
様式第１号

第１回 第２回

¥1,500,000

辞退

¥1,500,000

辞退

辞退

¥1,500,000

¥1,500,000

¥1,500,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 筑後川総合運動公園駐車場区画線設置工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和４年７月５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

成和㈱　古賀　和則

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博 落札

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

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） ¥1,848,000 (¥1,680,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥1,650,000 (¥1,500,000)

契約者
大川市大字大野島1943-2
響建設　代表者　今村　和博

契約金額 ¥1,650,000

契約日 令和4年7月6日 期間
令和４年７月７日から
令和４年９月４日まで

備考 ※５者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥69,390,000

¥69,390,000

¥69,390,000

¥69,390,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市庁舎電気設備改修工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和４年７月５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

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

㈱サンエス電機　江口　康栄 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥82,973,000 (¥75,430,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥76,329,000 (¥69,390,000)

契約者
大川市大字向島1271-9
㈱サンエス電機　代表取締役　江口　康栄

契約金額 ¥76,329,000

契約日 令和4年7月7日 期間
令和４年７月８日から
令和５年３月４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

¥9,540,000

¥9,540,000

¥9,540,000

辞退

¥9,540,000

¥9,540,000

¥9,540,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 道海島団地3・4棟屋上防水改修工事

施工場所 大川市大字道海島地内

開札日時 令和４年７月５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

入札者
入札価格

記事

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

成生建設㈱　鍋嶋　正人

㈱中建　中村　英樹

㈱吉村組　吉村　敏

㈲江頭建設　江頭　正也

きよまつ住建　清松　満

岡塗装工業(株)　岡　一紀 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥11,407,000 (¥10,370,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥10,494,000 (¥9,540,000)

契約者
大川市大字三丸2076-5
岡塗装工業(株)　代表取締役　岡　一紀

契約金額 ¥10,494,000

契約日 令和4年7月8日 期間
令和４年７月９日から
令和４年８月２２日まで

備考 ※６者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

¥2,680,000

¥2,680,000

¥2,140,000

¥2,680,000

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 大川市老人福祉センター解体工事設計業務委託

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和４年７月５日(火)　午前１１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

㈱荒木総合計画事務所　荒木　恒介

㈲井上建築事務所　井上　文雄

㈱國武建築設計事務所　横溝　當一

㈱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

㈱ナカヤマ･トシ設計　中山　俊治

山口設計一級建築士事務所　山口　雅弘

予定価格（入札書比較価格） ¥2,948,000 (¥2,680,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,354,000 (¥2,140,000)

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 ¥2,354,000

契約日 令和4年7月11日 期間
令和４年７月１２日から
令和４年１２月２０日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥4,720,000

¥4,720,000

¥4,260,000

¥4,760,000

辞退

¥4,260,000

¥4,260,000

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 市道ハスワ池ノ上線外交通安全対策工事

施工場所 市内全域

開札日時 令和４年７月５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

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈱江口工務店　江口　慎祐

㈲古賀組　野中　米男 落札

㈱センカン　中村　茂義

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱三榮　古賀　敬三

きよまつ住建　清松　満

㈲田中建材店　田中　重行

予定価格（入札書比較価格） ¥5,236,000 (¥4,760,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,686,000 (¥4,260,000)

契約者
大川市大字酒見474－13
㈲古賀組　代表取締役　野中　米男

契約金額 ¥4,686,000

契約日 令和4年7月11日 期間
令和４年７月１２日から
令和４年９月２９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

¥8,500,000

辞退

¥8,700,000

辞退

¥8,890,000

辞退

¥8,880,000

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2号線外4路線舗装補修工事

施工場所 大川市大字北古賀地内外

開札日時 令和４年７月５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

㈱昭和組　宮部　正晴 落札

㈱大岡組　岡　洋介

㈲中島組　中島　裕康

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

㈱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） ¥9,779,000 (¥8,890,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,712,000 (¥7,920,000)

契約者
大川市大字小保799-1
㈱昭和組　代表取締役　宮部　正晴

契約金額 ¥9,350,000

契約日 令和4年7月11日 期間
令和４年７月１２日から
令和４年１０月１９日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥5,760,000

辞退

¥5,760,000

辞退

¥5,640,000

¥5,760,000

¥5,710,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道津村北島線路肩整備（カラー舗装）工事

施工場所 大川市大字一木地内

開札日時 令和４年７月５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

㈱中村技建　中村　奨

㈲大光永建設　永島　保光

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲うめざき興業　梅崎　由美子 落札

㈲古賀組　野中　米男

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥6,336,000 (¥5,760,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,632,000 (¥5,120,000)

契約者
大川市大字紅粉屋710-1
㈲うめざき興業　代表取締役　梅崎　由美子

契約金額 ¥6,204,000

契約日 令和4年7月11日 期間
令和４年７月１２日から
令和４年９月２９日まで

備考



様式第２号

¥33,300,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 ごみせん断機及びごみクレーン油圧バケット更新工事

施工場所 大川市大字中古賀1110番地

見積日時 令和４年７月５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

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） ¥37,818,000 (¥34,380,000)

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 ¥36,630,000

契約日 令和4年7月11日 期間
令和４年７月１２日から
令和５年３月２１日まで

備考

本市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30年を経過し
ており各機器の劣化も進む中、ごみせん断機及びごみクレーン油圧バケットの機能が低下している状況であ
り、今後安定した運転と焼却能力の機能向上を図るために工事を行うものです。
　この工事にあたっては、施設を熟知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―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１
６７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

¥2,150,000

見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表見　積　結　果　表

見積件名 大川市斎場火葬炉設備修繕工事

施工場所 大川市大字中古賀1095番地1

見積日時 令和４年７月５日(火)　午前１１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

㈱宮本工業所　宮本　芳樹 決定

予定価格（入札書比較価格） ¥2,464,000 (¥2,240,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
富山市奥田新町12-3
㈱宮本工業所　代表取締役　宮本　芳樹

契約金額 ¥2,365,000

契約日 令和4年7月12日 期間
令和４年７月１３日から
令和４年１１月９日まで

備考

本工事は、老朽化した３号炉及び２号炉の耐火物の一部と３号炉内台車の修繕工事を行うものであるが、火
葬施設は、特殊技術が使用されているなど特殊性があること。
　また、火葬業務は市民生活に密接しており、短期間に工事を完成させる必要があるため、本施設を施工し
最も精通している「富山市奥田新町１２番３号　株式会社　宮本工業所　代表取締役　宮本芳樹」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号により、随意契約を行うものであ
る。


