
様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥8,990,000

¥8,810,000

¥8,990,000

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 市道中古賀下林線舗装補修工事

施工場所 大川市大字下青木地内

開札日時 令和４年６月２１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 指名競争入札

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 落札

㈲大光永建設　永島　保光

㈲中島組　中島　裕康

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥9,889,000 (¥8,990,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,833,000 (¥8,030,000)

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 ¥9,691,000

契約日 令和4年6月27日 期間
令和４年６月２８日から
令和４年１０月５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥3,650,000

¥3,650,000

¥3,650,000

辞退

¥3,650,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 川口小学校体育館　照明器具取替工事

施工場所 大川市大字一木地内

開札日時 令和４年６月２１日(火)　午前　９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

荒木電設㈲　荒木　林司

㈱大光電設　今山　昭彦

信和電気工事㈱　緒方　宏紀 落札

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

㈱サンエス電機　江口　康栄

予定価格（入札書比較価格） ¥4,400,000 (¥4,000,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,015,000 (¥3,650,000)

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 ¥4,015,000

契約日 令和4年6月27日 期間
令和４年６月２８日から
令和４年８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

¥880,000

¥900,000

¥890,000

¥890,000

¥850,000

無効

¥890,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 令和4年度　河川・地下水水質調査業務委託

施工場所 大川市内

開札日時 令和４年６月２１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

入札者
入札価格

記事

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会　木原　奉文

㈱太平環境科学センター　坂本　雅俊

新栄地研㈱　真弓　貴宏

(公財)ふくおか公衆衛生推進機構　本田　浩

㈱ＣＲＣ食品環境衛生研究所　江川　護 落札

㈱環境分析技術センター　田山　裕士

(公財)北九州生活科学ｾﾝﾀｰ　福岡事業所　田中　衛

予定価格（入札書比較価格） ¥990,000 (¥900,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥594,000 (¥540,000)

契約者
福岡市東区松島5-7-6
㈱ＣＲＣ食品環境衛生研究所　代表取締役　江川　護

契約金額 ¥935,000

契約日 令和4年6月27日 期間
令和４年６月２８日から
令和５年３月１７日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

¥6,750,000

¥6,630,000

¥6,770,000

¥6,770,000

¥6,710,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道広木石神線舗装補修工事

施工場所 大川市大字下牟田口地内

開札日時 令和４年６月２１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 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱吉村組　吉村　敏

㈱三榮　古賀　敬三

㈱江口工務店　江口　慎祐 落札

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈲古賀組　野中　米男

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥7,447,000 (¥6,770,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,644,000 (¥6,040,000)

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　慎祐

契約金額 ¥7,293,000

契約日 令和4年6月28日 期間
令和４年６月２９日から
令和４年１０月６日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

¥4,240,000

¥4,240,000

¥4,240,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 小学校　構内交換設備取替工事

施工場所 大川市大字大野島地内他

開札日時 令和４年６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

エクシオグループ㈱　九州支店　渡辺　光政

日本コムシス㈱　九州支店　上村　幸太郎

日本電気㈱　九州支社　入佐　健一

ＮＥＣネッツエスアイ㈱　九州支店　磯野　文明

富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支店　藤原　秀聡

扶桑電通㈱　九州支店　尾崎　圭吾

㈱九州ＡＶ　釘﨑　匡俊

荒木電設㈲　荒木　林司 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥5,082,000 (¥4,620,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,664,000 (¥4,240,000)

契約者
大川市大字下牟田口773-1
荒木電設㈲　代表取締役　荒木　林司

契約金額 ¥4,664,000

契約日 令和4年6月28日 期間
令和４年６月２９日から
令和４年８月３１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

¥1,595,000

¥1,610,000

無効

¥1,632,900

¥1,639,200

¥1,639,000

¥1,624,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市ふれあいの家清掃業務委託

施工場所 大川市大字大野島2930

開札日時 令和４年６月２１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

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 落札

㈱大川ビル管理　古賀　孝

岡部ﾋﾞﾙ管理㈱　岡部　好章

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

㈱ヘリオスコーポレーション　待鳥　俊郎

予定価格（入札書比較価格） ¥1,804,000 (¥1,640,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥1,443,200 (¥1,312,000)

