
様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥12,820,000

辞退

¥11,230,000

辞退

¥12,820,000

辞退

無効

辞退

¥12,820,000

¥11,230,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道割放シ線改築工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年１１月２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

㈱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

㈲大光永建設　永島　保光

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲中島組　中島　裕康

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈲永島建設　永島　哲也 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥14,102,000 (¥12,820,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥12,353,000 (¥11,230,000)

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 ¥12,353,000

契約日 令和3年11月8日 期間
令和３年１１月９日から
令和４年２月２８日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥12,820,000

¥12,820,000

辞退

辞退

¥12,820,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道割放シ線改築工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年１１月２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

㈱センカン　中村　茂義

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱三榮　古賀　敬三

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥14,102,000 (¥12,820,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥12,353,000 (¥11,230,000)

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 ¥12,353,000

契約日 令和3年11月8日 期間
令和３年１１月９日から
令和４年２月２８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

¥16,070,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

¥16,000,000

¥14,110,000

¥16,050,000

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 市道田中屋敷八龍ノ後線外１路線改築工事

施工場所 大川市大字三丸地内

開札日時 令和３年１１月２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

㈱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

㈲大光永建設　永島　保光

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市 落札

㈲中島組　中島　裕康

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

予定価格（入札書比較価格） ¥17,677,000 (¥16,070,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥15,521,000 (¥14,110,000)

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 ¥15,521,000

契約日 令和3年11月9日 期間
令和３年１１月１０日から
令和４年２月２８日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥14,780,000

¥16,070,000

¥16,070,000

辞退

¥16,050,000

¥16,070,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道田中屋敷八龍ノ後線外１路線改築工事

施工場所 大川市大字三丸地内

開札日時 令和３年１１月２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

㈲永島建設　永島　哲也

㈱江口工務店　江口　松二

㈱センカン　中村　茂義

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱三榮　古賀　敬三

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥17,677,000 (¥16,070,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥15,521,000 (¥14,110,000)

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 ¥15,521,000

契約日 令和3年11月9日 期間
令和３年１１月１０日から
令和４年２月２８日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥1,000,000

¥1,040,000

¥1,020,000

¥1,030,000

辞退

¥990,000

無効

¥1,100,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市自動車騒音常時監視業務委託

施工場所 大川市内

開札日時 令和３年１１月２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

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会　木原　奉文

㈱ＥＮＪＥＣ　松永　友樹

西部環境調査㈱　福岡事業所　小山　喜久治

中外テクノス㈱　九州支店　北野　満誉

東和環境科学㈱　九州支店　道法　雅樹

㈱静環検査センター　福岡支店　小谷　聖滋 落札

㈱Ｅ-ＳＹＳＴＥＭ　藤本　尚伸

一般財団法人　九州環境管理協会　百島　則幸

予定価格（入札書比較価格） ¥1,210,000 (¥1,100,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥726,000 (¥660,000)

契約者
福岡市博多区博多駅南6-4-25
㈱静環検査センター　福岡支店　支店長　小谷　聖滋

契約金額 ¥1,089,000

契約日 令和3年11月9日 期間
令和３年１１月１０日から
令和４年３月１８日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥3,660,000

¥3,660,000

辞退

¥3,660,000

¥3,660,000

¥3,660,000

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 配水管（坂井）布設替工事（R３-７)

施工場所 大川市大字坂井地内

開札日時 令和３年１１月４日(木)　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

㈱鶴商　鶴　善徳

梅﨑設備　梅﨑　良彦

龍住設　龍　静馬

おはよう設備㈲　西　航平 落札

㈲岡設備工業　岡　雄二

山善商会㈲　今村　純也

栄和設備工業㈲　江頭　真由美

予定価格（入札書比較価格） ¥4,620,000 (¥4,200,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,026,000 (¥3,660,000)

契約者
大川市大字上巻270-1
おはよう設備㈲　代表取締役　西　航平

契約金額 ¥4,026,000

契約日 令和3年11月10日 期間
令和３年１１月１１日から
令和４年１月２９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

¥11,140,000

¥9,760,000

辞退

¥9,760,000

辞退

¥10,900,000

辞退

¥11,140,000

辞退

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 大川桐薫中学校東側進入道路整備工事

施工場所 大川市大字下木佐木地内

開札日時 令和３年１１月１２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

江上建設㈱　江上　義紀

㈱昭和組　宮部　正晴 落札

㈱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

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲大光永建設　永島　保光

成生建設㈱　鍋嶋　正人

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥12,254,000 (¥11,140,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,736,000 (¥9,760,000)

契約者
大川市大字小保799-1
㈱昭和組　代表取締役　宮部　正晴

契約金額 ¥10,736,000

契約日 令和3年11月18日 期間
令和３年１１月１９日から
令和４年２月２８日まで

備考 ※５者同額によりくじにより抽選



様式第１号 2/2

第１回 第２回

辞退

辞退

¥9,760,000

¥9,760,000

辞退

¥11,140,000

¥9,760,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川桐薫中学校東側進入道路整備工事

施工場所 大川市大字下木佐木地内

開札日時 令和３年１１月１２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

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈲永島建設　永島　哲也

㈱江口工務店　江口　松二

㈱センカン　中村　茂義

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱三榮　古賀　敬三

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥12,254,000 (¥11,140,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,736,000 (¥9,760,000)

契約者
大川市大字小保799-1
㈱昭和組　代表取締役　宮部　正晴

契約金額 ¥10,736,000

契約日 令和3年11月18日 期間
令和３年１１月１９日から
令和４年２月２８日まで

備考 ※５者同額によりくじにより抽選


