
様式第１号

第１回 第２回

¥22,130,000

¥22,130,000

辞退

辞退

辞退

¥20,350,000

¥20,350,000

¥22,130,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 中古賀地区（２）浚渫工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和４年１０月３日(月)　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

江上建設㈱　江上　義紀

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲大光永建設　永島　保光

㈲大栄建設　岡　孝市 落札

㈲古賀組　野中　米男

㈱センカン　中村　茂義

予定価格（入札書比較価格） ¥24,343,000 (¥22,130,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥22,385,000 (¥20,350,000)

契約者
大川市大字坂井235-2
㈲大栄建設　取締役　岡　孝市

契約金額 ¥22,385,000

契約日 令和4年10月7日 期間
令和４年１０月８日から
令和５年２月１５日まで

備考 ※２者同額によりくじにより抽選



様式第１号

第１回 第２回

¥19,810,000

¥19,810,000

辞退

¥19,810,000

辞退

辞退

¥19,810,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中央公園トイレ改修工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１０月３日(月)　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

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

成生建設㈱　鍋嶋　正人

㈱中建　中村　英樹

㈱光建設　宮﨑　博明 落札

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈲江頭建設　江頭　正也

きよまつ住建　清松　満

予定価格（入札書比較価格） ¥23,694,000 (¥21,540,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥21,791,000 (¥19,810,000)

契約者
大川市大字向島705-2
㈱光建設　代表取締役　宮﨑　博明

契約金額 ¥21,791,000

契約日 令和4年10月11日 期間
令和４年１０月１２日から
令和５年２月８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

¥2,470,000

辞退

¥2,760,000

¥2,470,000

¥2,470,000

辞退

¥2,470,000

¥2,470,000

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（三丸）布設替工事（R4-7)

施工場所 大川市大字三丸地内

開札日時 令和４年１０月４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

㈱丸正工業　江頭　礼子

龍住設　龍　静馬

おはよう設備㈲　西　航平

梅﨑設備　梅﨑　良彦 落札

㈲岡設備工業　岡　雄二

栄和設備工業㈲　江頭　真由美

山善商会㈲　今村　純也

㈲村尾　村尾　秀樹

予定価格（入札書比較価格） ¥3,036,000 (¥2,760,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,717,000 (¥2,470,000)

契約者
大川市大字大野島1392
梅﨑設備　代表者　梅﨑　良彦

契約金額 ¥2,717,000

契約日 令和4年10月7日 期間
令和４年１０月８日から
令和４年１２月１５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

¥8,990,000

無効

¥8,540,000

¥8,990,000

¥8,990,000

辞退

辞退

¥8,980,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道本木室中古賀線改築工事

施工場所 大川市大字本木室地内

開札日時 令和４年１０月７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 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱江口工務店　江口　慎祐

㈱センカン　中村　茂義

㈱田中工務店　田中　浩一郎 落札

㈱中建　中村　英樹

㈱三榮　古賀　敬三

㈱光建設　宮﨑　博明

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博

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） ¥8,855,000 (¥8,050,000)

契約者
大川市大字荻島309-1
㈱田中工務店　代表取締役　田中　浩一郎

契約金額 ¥9,394,000

契約日 令和4年10月11日 期間
令和４年１０月１２日から
令和５年２月３日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥2,250,000

無効

¥2,250,000

¥2,430,000

辞退

¥2,250,000

¥2,420,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 シルバーワークプラザ屋根塗装工事

施工場所 大川市大字小保地内

開札日時 令和４年１０月７日(金)　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

岡塗装工業(株)　岡　一紀 落札

㈲香妻塗装工業　香妻　大志郎

古賀塗装工業　古賀　新吾

田中建設　田中　耕吉

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

エススタイル建築㈱　志岐　典久

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

予定価格（入札書比較価格） ¥2,706,000 (¥2,460,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,475,000 (¥2,250,000)

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 ¥2,475,000

契約日 令和4年10月11日 期間
令和４年１０月１２日から
令和４年１２月１０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

¥6,580,000

無効

¥6,700,000

¥6,730,000

¥6,730,000

辞退

辞退

¥6,730,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 中古賀地区水路整備工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和４年１０月７日(金)　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

㈱江口工務店　江口　慎祐 落札

㈱センカン　中村　茂義

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱中建　中村　英樹

㈱三榮　古賀　敬三

㈱光建設　宮﨑　博明

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博

予定価格（入札書比較価格） ¥7,403,000 (¥6,730,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,622,000 (¥6,020,000)

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 ¥7,238,000

契約日 令和4年10月13日 期間
令和４年１０月１４日から
令和５年２月２０日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥8,750,000

¥8,990,000

¥8,850,000

¥8,720,000

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 流域湛水減災対策事業　芝開堰埭改修工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和４年１０月７日(金)　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

㈱乗富鉄工所　乘冨　銀藏

進栄工業㈱　馬場　茂

㈱オーツボ　大坪　とも子

㈱大川鉄工　三砂　豊博 落札

㈱中建　中村　英樹

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） ¥8,778,000 (¥7,980,000)

契約者
大川市大字酒見535
㈱大川鉄工　代表取締役　三砂　豊博

契約金額 ¥9,592,000

契約日 令和4年10月13日 期間
令和４年１０月１４日から
令和５年２月１５日まで

備考


