
様式第１号

第１回 第２回

¥1,440,000

¥1,440,000

辞退

¥1,440,000

¥1,440,000

¥1,440,000

辞退

契約者
大川市大字小保125
山善商会㈲　代表取締役　今村　純也

契約金額 ¥1,584,000

契約日 令和4年1月13日 期間
令和４年１月１４日から
令和４年３月１９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） ¥1,826,000 (¥1,660,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥1,584,000 (¥1,440,000)

おはよう設備㈲　西　航平

㈲岡設備工業　岡　雄二

山善商会㈲　今村　純也 落札

栄和設備工業㈲　江頭　真由美

入札者
入札価格

記事

㈱丸正工業　江頭　正見

梅﨑設備　梅﨑　良彦

龍住設　龍　静馬

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 消火栓（中古賀・下木佐木）設置工事（R3-11）

施工場所 大川市大字中古賀・下木佐木地内

開札日時 令和４年１月６日(木)　午後　２時

開札場所 大川市 入札種別 指名競争入札



様式第１号

第１回 第２回

¥3,400,000

辞退

辞退

¥3,920,000

辞退

¥3,920,000

辞退

辞退

契約者
大川市大字坂井433
きよまつ住建　事業主　清松　満

契約金額 ¥3,740,000

契約日 令和4年1月14日 期間
令和４年１月１５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） ¥4,312,000 (¥3,920,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,740,000 (¥3,400,000)

響建設　今村　和博

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

㈲岡設備工業　岡　雄二

栄和設備工業㈲　江頭　真由美

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

入札者
入札価格

記事

きよまつ住建　清松　満 落札

成和㈱　古賀　和則

㈲田中建材店　田中　重行

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道道手鍛治町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４年１月１１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



様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥4,980,000

¥5,130,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

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 ¥5,478,000

契約日 令和4年1月17日 期間
令和４年１月１８日から
令和４年３月２５日まで

備考

響建設　今村　和博

予定価格（入札書比較価格） ¥5,643,000 (¥5,130,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,895,000 (¥4,450,000)

㈱センカン　中村　茂義

㈱中建　中村　英樹

㈱光建設　宮﨑　博明

成和㈱　古賀　和則

㈲田中建材店　田中　重行

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 落札

㈱江口工務店　江口　松二

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 木室小学校護岸工事

施工場所 大川市大字下木佐木地内

開札日時 令和４年１月１１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



様式第１号

第１回 第２回

¥1,070,000

辞退

辞退

辞退

辞退

¥820,000

辞退

辞退

契約者
大川市大字大野島423-1
㈲佐々木設計室　代表取締役　佐々木　義則

契約金額 ¥902,000

契約日 令和4年1月17日 期間
令和４年１月１８日から
令和４年３月３０日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥1,177,000 (¥1,070,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥902,000 (¥820,000)

北島一級建築士事務所　北島　和敏

㈱建築企画こが　古賀　善孝

㈲佐々木設計室　佐々木　義則 落札

㈱高巣設計事務所　李　家珍

山口設計一級建築士事務所　山口　雅弘

入札者
入札価格

記事

㈱荒木総合計画事務所　荒木　恒介

㈲井上建築事務所　井上　文雄

かまち設計一級建築士事務所　松永　守行

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中央公園　公衆便所改修実施設計業務委託

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１月１１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



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥51,180,000

辞退

¥44,880,000

¥44,880,000

¥44,880,000

¥44,880,000

辞退

¥44,880,000

¥44,880,000

¥44,880,000

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 ¥49,368,000

契約日 令和4年1月18日 期間
令和４年１月１９日から
令和４年８月１６日まで

備考 ※７者同額によりくじにより抽選

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥56,298,000 (¥51,180,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥49,368,000 (¥44,880,000)

㈲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 落札

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

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中央公園リニューアル（５）工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１月１１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



様式第１号 2/2

第１回 第２回

辞退

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 ¥49,368,000

契約日 令和4年1月18日 期間
令和４年１月１９日から
令和４年８月１６日まで

備考 ※７者同額によりくじにより抽選

予定価格（入札書比較価格） ¥56,298,000 (¥51,180,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥49,368,000 (¥44,880,000)

入札者
入札価格

記事

㈲中島組　中島　裕康

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中央公園リニューアル（５）工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１月１１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



様式第１号

第１回 第２回

¥18,090,000

辞退

辞退

辞退

辞退

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 ¥19,899,000

契約日 令和4年1月18日 期間
令和４年１月１９日から
令和４年３月１９日まで

備考

予定価格（入札書比較価格） ¥21,967,000 (¥19,970,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥19,899,000 (¥18,090,000)

㈱吉村組　吉村　敏

㈲江頭建設　江頭　正也

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

㈱中建　中村　英樹

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市保健センター改修工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１月１１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



様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥2,000,000

¥1,960,000

¥2,000,000

辞退

¥2,000,000

辞退

辞退

辞退

契約者
大川市大字三丸603
㈱三榮　代表取締役　古賀　敬三

契約金額 ¥2,156,000

契約日 令和4年1月18日 期間
令和４年１月１９日から
令和４年３月１５日まで

備考

成和㈱　古賀　和則

予定価格（入札書比較価格） ¥2,200,000 (¥2,000,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥1,892,000 (¥1,720,000)

㈱江口工務店　江口　松二

㈱光建設　宮﨑　博明

大川管工事業(協)　龍　裕介

龍住設　龍　静馬

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

入札者
入札価格

記事

㈲中島組　中島　裕康

㈲大栄建設　岡　孝市

㈱三榮　古賀　敬三 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 市道辻堀ノ内線外１路線舗装新設工事

施工場所 大川市大字三丸・坂井地内

開札日時 令和４年１月１１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



様式第２号

¥4,540,000

契約金額 ¥4,994,000

契約日 令和4年1月14日 期間
令和４年１月１５日から
令和４年３月３０日まで

備考

本業務委託は、令和２年度「都市計画道路検証業務委託」に基づき、都市計画道路変更図書作成を行うもの
である。また、福岡県が実施した「第５回北部九州圏総合都市交通体系調査業務委託」と密接に関連してお
り、同業務及び令２年度業務の受託者で、パーソントリップ調査や都市計画等の交通計画業務に精通し、業
務価格でも有利な契約が締結できる見込みがあるため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７号
　　大川市契約規則第２０条の３第１項第１号

予定価格（入札書比較価格） ¥4,994,000 (¥4,540,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
福岡市博多区博多駅東3-6-18
㈱福山コンサルタント　代表取締役社長　福島　宏治

見積者 見積価格 記事

㈱福山コンサルタント　福島　宏治 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 都市計画道路変更業務委託

施工場所 大川市内全域

見積日時 令和４年１月１１日(火)　午前１１時

見積場所 大川市第２委員会室



様式第１号

第１回 第２回

¥5,860,000

¥5,980,000

辞退

¥5,980,000

辞退

¥5,980,000

¥5,980,000

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 ¥6,446,000

契約日 令和4年1月17日 期間
令和４年１月１８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） ¥6,578,000 (¥5,980,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,698,000 (¥5,180,000)

㈲大栄建設　岡　孝市

㈱三榮　古賀　敬三

㈱江口工務店　江口　松二

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

入札者
入札価格

記事

㈲江頭建設　江頭　正也 落札

㈲大光永建設　永島　保光

㈲中島組　中島　裕康

入札件名 市道南芝田六反切線外１路線舗装補修工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和４年１月１３日(木)　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　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表


