発生した場合に大事故に
つながる危険性があることから、安全な改修が特に重要である。また、本工事で改修する部分は、既存の設
備と密接不可分の関係にあり、現状を十分に把握した上で工事を行う必要がある。
　以上の理由より、本施設の舞台機構設備改修を平成２９年度に施工した実績があり、かつ、その後の保守
点検業務を履行し、当該設備の本質的構造を熟知し、現場の状況に精通している「大阪市福島区海老江８丁
目９番９号　株式会社　博電舎　代表取締役　谷井　一博」と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

備考



様式第２号

¥6,450,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 大川市大字小保・向島地内Ｇ、Ｈ工程業務委託

施工場所 大川市大字小保・向島地内

見積日時 令和３年５月１８日（火）午前１１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

平和測量設計㈱　野田　隆一 決定

令和３年５月２１日から
令和４年３月３１日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥7,502,000 (¥6,820,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

備考

　本委託業務は、前年度の業務（E、F工程）の点検をしながら作業を行い、また、「地籍図及び地籍簿作成
（H)」工程における閲覧業務によって、今後発生する可能性がある現地修正作業等も行う予定です。E、F工
程の受託業者が今回の業務を行う方が、経費削減ができ、また、効率的な業務を行っていくことができるた
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 ¥7,095,000

契約日 令和3年5月20日 期間