契約者
大川市大字郷原103
㈲大川ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　大川営業本部　代表取締役　中村　亮

契約金額 ¥1,754,500

契約日 令和4年6月28日 期間
令和４年７月１日から
令和６年５月３１日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥3,540,000

¥3,540,000

¥3,540,000

¥3,540,000

辞退

¥3,540,000

無効

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 大川市庁舎衛生・給排水設備改修工事設計業務委託

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和４年６月２１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

入札者
入札価格

記事

㈱あい設計　九州支社　前田　隆志

㈱阿波設計事務所　九州支店　木下　哲矢 落札

㈱楠山設計　九州支社　久寿米木　健司

㈱三座建築事務所　九州事務所　百武　篤

㈱綜企画設計　福岡支店　北田　久晴

㈱傳設計　岩本　茂美

㈱内藤建築事務所　九州事務所　神田　宏二

㈱日総建　九州事務所　松尾　大史

㈱日本設計　九州支社　清水　里司

予定価格（入札書比較価格） ¥3,894,000 (¥3,540,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,981,000 (¥2,710,000)

契約者
福岡市博多区博多駅東3-10-15
㈱阿波設計事務所　九州支店　支店長　木下　哲矢

契約金額 ¥3,894,000

契約日 令和4年6月30日 期間
令和４年７月１日から
令和５年２月２５日まで

備考 ※５者同額によりくじにより抽選



様式第２号

¥33,700,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 令和4年度　大川市清掃センター点検整備工事

施工場所 大川市大字中古賀1110番地

見積日時 令和４年６月２１日(火)　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

ＪＦＥ環境テクノロジー㈱　﨑山　芳行 決定

予定価格（入札書比較価格） ¥37,136,000 (¥33,760,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
千葉市美浜区中瀬2-6-1
ＪＦＥ環境テクノロジー㈱　代表取締役　﨑山　芳行

契約金額 ¥37,070,000

契約日 令和4年6月27日 期間
令和４年６月２８日から
令和５年３月１３日まで

備考

本市環境行政の中心施設である当清掃センターの日々の維持・管理には、万全を期して運転に努めておりま
すが、稼働以来、20年以上経過しており、各機器の劣化も進む中、安全・安定的でかつ、ダイオキシン等の
二次公害対策を行いながらの焼却には、点検整備工事は不可欠であります。
　また、その対応に当たっては、施設を熟した上で、高度技術とトラブル時の迅速な対応が求められるた
め、日常運転の調整を行うなど当センターを熟知した者に依頼することが最適であることから、「千葉県千
葉市美浜区中瀬2丁目6番地1JFE環境テクノロジー株式会社　代表取締役社長　﨑山　芳行」と地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号及び大川市契約規則第20条の3第1項第1号の規定により随意契約するものです。



様式第２号

¥17,300,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 大川市大字向島地内Ｇ、H工程業務委託

施工場所 大川市大字向島地内

見積日時 令和４年６月２１日(火)　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

平和測量設計㈱　野田　隆一 決定

予定価格（入札書比較価格） ¥19,690,000 (¥17,900,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

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 ¥19,030,000

契約日 令和4年6月24日 期間
令和４年６月２５日から
令和５年３月１０日まで

備考

本委託業務は、前年度に実施した「向島の一部の地区の現地調査及び測量（E、F工程）」の後続業務（G、H
工程）として実施する業務で、具体的にE、F工程の実績、測量結果を基に、地籍を測量し、法務局に送付す
るための「地籍図」及び「地籍簿」を作成するものです。
E、F工程の受注業者が今回の業務を行うことで経費削減ができ、効率的な業務を行うことができる。
つきましては、前年度実施したE、F工程の受託業者である平和測量設計㈱と随意契約を行うものである。

対象面積：1.53ｋ㎡
〔随意契約の理由〕地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
〔一者随意契約の理由〕大川市契約規則第20条の3第1項第1号


