
様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

¥10,000,000

¥9,650,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

契約金額 ¥10,615,000

契約日 令和3年11月24日 期間
令和３年１１月２５日から
令和４年３月２５日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥11,253,000 (¥10,230,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,845,000 (¥8,950,000)

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

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈲永島建設　永島　哲也

㈲古賀組　野中　米男

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 39-107 大日寺割地区水路災害復旧工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年１１月１９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 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

㈲江頭建設　江頭　正也

㈲大光永建設　永島　保光 落札



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

¥8,900,000

¥8,880,000

辞退

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 ¥9,768,000

契約日 令和3年11月24日 期間
令和３年１１月２５日から
令和４年３月２５日まで

備考

㈱光建設　宮﨑　博明

予定価格（入札書比較価格） ¥9,867,000 (¥8,970,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,613,000 (¥7,830,000)

㈱中村技建　中村　奨

㈲中島組　中島　裕康

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱江口工務店　江口　松二

㈱センカン　中村　茂義 落札

入札者
入札価格

記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈱大岡組　岡　洋介

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

入札件名 39-104,105 宅本地区外１地区水路災害復旧工事

施工場所 大川市大字津地内外

開札日時 令和３年１１月１９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 指名競争入札

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

¥7,480,000

辞退

¥8,400,000

辞退

¥8,500,000

辞退

辞退

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 ¥8,228,000

契約日 令和3年11月24日 期間
令和３年１１月２５日から
令和４年３月２５日まで

備考

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥9,427,000 (¥8,570,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,228,000 (¥7,480,000)

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲大光永建設　永島　保光

㈲永島建設　永島　哲也

㈱江口工務店　江口　松二

㈲古賀組　野中　米男

入札者
入札価格

記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈱大岡組　岡　洋介

㈲江頭建設　江頭　正也 落札

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 39-106 五町分地区水路災害復旧工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年１１月１９日(金)　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



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

¥6,030,000

¥6,000,000

辞退

¥5,260,000

¥6,000,000

¥6,000,000

契約者
大川市大字荻島309-1
㈱田中工務店　代表取締役　田中　浩一郎

契約金額 ¥5,786,000

契約日 令和3年11月24日 期間
令和３年１１月２５日から
令和４年３月１５日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥6,633,000 (¥6,030,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,786,000 (¥5,260,000)

㈲大光永建設　永島　保光

成生建設㈱　鍋嶋　正人

㈱田中工務店　田中　浩一郎 落札

㈱三榮　古賀　敬三

㈱光建設　宮﨑　博明

入札者
入札価格

記事

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱中村技建　中村　奨

㈱筬島組　筬島　裕隆

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道鎌作入道線局部改良工事

施工場所 大川市大字大橋地内

開札日時 令和３年１１月１９日(金)　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



様式第１号

第１回 第２回

¥6,600,000

¥6,500,000

辞退

辞退

¥6,600,000

¥6,640,000

辞退

辞退

契約者
大川市大字鐘ｹ江45-5
㈱筬島組　代表取締役　筬島　裕隆

契約金額 ¥7,150,000

契約日 令和3年11月24日 期間
令和３年１１月２５日から
令和４年２月２８日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥7,304,000 (¥6,640,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,336,000 (¥5,760,000)

㈲大栄建設　岡　孝市

㈱江口工務店　江口　松二

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈲古賀組　野中　米男

㈱中建　中村　英樹

入札者
入札価格

記事

㈲中島組　中島　裕康

㈱筬島組　筬島　裕隆 落札

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道西新開３号線外１路線舗装新設工事

施工場所 大川市大字向島地内

開札日時 令和３年１１月１９日(金)　午前１１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



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

¥7,280,000

辞退

¥6,520,000

¥7,280,000

¥7,260,000

辞退

契約者
大川市大字鬼古賀68-1
㈱江口工務店　代表取締役　江口　松二

契約金額 ¥7,172,000

契約日 令和3年11月24日 期間
令和３年１１月２５日から
令和４年３月１０日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥8,008,000 (¥7,280,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,172,000 (¥6,520,000)

