
様式第１号

第１回 第２回

¥7,100,000

辞退

¥7,200,000

辞退

辞退

辞退

辞退

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 市道中平尾東通芝線道路災害復旧工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和３年１２月２０日(月)　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

㈲江頭建設　江頭　正也 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲大光永建設　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

㈲古賀組　野中　米男

㈱三榮　古賀　敬三

㈱光建設　宮﨑　博明

予定価格（入札書比較価格） ¥7,920,000 (¥7,200,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,886,000 (¥6,260,000)

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 ¥7,810,000

契約日 令和3年12月22日 期間
令和３年１２月２３日から
令和４年３月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥5,250,000

辞退

¥5,300,000

¥5,300,000

辞退

辞退

¥5,300,000

¥5,190,000

¥5,300,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 39-102 三百町地区水路災害復旧工事

施工場所 大川市大字下木佐木地内

開札日時 令和３年１２月２０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

㈲江頭建設　江頭　正也

㈲大光永建設　永島　保光

㈲中島組　中島　裕康

㈱江口工務店　江口　松二

㈲古賀組　野中　米男

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱三榮　古賀　敬三

㈱中建　中村　英樹 落札

㈱光建設　宮﨑　博明

予定価格（入札書比較価格） ¥5,830,000 (¥5,300,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,071,000 (¥4,610,000)

契約者
大川市大字上白垣161-4
㈱中建　代表取締役　中村　英樹

契約金額 ¥5,709,000

契約日 令和3年12月24日 期間
令和３年１２月２５日から
令和４年３月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥2,300,000

¥2,360,000

¥2,400,000

¥2,335,000

¥2,350,000

¥2,350,000

¥2,340,000

¥2,400,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道裏田前田線外１路線測量業務委託

施工場所 大川市大字向島地内外

開札日時 令和３年１２月２０日(月)　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

㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　久留米支店　竹下　憲治 落札

㈱協立　松藤　正広

大和コンサル㈱　中嶋　義和

筑後測量設計㈱　山浦　揚介

㈱ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　技術センター　古賀　義國

㈱久栄綜合コンサルタント　髙木　亮一

㈲永和測量設計　本田　和男

㈱東亜建設コンサルタント　柳川支店　山田　明彦

予定価格（入札書比較価格） ¥2,673,000 (¥2,430,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,046,000 (¥1,860,000)

契約者
久留米市大手町4-2
㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　久留米支店　支店長　竹下　憲治

契約金額 ¥2,530,000

契約日 令和3年12月24日 期間
令和３年１２月２５日から
令和４年３月１５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥4,320,000

辞退

¥4,200,000

辞退

辞退

辞退

辞退

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 市道サイミテ道丹線道路災害復旧工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和３年１２月２０日(月)　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

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈲古賀組　野中　米男

㈱光建設　宮﨑　博明 落札

きよまつ住建　清松　満

成和㈱　古賀　和則

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博

栄和設備工業㈲　江頭　真由美

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

予定価格（入札書比較価格） ¥4,752,000 (¥4,320,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,114,000 (¥3,740,000)

契約者
大川市大字向島705-2
㈱光建設　代表取締役　宮﨑　博明

契約金額 ¥4,620,000

契約日 令和3年12月27日 期間
令和３年１２月２８日から
令和４年３月２５日まで

備考



様式第２号

¥2,850,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 汐入２号橋架替工事

施工場所 大川市大字鐘ケ江地内

見積日時 令和３年１２月２０日(月)　午前１１時

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

㈲中島組　中島　裕康 決定

予定価格（入札書比較価格） ¥3,168,000 (¥2,880,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

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 ¥3,135,000

契約日 令和3年12月23日 期間
令和３年１２月２４日から
令和４年３月２２日まで

備考

当該箇所に近接する県営農村整備事業の施工業者に施工させた場合、工事の安全・円滑な施工を確保するこ
とができ、経費面においても有利と認められるので、随意契約するものである。

・根拠法令　　
　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号
　　大川市契約規則第２０条の３第１項第１号



様式第２号

¥2,700,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 「大川の駅」整備地形測量業務委託

施工場所 大川市大字大野島地内

見積日時 令和３年１２月２０日(月)　午前１１時１５分

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

三共測量設計㈱　佐藤　博之 決定

予定価格（入札書比較価格） ¥3,564,000 (¥3,240,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
久留米市荒木町荒木1332-1
三共測量設計㈱　代表取締役　佐藤　博之

契約金額 ¥2,970,000

契約日 令和3年12月21日 期間
令和３年１２月２２日から
令和４年３月３１日まで

備考

本業務は、「大川の駅」整備計画に必要な現況地形の測量業務であり、「大川の駅」と連携する関係機関が
先行発注した測量業務委託と一体となった測量の成果が求められるため、本業務の実施にあたっては、業務
内容の整合性、履行期間の短縮、経費の削減等、有利な契約を締結する見込みがあることから、関係機関の
測量業務の受託者である三共測量設計㈱と随意契約するものである。

・根拠法令
　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号
　　大川市契約規則第２０条の３第１項第１号



様式第１号

第１回 第２回

¥3,700,000

¥3,770,000

¥3,638,000

¥3,270,000

¥3,270,000

¥3,270,000

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（下木佐木）布設工事（R3-10)

施工場所 大川市大字下木佐木地内

開札日時 令和３年１２月２１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

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱鶴商　鶴　善徳

梅﨑設備　梅﨑　良彦

龍住設　龍　静馬 落札

おはよう設備㈲　西　航平

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） ¥4,147,000 (¥3,770,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,597,000 (¥3,270,000)

契約者
大川市大字小保612-1
龍住設　　龍　静馬

契約金額 ¥3,597,000

契約日 令和3年12月27日 期間
令和３年１２月２８日から
令和４年３月１５日まで

備考 ※３者同額によりくじにより抽選


