
様式第１号

第１回 第２回

¥7,240,000

¥7,100,000

¥7,180,000

¥6,330,000

¥7,000,000

¥7,240,000

¥6,330,000

¥7,050,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道大坪ノ一前新開線改築工事

施工場所 大川市大字一木地内

開札日時 令和３年７月２０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

㈲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） ¥7,964,000 ¥7,240,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,963,000 ¥6,330,000

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 ¥6,963,000

契約日 令和3年7月21日 期間
令和３年７月２２日から
令和３年１１月１８日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥2,500,000

¥2,500,000

¥2,400,000

¥2,500,000

¥2,470,000

¥2,460,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市大字大野島地内Ｃ工程業務委託

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年７月２０日（火）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

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

国土建設測量設計㈱　佐々木　隆人

㈱豊田工務所　豊田　啓一

㈱大高開発　筑後営業所　大津留　啓吾

予定価格（入札書比較価格） ¥2,827,000 ¥2,570,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,167,000 ¥1,970,000

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 ¥2,640,000

契約日 令和3年7月26日 期間
令和３年７月２７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

¥61,680,000

¥67,950,000

¥61,680,000

¥61,680,000

¥61,680,000

¥61,680,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市庁舎防水改修工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和３年７月２０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

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣 落札

成生建設㈱　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） ¥74,745,000 ¥67,950,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥67,848,000 ¥61,680,000

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 ¥67,848,000

契約日 令和3年7月27日 期間
令和３年７月２８日から
令和４年１月２３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

¥8,300,000

¥6,760,000

¥7,350,000

¥6,760,000

¥6,760,000

¥6,760,000

¥6,760,000

¥8,150,000

¥8,590,000

¥8,143,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道市役所前通り線外２路線測量設計業務委託

施工場所 大川市大字酒見・郷原地内

開札日時 令和３年７月２０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

㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　久留米支店　竹下　憲治

㈱ウエスコ　九州支社　奥山　道也

㈱ｴﾑ･ｹｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　八女支店　藤川　慎一郎

㈱協和コンサルタンツ　九州支社　齋藤　直人　

九州建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱　福岡支店　牧野　治生

㈱ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　技術センター　古賀　義國 落札

写測エンジニアリング㈱　福岡支店　冨永　正俊

大成ジオテック㈱　横山　巖

㈱第一技術コンサルタント　柳川営業所　永松　正三

大正測量設計㈱　川﨑　信三

予定価格（入札書比較価格） ¥9,449,000 ¥8,590,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,436,000 ¥6,760,000

契約者
八女郡広川町水原1434-5
㈱ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　技術センター　所長　古賀　義國

契約金額 ¥7,436,000

契約日 令和3年7月27日 期間
令和３年７月２８日から
令和４年１月２３日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥8,300,000

¥7,640,000

¥6,760,000

¥7,200,000

¥7,370,000

¥8,200,000

¥8,125,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道市役所前通り線外２路線測量設計業務委託

施工場所 大川市大字酒見・郷原地内

開札日時 令和３年７月２０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

大和コンサル㈱　中嶋　義和

㈱西日本測量設計　楢原　慎一

㈱松尾設計　福岡事務所　森　一徳

マサキ測量設計㈱　久留米支店　佐藤　智裕

㈱エーワンコンサルタント　古田　誠一

アズテックコンサルタンツ㈱　山口　透

㈱日本インシーク　久留米営業所　古澤　清治

予定価格（入札書比較価格） ¥9,449,000 ¥8,590,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,436,000 ¥6,760,000

契約者
八女郡広川町水原1434-5
㈱ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　技術センター　所長　古賀　義國

契約金額 ¥7,436,000

契約日 令和3年7月27日 期間
令和３年７月２８日から
令和４年１月２３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

¥8,170,000

¥8,170,000

¥8,170,000

¥8,100,000

¥8,000,000

¥8,100,000

¥8,170,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道茅島筒江前線路肩整備（カラー舗装）工事

施工場所 大川市大字下青木地内

開札日時 令和３年７月２０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

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

㈲古賀組　野中　米男 落札

㈱江口工務店　江口　松二

㈱筬島組　筬島　裕隆

予定価格（入札書比較価格） ¥8,987,000 ¥8,170,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,799,000 ¥7,090,000

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 ¥8,800,000

契約日 令和3年7月27日 期間
令和３年７月２８日から
令和３年１０月１０日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥5,780,000

¥5,780,000

¥5,780,000

¥5,780,000

¥5,780,000

¥5,780,000

辞退

¥6,500,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 配水管（諸富・本木室）布設替工事（R3-1)

施工場所 大川市大字諸富・本木室地内

開札日時 令和３年７月２６日（月）午後２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

成生建設㈱　鍋嶋　正人

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 落札

㈱鶴商　鶴　善徳

龍住設　龍　静馬

おはよう設備㈲　西　航平

予定価格（入札書比較価格） ¥7,260,000 ¥6,600,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,358,000 ¥5,780,000

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 ¥6,358,000

契約日 令和3年7月30日 期間
令和３年７月３１日から
令和３年１０月２３日まで

備考 ※６者同額によりくじにより抽選


