様式第１号

入

札

結

果

入札件名

送水管布設工事（R4-3）

施工場所

大川市大字荻島地内外

開札日時

令和４年７月１４日(木) 午前１０時

開札場所

大川市第２委員会室

表

入札種別

一般競争入札

入札価格

入札者

第１回

成生建設㈱ 鍋嶋 正人

¥92,620,000

江上建設㈱ 江上 義紀

¥92,620,000

信和電気工事㈱ 緒方 宏紀

¥92,620,000

㈱筬島組 筬島 裕隆

¥92,620,000

㈱鶴商 鶴 善徳

¥92,620,000

もりた住機設備㈱ 森田 哲二

¥92,620,000

㈱センカン 中村 茂義

¥92,620,000

㈲中島組 中島 裕康

記事

第２回
落札

辞退

予定価格（入札書比較価格）

¥113,212,000

(¥102,920,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

¥101,882,000

(¥92,620,000)

契約者
契約金額
契約日

備考

大川市大字下林400-1
成生建設㈱ 代表取締役 鍋嶋 正人
¥101,882,000

令和4年7月21日

期間

令和４年７月２２日から
令和５年１月１７日まで

※７者同額によりくじにより抽選

様式第１号

入

札

結

果

入札件名

市道西古賀中林線測量物件調査業務委託

施工場所

大川市大字下木佐木・大橋地内

開札日時

令和４年７月２１日(木) 午前１０時

開札場所

大川市第２委員会室

表

入札種別

指名競争入札

入札価格

入札者

第１回

記事

第２回

㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 久留米支店 竹下 憲治

¥4,180,000

㈱エーワンコンサルタント 古田 誠一

¥4,000,000

㈱久栄綜合コンサルタント 髙木 亮一

¥4,050,000

大成ジオテック㈱ 横山 巖

¥4,190,000

㈱大陸総合コンサルタント 久留米営業所 江頭 薫

¥4,120,000

大和コンサル㈱ 中嶋 義和

¥4,100,000

マサキ測量設計㈱ 久留米支店 佐藤 智裕

¥4,160,000

㈱西日本測量設計 楢原 靖弘

¥4,140,000

落札

予定価格（入札書比較価格）

¥4,675,000

(¥4,250,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

¥3,619,000

(¥3,290,000)

契約者
契約金額
契約日

備考

久留米市津福今町366-2
㈱エーワンコンサルタント 代表取締役 古田 誠一
¥4,400,000

令和4年7月27日

期間

令和４年７月２８日から
令和４年１２月２４日まで

様式第１号

入

札

結

果

表

入札件名

市道大橋川北中通線測量物件調査業務委託

施工場所

大川市大字下牟田口地内

開札日時

令和４年７月２１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

入札価格

入札者

第１回

㈲永和測量設計 本田 和男

¥3,100,000

㈱協立 松藤 正広

¥3,100,000

㈱大日測量設計 福岡支店 石山 徳彦

¥3,100,000

筑後測量設計㈱ 山浦 揚介

¥3,020,000

精工Ｃ＆Ｃ㈱ 久留米支店 池田 一吉

記事

第２回

無効

㈱溝田設計事務所 溝田 豊実

¥3,080,000

三共測量設計㈱ 佐藤 博之

¥3,000,000

㈱大高開発 筑後営業所 大津留 啓吾

¥3,050,000

落札

予定価格（入札書比較価格）

¥3,454,000

(¥3,140,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

¥2,651,000

(¥2,410,000)

契約者
契約金額
契約日

備考

久留米市荒木町荒木1332-1
三共測量設計㈱ 代表取締役 佐藤 博之
¥3,300,000

令和4年7月27日

期間

令和４年７月２８日から
令和４年１２月２４日まで

様式第１号

1/2

入

札

結

果

表

入札件名

大川中央公園リニューアル（６）工事

施工場所

大川市大字上巻地内

開札日時

令和４年７月２１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

入札価格

入札者

第１回

江上建設㈱ 江上 義紀

記事

第２回

¥50,350,000

㈱大岡組 岡 洋介

辞退

㈱昭和組 宮部 正晴

¥45,560,000

㈱かねぜん建設 古賀 雅臣

¥45,560,000

㈲江頭建設 江頭 正也

¥45,560,000

㈱中村技建 中村 奨

¥45,560,000

㈱筬島組 筬島 裕隆

辞退

㈲大光永建設 永島 保光

¥45,560,000

成生建設㈱ 鍋嶋 正人

¥45,560,000

㈱吉村組 吉村 敏

¥45,560,000

落札

予定価格（入札書比較価格）

¥55,385,000

(¥50,350,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

¥50,116,000

(¥45,560,000)

