
様式第１号

第１回 第２回

¥1,890,000

¥1,850,000

¥1,650,000

¥1,840,000

¥1,650,000

¥1,850,000

¥1,480,000

¥1,830,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道本木室中古賀線測量物件調査業務委託

施工場所 大川市大字本木室・諸富地内

開札日時 令和３年６月７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 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

㈱ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　技術センター　古賀　義國

筑後測量設計㈱　山浦　揚介

㈱西日本測量設計　楢原　慎一

マサキ測量設計㈱　久留米支店　佐藤　智裕

三共測量設計㈱　高橋　政則

国土建設測量設計㈱　佐々木　隆人 落札

㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　久留米支店　竹下　憲治

予定価格（入札書比較価格） ¥2,145,000 ¥1,950,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥1,628,000 ¥1,480,000

契約者
朝倉市三奈木２７７５
国土建設測量設計㈱　代表取締役　佐々木　隆人

契約金額 ¥1,628,000

契約日 令和3年6月10日 期間
令和３年６月１１日から
令和３年１２月７日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥8,310,000

¥8,310,000

辞退

¥8,300,000

¥8,310,000

¥8,050,000

¥8,230,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道津村北島線外２路線舗装補修工事

施工場所 大川市大字津地内外

開札日時 令和３年６月７日（月）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

㈱中村技建　中村　奨

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈲大光永建設　永島　保光 落札

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

予定価格（入札書比較価格） ¥9,141,000 ¥8,310,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,942,000 ¥7,220,000

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 ¥8,855,000

契約日 令和3年6月11日 期間
令和３年６月１２日から
令和３年１０月１４日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥3,750,000

¥3,850,000

¥3,880,000

辞退

¥3,800,000

辞退

¥3,830,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道大薮五反田線舗装補修工事

施工場所 大川市大字鬼古賀地内

開札日時 令和３年６月７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

㈲中島組　中島　裕康 落札

㈱江口工務店　江口　松二

㈱中建　中村　英樹

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱光建設　宮﨑　博明

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

㈱三榮　古賀　敬三

予定価格（入札書比較価格） ¥4,268,000 ¥3,880,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,685,000 ¥3,350,000

契約者
大川市大字鬼古賀41
㈲中島組　代表取締役　中島　裕康

契約金額 ¥4,125,000

契約日 令和3年6月11日 期間
令和３年６月１２日から
令和３年８月２０日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥85,500,000

¥86,600,000

¥86,000,000

¥84,000,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市大字向島地内国土（地籍）調査業務委託

施工場所 大川市大字向島地内

開札日時 令和３年６月７日（月）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

㈱大高開発　筑後営業所　大津留　啓吾

大正測量設計㈱　川﨑　信三

大和コンサル㈱　中嶋　義和

平和測量設計㈱　野田　隆一 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥98,956,000 ¥89,960,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥80,740,000 ¥73,400,000

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 ¥92,400,000

契約日 令和3年6月14日 期間
令和３年６月１５日から
令和４年３月１１日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥8,300,000

辞退

¥8,300,000

¥8,300,000

¥8,300,000

¥8,300,000

¥8,300,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 道海島団地１・2棟屋上防水改修他工事

施工場所 大川市大字道海島地内

開札日時 令和３年６月１１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 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈱吉村組　吉村　敏

㈱中建　中村　英樹

㈱光建設　宮﨑　博明

㈲江頭建設　江頭　正也 落札

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

予定価格（入札書比較価格） ¥10,142,000 ¥9,220,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,130,000 ¥8,300,000

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 ¥9,130,000

契約日 令和3年6月15日 期間
令和３年６月１６日から
令和３年８月１４日まで

備考 ※６者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥34,720,000

¥34,720,000

¥34,720,000

¥34,720,000

¥34,720,000

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公民館棟空調設備改修工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和３年６月１１日（金）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

おはよう設備㈲　西　航平

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱鶴商　鶴　善徳

㈱丸正工業　江頭　正見 落札

㈱センカン　中村　茂義

予定価格（入札書比較価格） ¥41,723,000 ¥37,930,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥38,192,000 ¥34,720,000

