
様式第１号

第１回 第２回

¥4,450,000

無効

¥4,540,000

¥4,450,000

¥4,490,000

¥4,300,000

¥4,400,000

¥4,450,000

¥4,440,000

¥4,400,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託

施工場所 大川市全域

開札日時 令和４年６月１日(水)　午後　２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

ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　久留米営業所　木下　一光

㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　久留米支店　竹下　憲治

㈱建設技術センター　事業部　浦　憲治

ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　久留米営業所　橋口　弘生

大成ジオテック㈱　横山　巖

大和コンサル㈱　中嶋　義和 落札

㈱高崎総合コンサルタント　森　祐介

西鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱　久留米営業所　白水　和明

㈱西日本測量設計　楢原　靖弘

㈱溝田設計事務所　溝田　豊実

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） ¥3,971,000 (¥3,610,000)

契約者
久留米市城南町23-3
大和コンサル㈱　代表取締役社長　中嶋　義和

契約金額 ¥4,730,000

契約日 令和4年6月6日 期間
令和４年６月７日から
令和５年２月２４日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥2,340,000

¥2,390,000

¥2,367,000

辞退

¥2,390,000

辞退

辞退

¥2,390,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道京手線舗装補修工事

施工場所 大川市大字下林地内

開札日時 令和４年６月１日(水)　午後　２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

㈱中村技建　中村　奨 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱中建　中村　英樹

㈱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

成和㈱　古賀　和則

予定価格（入札書比較価格） ¥2,629,000 (¥2,390,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,332,000 (¥2,120,000)

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 ¥2,574,000

契約日 令和4年6月6日 期間
令和４年６月７日から
令和４年８月５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥3,770,000

辞退

¥3,770,000

無効

辞退

辞退

¥3,770,000

¥4,220,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道北田前田線外1路線護岸工事

施工場所 大川市大字郷原地内外

開札日時 令和４年６月１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

㈱センカン　中村　茂義 落札

㈱光建設　宮﨑　博明

成和㈱　古賀　和則

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

正栄興建㈱　田中　正一

㈲岡設備工業　岡　雄二

予定価格（入札書比較価格） ¥4,642,000 (¥4,220,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,147,000 (¥3,770,000)

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 ¥4,147,000

契約日 令和4年6月6日 期間
令和４年６月７日から
令和４年９月２４日まで

備考 ※３者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥6,830,000

辞退

¥8,570,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 「大川の駅」整備造成基本計画策定業務委託

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　１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

㈱建設技術センター　事業部　浦　憲治 落札

㈱日本インシーク　久留米営業所　古澤　清治

第一復建㈱　久留米事務所　坂本　恭一

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） ¥7,513,000 (¥6,830,000)

契約者
筑後市大字長浜271
㈱建設技術センター　事業部　事業本部長　浦　憲治

契約金額 ¥7,513,000

契約日 令和4年6月7日 期間
令和４年６月８日から
令和４年１２月２６日まで

備考



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

契約日 令和4年6月13日 期間
令和４年６月１３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 1/2

第１回 第２回

¥10,710,000

¥12,000,000

¥12,000,000

辞退

¥12,000,000

辞退

¥12,000,000

¥10,710,000

¥11,820,000

¥11,900,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道鬼古賀下林線舗装補修工事

施工場所 大川市大字本木室地内

開札日時 令和４年６月１０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

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱中村技建　中村　奨

㈱大岡組　岡　洋介

㈲大光永建設　永島　保光

㈲中島組　中島　裕康

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱吉村組　吉村　敏 落札

㈱三榮　古賀　敬三

㈱江口工務店　江口　慎祐

予定価格（入札書比較価格） ¥13,200,000 (¥12,000,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥11,781,000 (¥10,710,000)

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 ¥11,781,000

契約日 令和4年6月17日 期間
令和４年６月１８日から
令和４年９月２５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

¥11,990,000

¥12,000,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道鬼古賀下林線舗装補修工事

施工場所 大川市大字本木室地内

開札日時 令和４年６月１０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

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥13,200,000 (¥12,000,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥11,781,000 (¥10,710,000)

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 ¥11,781,000

契約日 令和4年6月17日 期間
令和４年６月１８日から
令和４年９月２５日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選


