
様式第１号

第１回 第２回

¥2,230,000

¥2,230,000

¥2,230,000

¥2,230,000

¥2,230,000

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 大川市文化センター舞台照明バックアップ卓設置工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和３年６月２２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

信和電気工事㈱　緒方　宏紀 落札

荒木電設㈲　荒木　林司

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

㈱大光電設　今山　昭彦

㈱サンエス電機　江口　康栄

大川電気興業㈲　金子　良一

予定価格（入札書比較価格） ¥2,706,000 ¥2,460,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,453,000 ¥2,230,000

契約者
大川市大字中古賀582
信和電気工事㈱　代表取締役　緒方　宏紀

契約金額 ¥2,453,000

契約日 令和3年6月25日 期間
令和３年６月２６日から
令和３年９月３０日まで

備考 ※５者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥2,600,000

¥2,610,000

¥2,570,000

¥2,480,000

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 下林四樋管改修工事

施工場所 大川市大字下林地内

開札日時 令和３年６月２２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

㈱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） ¥2,882,000 ¥2,620,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,464,000 ¥2,240,000

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 ¥2,728,000

契約日 令和3年6月25日 期間
令和３年６月２６日から
令和３年９月３０日まで

備考



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥72,620,000

辞退

¥64,420,000

¥72,620,000

¥72,600,000

¥64,420,000

¥72,000,000

辞退

¥72,620,000

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（３）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２２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

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 落札

㈱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） ¥79,882,000 ¥72,620,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥70,862,000 ¥64,420,000

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 ¥70,862,000

契約日 令和3年6月28日 期間
令和３年６月２９日から
令和４年２月２３日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥64,420,000

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（３）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２２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

㈲中島組　中島　裕康

予定価格（入札書比較価格） ¥79,882,000 ¥72,620,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥70,862,000 ¥64,420,000

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 ¥70,862,000

契約日 令和3年6月28日 期間
令和３年６月２９日から
令和４年２月２３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

¥7,820,000

¥7,800,000

辞退

¥7,650,000

¥7,820,000

¥7,810,000

¥7,820,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道潟島中通線舗装補修工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年６月２２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

江上建設㈱　江上　義紀

㈲江頭建設　江頭　正也

㈲大光永建設　永島　保光

㈱吉村組　吉村　敏 落札

㈲古賀組　野中　米男

㈲大栄建設　岡　孝市

㈱筬島組　筬島　裕隆

予定価格（入札書比較価格） ¥8,602,000 ¥7,820,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,436,000 ¥6,760,000

契約者
大川市大字坂井305-1
㈱吉村組　代表取締役　吉村　敏

契約金額 ¥8,415,000

契約日 令和3年6月28日 期間
令和３年６月２９日から
令和３年９月１６日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥890,000

¥880,000

¥890,000

¥870,000

¥890,000

¥887,000

¥890,000

¥880,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 令和３年度　河川・地下水水質調査業務委託

施工場所 大川市内

開札日時 令和３年６月２２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

㈱ＥＮＪＥＣ　松永　友樹

西部環境調査㈱　福岡事業所　小山　喜久治

㈱太平環境科学センター　坂本　雅俊

(公財)ふくおか公衆衛生推進機構　　松田　峻一良 落札

㈱ＣＲＣ食品環境衛生研究所　江川　護

環境テクノス㈱　福岡支店　貴戸　秀徳

(公財)北九州生活科学ｾﾝﾀｰ　福岡事業所　田中　衛

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会　木原　奉文

令和３年６月３０日から
令和４年３月２２日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥979,000 ¥890,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥587,400 ¥534,000

備考

契約者
福岡市中央区天神4-1-32
(公財)ふくおか公衆衛生推進機構　　理事長　松田　峻一良

契約金額 ¥957,000

契約日 令和3年6月29日 期間



様式第２号

¥34,100,000

契約者
千葉市美浜区中瀬2-6-1
ＪＦＥ環境テクノロジー㈱　代表取締役　﨑山　芳行

ＪＦＥ環境テクノロジー㈱　﨑山　芳行 決定

見積件名

見積者 見積価格 記事

見積日時 令和３年６月２２日（火）午前１０時４５分

備考

　当清掃センターは、稼動以来、２０年以上経過しており、各機器の劣化も進む中、安全・安定的でかつ、
ダイオキシン等の二次公害対策を行いながらの焼却には、点検整備工事は不可欠である。また、その対応に
当たっては、施設を熟知した上で、高度技術とトラブル時の迅速な対応が求められるため、日常運転の調整
を行うなど当センターを熟知した者に依頼することが最適であることから、「千葉県千葉市美浜区中瀬２丁
目６番１　ＪＦＥ環境テクノロジー株式会社　代表取締役社長　﨑山　芳行」と随時契約するものです。

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

令和3年6月29日 期間
令和３年６月３０日から
令和４年３月１１日まで

¥41,162,000 (¥37,420,000)

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

契約日

最低制限価格（入札書比較価格）

契約金額 ¥37,510,000

令和３年度　大川市清掃センター点検整備工事

施工場所 大川市大字中古賀1110番地

見積場所 大川市第２委員会室

予定価格（入札書比較価格）