契約者
大川市大字一木308-1
㈱丸正工業　代表取締役　江頭　正見

契約金額 ¥38,192,000

契約日 令和3年6月17日 期間
令和３年６月１８日から
令和３年９月１５日まで

備考 ※５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

¥10,690,000

¥10,690,000

¥10,690,000

¥10,650,000

¥10,690,000

¥10,690,000

¥10,400,000

¥10,600,000

¥10,690,000

¥10,580,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道鬼古賀下林線舗装補修工事

施工場所 大川市大字本木室・下白垣地内

開札日時 令和３年６月１１日（金）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

㈱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 落札

㈱吉村組　吉村　敏

㈲古賀組　野中　米男

㈱江口工務店　江口　松二

予定価格（入札書比較価格） ¥11,759,000 ¥10,690,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,219,000 ¥9,290,000

契約者
大川市大字一木439-8
㈱かねぜん建設　代表取締役　古賀　雅臣

契約金額 ¥11,440,000

契約日 令和3年6月17日 期間
令和３年６月１８日から
令和３年８月２６日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥10,640,000

¥10,690,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道鬼古賀下林線舗装補修工事

施工場所 大川市大字本木室・下白垣地内

開札日時 令和３年６月１１日（金）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

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱筬島組　筬島　裕隆

予定価格（入札書比較価格） ¥11,759,000 ¥10,690,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,219,000 ¥9,290,000

契約者
大川市大字一木439-8
㈱かねぜん建設　代表取締役　古賀　雅臣

契約金額 ¥11,440,000

契約日 令和3年6月17日 期間
令和３年６月１８日から
令和３年８月２６日まで

備考



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥10,550,000

¥10,550,000

¥10,550,000

¥10,500,000

¥10,275,000

¥10,550,000

無効

¥10,500,000

¥10,550,000

¥10,440,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道中町西田線舗装補修工事

施工場所 大川市大字一木・新田地内

開札日時 令和３年６月１１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 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 落札

㈲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

㈱江口工務店　江口　松二

予定価格（入札書比較価格） ¥11,605,000 ¥10,550,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,109,000 ¥9,190,000

契約者
大川市大字鬼古賀41
㈲中島組　代表取締役　中島　裕康

契約金額 ¥11,302,500

契約日 令和3年6月17日 期間
令和３年６月１８日から
令和３年９月１５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥10,500,000

¥10,550,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道中町西田線舗装補修工事

施工場所 大川市大字一木・新田地内

開札日時 令和３年６月１１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 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

㈱筬島組　筬島　裕隆

予定価格（入札書比較価格） ¥11,605,000 ¥10,550,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,109,000 ¥9,190,000

契約者
大川市大字鬼古賀41
㈲中島組　代表取締役　中島　裕康

契約金額 ¥11,302,500

契約日 令和3年6月17日 期間
令和３年６月１８日から
令和３年９月１５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥37,520,000

¥37,520,000

辞退

¥37,520,000

¥37,520,000

¥37,520,000

¥37,520,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市立図書館屋根改修工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和３年６月１１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 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱大岡組　岡　洋介 落札

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈱吉村組　吉村　敏

㈱中建　中村　英樹

㈱光建設　宮﨑　博明

㈲江頭建設　江頭　正也

予定価格（入札書比較価格） ¥45,375,000 ¥41,250,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥41,272,000 ¥37,520,000

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 ¥41,272,000

契約日 令和3年6月18日 期間
令和３年６月１９日から
令和３年９月１６日まで

備考 ※６者同額によりくじにより抽選



様式第２号

¥3,500,000

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

オリジナル設計㈱　福岡事務所　渡邊　光則 決定

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）

契約者
福岡市博多区博多駅前2-6-12　JPR博多中央ビル
オリジナル設計㈱　福岡事務所　所長　渡邊　光則

備考

　本業務委託において、履行済みの「地方公営企業法適用支援業務」で整理した平成３０年度までの資産台帳
及び決算書を活用するため、本件の履行にあたり、履行期間の短縮及び経費の削減が確保ができ、且つ、本市
資産保有状況及び経営状況に精通しているなど有利と認められることから、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

契約金額 ¥3,850,000

契約日 令和3年6月14日 期間
令和３年６月１５日から
令和４年３月３１日まで

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

大川市下水道事業経営戦略策定業務

施工場所 大川市内全域

見積日時 令和３年６月７日（月）午前１０時３０分

見積件名