㈱中村技建　中村　奨

㈱江口工務店　江口　松二 落札

大川管工事業(協)　龍　裕介

きよまつ住建　清松　満

㈲田中建材店　田中　重行

入札者
入札価格

記事

㈲大光永建設　永島　保光

㈲中島組　中島　裕康

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 鬼古賀・新田浚渫土置場浚渫土改良搬出工事

施工場所 大川市大字鬼古賀・新田地内

開札日時 令和３年１１月１９日(金)　午前１１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



様式第１号

第１回 第２回

¥4,690,000

¥4,840,000

辞退

辞退

¥4,990,000

¥4,890,000

¥4,915,000

辞退

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 ¥5,159,000

契約日 令和3年11月25日 期間
令和３年１１月２６日から
令和４年３月２５日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥5,489,000 (¥4,990,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,774,000 (¥4,340,000)

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲中島組　中島　裕康

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱中建　中村　英樹

㈱光建設　宮﨑　博明

入札者
入札価格

記事

㈱中村技建　中村　奨 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

成生建設㈱　鍋嶋　正人

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 39-101 中田地区水路災害復旧工事

施工場所 大川市大字中八院地内

開札日時 令和３年１１月１９日(金)　午前１１時

開札場所 大川市第２委員会室 入札種別 指名競争入札



様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥6,720,000

¥6,600,000

辞退

¥6,630,000

¥6,660,000

¥6,680,000

¥6,700,000

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 ¥7,260,000

契約日 令和3年11月26日 期間
令和３年１１月２７日から
令和４年３月１５日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥7,392,000 (¥6,720,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,446,000 (¥5,860,000)

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲中島組　中島　裕康

㈱江口工務店　江口　松二

㈱センカン　中村　茂義

㈱三榮　古賀　敬三

入札者
入札価格

記事

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱吉村組　吉村　敏 落札

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道田口学校前小坂井線側溝設置工事

施工場所 大川市大字坂井地内

開札日時 令和３年１１月１９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 指名競争入札



様式第２号

¥5,150,000

契約金額 ¥5,665,000

契約日 令和3年11月25日 期間
令和３年１１月２６日から
令和４年３月１０日まで

予定価格（入札書比較価格） ¥5,996,100 (¥5,451,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
久留米市西町1174-10
大成ジオテック㈱　代表取締役社長　横山　巖

見積者 見積価格 記事

大成ジオテック㈱　横山　巖 決定

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 令和３年度　大川市上水道管理システム補正業務委託

施工場所 大川市内全域

見積日時 令和３年１１月２２日(月)　午後　１時３０分

見積場所 大川市第２委員会室

本上水道管理システムは他社との互換性がなく、他に業務を委託した場合、各種データを新規に処理するこ
とになるため、膨大な事業量となり大幅なコスト増が見込まれるため、本業務の実施にあたっては、経費削
減の観点から本上水道管理システム導入業者である大成ジオテック株式会社と随意契約するものである。

・根拠法令
　　地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号
　　大川市契約規則第２０条の３第１項第１号

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥6,790,000

¥6,790,000

¥6,790,000

¥7,750,000

¥6,790,000

¥6,790,000

辞退

契約日 令和3年11月30日 期間
令和３年１２月１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

予定価格（入札書比較価格） ¥8,525,000 (¥7,750,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,469,000 (¥6,790,000)

契約者
大川市大字大野島1392
梅﨑設備　代表者　梅﨑　良彦

契約金額 ¥7,469,000

梅﨑設備　梅﨑　良彦 落札

龍住設　龍　静馬

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱鶴商　鶴　善徳

もりた住機設備㈱　森田　哲二

㈱センカン　中村　茂義

㈱丸正工業　江頭　正見

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年１１月２４日(水)　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

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（大野島）布設替工事（R3-8）



様式第１号

第１回 第２回

¥9,010,000

辞退

¥8,924,000

¥8,500,000

¥9,010,000

¥8,900,000

辞退

契約日 令和3年12月1日 期間
令和３年１２月２日から
令和４年３月１日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥9,911,000 (¥9,010,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,679,000 (¥7,890,000)

契約者
大川市大字酒見517
もりた住機設備㈱　代表取締役　森田　哲二

契約金額 ¥9,350,000

梅﨑設備　梅﨑　良彦

龍住設　龍　静馬

成生建設㈱　鍋嶋　正人

江上建設㈱　江上　義紀

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

もりた住機設備㈱　森田　哲二 落札

㈱丸正工業　江頭　正見

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和３年１１月２４日(水)　午後　３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

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（酒見）布設替工事（R3-9）


