
様式第１号

第１回 第２回

¥64,230,000

¥64,230,000

辞退

¥64,230,000

¥58,190,000

¥64,000,000

¥58,190,000

¥58,190,000

¥63,500,000

¥58,190,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 中央（幡保）地区（４）下水道築造工事

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和４年５月１９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 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

江上建設㈱　江上　義紀

㈱大岡組　岡　洋介

㈱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

㈱筬島組　筬島　裕隆 落札

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） ¥70,653,000 (¥64,230,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥64,009,000 (¥58,190,000)

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 ¥64,009,000

契約日 令和4年5月24日 期間
令和４年５月２５日から
令和５年１月３１日まで

備考 ※４者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥18,151,000

¥17,680,000

¥18,034,000

¥17,830,000

¥17,918,000

¥18,123,000

¥18,070,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市文化センター清掃等業務委託

施工場所 大川市大字酒見221-11

開札日時 令和４年５月１９日(木)　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

㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　中村　亮

㈱大川ビル管理　古賀　孝 落札

九州ビルサービス㈱　古村　勝

新生ビルメンテナンス㈱　浦　圭司

㈲南都ビル管理社　熊谷　清文

西日本管財㈱　田中　廉

㈱溝田　溝田　正樹

予定価格（入札書比較価格） ¥20,174,000 (¥18,340,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥16,139,200 (¥14,672,000)

契約者
大川市大字北古賀254-5
㈱大川ビル管理　代表取締役　古賀　孝

契約金額 ¥19,448,000

契約日 令和4年5月24日 期間
令和４年６月１日から
令和５年３月３１日まで

備考



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥28,580,000

¥25,730,000

辞退

¥28,580,000

¥25,730,000

¥25,730,000

無効

¥25,730,000

¥25,730,000

¥25,730,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 川口（新田）地区（４）下水道築造工事

施工場所 大川市大字新田地内

開札日時 令和４年５月１９日(木)　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

㈱大岡組　岡　洋介

㈱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 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

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） ¥31,438,000 (¥28,580,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥28,303,000 (¥25,730,000)

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 ¥28,303,000

契約日 令和4年5月25日 期間
令和４年５月２６日から
令和４年１１月３０日まで

備考 ※７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

¥25,730,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 川口（新田）地区（４）下水道築造工事

施工場所 大川市大字新田地内

開札日時 令和４年５月１９日(木)　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

㈲中島組　中島　裕康

予定価格（入札書比較価格） ¥31,438,000 (¥28,580,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥28,303,000 (¥25,730,000)

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 ¥28,303,000

契約日 令和4年5月25日 期間
令和４年５月２６日から
令和４年１１月３０日まで

備考 ※７者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥158,000,000

¥158,700,000

¥158,500,000

¥154,600,000

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・酒見地内国土（地籍）調査業務委託

施工場所 大川市大字大野島・酒見地内

開札日時 令和４年５月１９日(木)　午前１０時

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

㈱大高開発　筑後営業所　大津留　啓吾

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

予定価格（入札書比較価格） ¥179,993,000 (¥163,630,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥147,587,000 (¥134,170,000)

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 ¥170,060,000

契約日 令和4年5月25日 期間
令和４年５月２６日から
令和５年３月１０日まで

備考



様式第２号

¥2,990,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 大川市文化センター　舞台機構設備改修工事

施工場所 大川市大字酒見地内

見積日時 令和４年５月１９日(木)　午前１０時３０分

見積場所 大川市第２委員会室

見積者 見積価格 記事

㈱博電舎　谷井　一博 決定

予定価格（入札書比較価格） ¥3,553,000 (¥3,230,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
大阪市福島区海老江8-9-9
㈱博電舎　代表取締役　谷井　一博

