
様式第１号 1/2

第１回 第２回

無効

¥11,960,000

¥11,960,000

¥11,900,000

¥11,960,000

¥11,960,000

¥11,960,000

辞退

¥11,960,000

¥11,950,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道東内開筑水園通り線舗装補修工事

施工場所 大川市大字紅粉屋地内

開札日時 令和３年６月２９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

㈱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） ¥13,156,000 ¥11,960,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥11,451,000 ¥10,410,000

契約者
大川市大字紅粉屋710-1
㈲うめざき興業　代表取締役　梅崎　由美子

契約金額 ¥12,815,000

契約日 令和3年7月5日 期間
令和３年７月６日から
令和３年１０月３日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥11,850,000

¥11,650,000

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 市道東内開筑水園通り線舗装補修工事

施工場所 大川市大字紅粉屋地内

開札日時 令和３年６月２９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

㈱江口工務店　江口　松二

㈲うめざき興業　梅崎　由美子 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

予定価格（入札書比較価格） ¥13,156,000 ¥11,960,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥11,451,000 ¥10,410,000

契約者
大川市大字紅粉屋710-1
㈲うめざき興業　代表取締役　梅崎　由美子

契約金額 ¥12,815,000

契約日 令和3年7月5日 期間
令和３年７月６日から
令和３年１０月３日まで

備考



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥10,040,000

¥10,040,000

¥10,040,000

¥10,000,000

¥10,040,000

¥10,040,000

¥10,040,000

辞退

¥10,040,000

¥9,830,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道中古賀下林線外１路線舗装補修工事

施工場所 大川市大字下青木・下林地内

開札日時 令和３年６月２９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

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 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥11,044,000 ¥10,040,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,592,000 ¥8,720,000

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 ¥10,813,000

契約日 令和3年7月6日 期間
令和３年７月７日から
令和３年９月１４日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥9,940,000

無効

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 市道中古賀下林線外１路線舗装補修工事

施工場所 大川市大字下青木・下林地内

開札日時 令和３年６月２９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

㈱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

予定価格（入札書比較価格） ¥11,044,000 ¥10,040,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,592,000 ¥8,720,000

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 ¥10,813,000

契約日 令和3年7月6日 期間
令和３年７月７日から
令和３年９月１４日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥4,110,000

¥4,720,000

¥4,110,000

¥4,110,000

¥4,600,000

¥4,110,000

¥4,110,000

¥4,110,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道縄手添１号線外交通安全対策工事

施工場所 大川市全域

開札日時 令和３年７月５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

㈲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

㈱センカン　中村　茂義

㈱中建　中村　英樹

㈱光建設　宮﨑　博明

予定価格（入札書比較価格） ¥5,192,000 ¥4,720,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,521,000 ¥4,110,000

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 ¥4,521,000

契約日 令和3年7月6日 期間
令和３年７月７日から
令和３年９月３０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

無効

辞退

¥2,810,000

¥2,570,000

¥2,570,000

¥2,570,000

¥2,890,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 メロディーロード安全対策工事

施工場所 大川市大字酒見地内外

開札日時 令和３年７月５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

㈱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

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

予定価格（入札書比較価格） ¥3,256,000 ¥2,960,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,827,000 ¥2,570,000

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 ¥2,827,000

契約日 令和3年7月9日 期間
令和３年７月１０日から
令和３年９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

技術評価
点

（Ａ）

入札価格
（Ｂ）

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

108.0 ¥28,090,000 3.84478462

108.0 ¥24,720,000 4.36893204

107.5 辞退 -

106.0 ¥28,000,000 3.78571429

104.5 ¥24,720,000 4.22734628

107.0 辞退 -

108.0 辞退 -

開札日時 令和３年７月５日（月)　午前９時３０分

入　札　結　果　表 （総合評価方式）

入札件名 川口（新田）地区（３）下水道築造工事

施工場所 大川市大字新田地内

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別
条件付き
一般競争入札

落札者決定日 令和３年７月７日（水)

総合評価方式を行った理由 価格と技術力を評価し、総合的に優れた調達を行うため

入札者 記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈲中島組　中島　裕康 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱吉村組　吉村　敏

㈲江頭建設　江頭　正也

　

予定価格（入札書比較価格） ¥30,899,000 ¥28,090,000

　

　

　

　

備考 評価値の表示については、評価値に「1,000,000」を乗じている。

最低制限価格（入札書比較価格） ¥27,192,000 ¥24,720,000

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 ¥27,192,000

契約日 令３年７月１２日 期間
令和４年１月３１日まで
令和３年７月１３日から



様式第１号

第１回 第２回

¥72,460,000

¥72,460,000

¥72,460,000

¥72,460,000

¥72,460,000

¥72,460,000

¥72,460,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 送水管布設工事(R3-2)

施工場所 大川市大字下木佐木・鬼古賀地内

開札日時 令和３年７月１２日（月）午後２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

成生建設㈱　鍋嶋　正人 落札

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

もりた住機設備㈱　森田　哲二

㈱丸正工業　江頭　正見

㈱センカン　中村　茂義

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱鶴商　鶴　善徳

予定価格（入札書比較価格） ¥89,221,000 ¥81,110,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥79,706,000 ¥72,460,000

備考 ※７者同額によりくじにより抽選

契約者
大川市大字下林400-1
成生建設㈱　代表取締役　鍋嶋　正人

契約金額 ¥79,706,000

契約日 令和3年7月19日 期間
令和３年７月２０日から
令和３年１２月２６日まで
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