契約者
契約金額
契約日

備考

大川市大字下林400-1
成生建設㈱ 代表取締役 鍋嶋 正人
¥50,116,000

令和4年7月28日

期間

令和４年７月２９日から
令和５年３月５日まで

※９者同額によりくじにより抽選

様式第１号

2/2

入

札

結

果

表

入札件名

大川中央公園リニューアル（６）工事

施工場所

大川市大字上巻地内

開札日時

令和４年７月２１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

入札価格

入札者

第１回

記事

第２回

㈲大栄建設 岡 孝市

¥45,560,000

㈲中島組 中島 裕康

¥45,560,000

予定価格（入札書比較価格）

¥55,385,000

(¥50,350,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

¥50,116,000

(¥45,560,000)

契約者
契約金額
契約日

備考

大川市大字下林400-1
成生建設㈱ 代表取締役 鍋嶋 正人
¥50,116,000

令和4年7月28日

期間

令和４年７月２９日から
令和５年３月５日まで

※９者同額によりくじにより抽選

様式第１号

入

札

結

果

表

入札件名

道海島外２地区水路整備工事に伴う建物事前調査業務委託

施工場所

大川市大字道海島地内外

開札日時

令和４年７月２１日(木) 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

入札価格

入札者

第１回

記事

第２回

㈱アーバンプラン 青木 正史

¥2,800,000

㈱有明エンジニアリング 柳川営業所 村山 和明

¥2,820,000

㈱新世コンソーシアム 久留米支店 牛島 年博

¥2,920,000

㈱大日測量設計 福岡支店 石山 徳彦

¥2,900,000

㈱大陸総合コンサルタント 久留米営業所 江頭 薫

¥2,880,000

筑後測量設計㈱ 山浦 揚介

¥2,820,000

平和総合コンサルタント㈱ 平塚 万里子

¥2,850,000

三共測量設計㈱ 佐藤 博之

¥2,900,000

㈱久栄綜合コンサルタント 髙木 亮一

¥2,850,000

落札

予定価格（入札書比較価格）

¥3,267,000

(¥2,970,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

¥2,563,000

(¥2,330,000)

契約者
契約金額
契約日

備考

久留米市荒木町荒木1313-14
㈱アーバンプラン 代表取締役 青木 正史
¥3,080,000

令和4年7月28日

期間

令和４年７月２９日から
令和４年１０月３１日まで

様式第２号

見

積

結

果

表

見積件名

大川市幡保配水場中央監視設備更新工事（第１期）

施工場所

大川市大字幡保地内

見積日時

令和４年７月２６日(火) 午前１１時

見積場所

大川市第１委員会室
見積者

見積価格

㈱明電舎 九州支店 小室 直人

予定価格（入札書比較価格）

¥40,000,000

記事
決定

¥39,500,000

¥43,472,000

(¥39,520,000)

最低制限価格（入札書比較価格）
契約者
契約金額
契約日

備考

福岡市博多区住吉5-5-3
㈱明電舎 九州支店 支店長 小室 直人
¥43,450,000

令和4年8月1日

期間

令和４年８月２日から
令和５年３月３０日まで

本工事は、幡保配水場の既設監視制御装置の経年劣化に伴い、中央監視設備の更新を行うものであるが、配
水場の稼働に必要不可欠なものであるため、工事過程で不具合やトラブル等が生じた場合、市内全域への水
道水の供給に支障が生じ、市民生活へ多大な影響を与えることになる。このため、本設備の設計・製造及び
据付を行った「㈱明電舎 九州支店 支店長 小室 直人」と随意契約するもの。
（随意契約の理由）地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号
（１者見積の理由）大川市契約規則第２０条の３第１項第１号