契約金額 ¥3,289,000

契約日 令和4年5月25日 期間
令和４年５月２６日から
令和４年８月３１日まで

備考

本工事は、既設の設備等と密接不可分の関係にあり、現場の状況に精通した者に施工させないと既設の設備
等の使用に著しい支障が生じる恐れがあるため、本施設の舞台機構設備改修工事および保守点検業務の実績
があり、当該設備を熟知している「大阪市福島区海老江８丁目９番９号　株式会社　博電舎　代表取締役
谷井 一博」と随意契約するものである。
地方自治法施行令　第１６７条の２第１項第２号
大川市契約規則　第２０号の３第１項第１号



様式第１号

第１回 第２回

¥5,060,000

¥5,060,000

¥5,060,000

¥5,060,000

¥5,060,000

¥5,060,000

¥5,060,000

¥5,060,000

¥5,060,000

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（一木）布設替工事（R4-2）

施工場所 大川市大字一木地内

開札日時 令和４年５月２３日(月)　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

成生建設㈱　鍋嶋　正人

信和電気工事㈱　緒方　宏紀 落札

㈱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

梅﨑設備　梅﨑　良彦

龍住設　龍　静馬

㈲岡設備工業　岡　雄二

予定価格（入札書比較価格） ¥6,215,000 (¥5,650,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,566,000 (¥5,060,000)

契約者
大川市大字中古賀582
信和電気工事㈱　代表取締役　緒方　宏紀

契約金額 ¥5,566,000

契約日 令和4年5月30日 期間
令和４年５月３１日から
令和４年８月１８日まで

備考 ※９者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥5,050,000

¥5,050,000

¥5,050,000

¥5,050,000

¥5,050,000

¥5,050,000

¥5,050,000

¥5,050,000

¥5,050,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 配水管（大野島）布設替工事（R4-1)

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和４年５月２３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 落札

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

梅﨑設備　梅﨑　良彦

龍住設　龍　静馬

山善商会㈲　今村　純也

予定価格（入札書比較価格） ¥6,193,000 (¥5,630,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,555,000 (¥5,050,000)

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 ¥5,555,000

契約日 令和4年5月30日 期間
令和４年５月３１日から
令和４年８月１８日まで

備考 ※９者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥216,220,000

¥235,030,000

¥235,030,000

¥216,220,000

¥235,030,000

¥216,220,000

辞退

¥216,220,000

¥235,030,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 旧大川中学校解体工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和４年６月１日(水)　午後　１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

㈱大岡組　岡　洋介 落札

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

㈱吉村組　吉村　敏

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲古賀組　野中　米男

予定価格（入札書比較価格） ¥258,533,000 (¥235,030,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥237,842,000 (¥216,220,000)

契約者
大川市大字三丸339-3
㈱大岡組　代表取締役社長　岡　洋介

契約金額 ¥237,842,000

仮契約日 令和4年6月3日 期間
大川市議会議決による効力発生の日から
令和５年３月１０日まで

備考 ※４者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥1,320,000

¥1,340,000

¥1,350,000

¥1,360,000

¥1,320,000

¥1,320,000

¥1,350,000

¥1,290,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大野島漁港深浅測量調査業務委託

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和４年６月１日(水)　午後　２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

㈱エーワンコンサルタント　古田　誠一

笠間測量設計事務所　笠間　好勝

㈱久栄綜合コンサルタント　髙木　亮一

㈱精工コンサルタント　久留米支店　池田　一吉

㈱大高開発　筑後営業所　大津留　啓吾

筑後測量設計㈱　山浦　揚介

㈱東亜建設コンサルタント　柳川支店　山田　明彦

マサキ測量設計㈱　久留米支店　佐藤　智裕 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥1,496,000 (¥1,360,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥1,221,000 (¥1,110,000)

契約者
久留米市山川追分1-7-18
マサキ測量設計㈱　久留米支店　支店長　佐藤　智裕

契約金額 ¥1,419,000

契約日 令和4年6月3日 期間
令和４年６月４日から
令和４年９月１日まで

備考


