
様式第１号

第１回 第２回

¥7,500,000

辞退

¥7,500,000

¥7,500,000

¥7,500,000

辞退

辞退

¥7,500,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 小学校トイレ改修工事　R4-1/3

施工場所 大川市大字向島地内他

開札日時 令和４年１０月２６日(水)　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

もりた住機設備㈱　森田　哲二

おはよう設備㈲　西　航平

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱鶴商　鶴　善徳

㈱丸正工業　江頭　礼子

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

龍住設　龍　静馬

㈱タカダ　髙田　忠宜 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥8,976,000 (¥8,160,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,250,000 (¥7,500,000)

契約者
大川市大字榎津30-1
㈱タカダ　代表取締役　髙田　忠宜

契約金額 ¥8,250,000

契約日 令和4年10月31日 期間
令和４年１１月１日から
令和５年１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

¥7,320,000

辞退

¥7,320,000

¥7,320,000

¥7,320,000

辞退

辞退

¥7,320,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 小学校トイレ改修工事　R4-3/3

施工場所 大川市大字中木室地内他

開札日時 令和４年１０月２６日(水)　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

もりた住機設備㈱　森田　哲二

おはよう設備㈲　西　航平

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱鶴商　鶴　善徳

㈱丸正工業　江頭　礼子

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

龍住設　龍　静馬

㈲岡設備工業　岡　雄二 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥8,756,000 (¥7,960,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,052,000 (¥7,320,000)

契約者
大川市大字幡保279-4
㈲岡設備工業　代表取締役　岡　雄二

契約金額 ¥8,052,000

契約日 令和4年10月31日 期間
令和４年１１月１日から
令和５年１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

¥7,240,000

辞退

¥7,240,000

¥7,240,000

¥7,240,000

辞退

辞退

無効

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 小学校トイレ改修工事　R4-2/3

施工場所 大川市大字向島地内他

開札日時 令和４年１０月２６日(水)　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

もりた住機設備㈱　森田　哲二

おはよう設備㈲　西　航平

信和電気工事㈱　緒方　宏紀 落札

㈱鶴商　鶴　善徳

㈱丸正工業　江頭　礼子

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

龍住設　龍　静馬

栄和設備工業㈲　江頭　真由美

予定価格（入札書比較価格） ¥8,657,000 (¥7,870,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥7,964,000 (¥7,240,000)

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 ¥7,964,000

契約日 令和4年10月31日 期間
令和４年１１月１日から
令和５年１月１５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

¥6,330,000

辞退

¥6,330,000

¥6,330,000

¥6,330,000

辞退

辞退

¥6,330,000

¥6,330,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市立図書館トイレ改修工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１０月２６日(水)　午前１１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

もりた住機設備㈱　森田　哲二

おはよう設備㈲　西　航平

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱鶴商　鶴　善徳 落札

㈱丸正工業　江頭　礼子

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

龍住設　龍　静馬

㈲村尾　村尾　秀樹

山善商会㈲　今村　純也

予定価格（入札書比較価格） ¥7,579,000 (¥6,890,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,963,000 (¥6,330,000)

契約者
大川市大字一木719-2
㈱鶴商　代表取締役　鶴　善徳

契約金額 ¥6,963,000

契約日 令和4年10月31日 期間
令和４年１１月１日から
令和５年２月１０日まで

備考 ※６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

¥67,650,000

¥61,340,000

¥61,340,000

¥61,340,000

辞退

¥61,340,000

¥61,340,000

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 大川中央公園リニューアル（７）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２６日(水)　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

江上建設㈱　江上　義紀

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣 落札

㈱中村技建　中村　奨

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲江頭建設　江頭　正也

成生建設㈱　鍋嶋　正人

㈱吉村組　吉村　敏

㈲中島組　中島　裕康

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

予定価格（入札書比較価格） ¥74,415,000 (¥67,650,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥67,474,000 (¥61,340,000)

契約者
大川市大字一木439-8
㈱かねぜん建設　代表取締役　古賀　雅臣

契約金額 ¥67,474,000

契約日 令和4年11月1日 期間
令和４年１１月２日から
令和５年３月１０日まで

備考 ※５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

辞退

¥67,650,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川中央公園リニューアル（７）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２６日(水)　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

㈲大栄建設　岡　孝市

㈲古賀組　野中　米男

予定価格（入札書比較価格） ¥74,415,000 (¥67,650,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥67,474,000 (¥61,340,000)

契約者
大川市大字一木439-8
㈱かねぜん建設　代表取締役　古賀　雅臣

契約金額 ¥67,474,000

契約日 令和4年11月1日 期間
令和４年１１月２日から
令和５年３月１０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

辞退

¥8,760,000

辞退

辞退

辞退

¥8,600,000

辞退

¥8,760,000

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 メロディーロード橋梁架替工事

施工場所 大川市大字酒見・榎津地内

開札日時 令和４年１０月２６日(水)　午前　９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

㈱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

㈱中建　中村　英樹

㈱三榮　古賀　敬三

㈱光建設　宮﨑　博明 落札

㈲田中建材店　田中　重行

大川管工事業(協)　龍　裕介

響建設　今村　和博

予定価格（入札書比較価格） ¥9,636,000 (¥8,760,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥8,635,000 (¥7,850,000)

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 ¥9,460,000

契約日 令和4年11月1日 期間
令和４年１１月２日から
令和５年３月６日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥4,260,000

¥4,174,000

辞退

¥4,260,000

辞退

¥3,800,000

¥4,250,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 流域湛水減災対策事業　中白町地区水路整備工事

施工場所 大川市大字中八院地内

開札日時 令和４年１０月２６日(水)　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

㈱田中工務店　田中　浩一郎

㈱中建　中村　英樹

成和㈱　古賀　和則

正栄興建㈱　田中　正一

㈲岡設備工業　岡　雄二

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

栄和設備工業㈲　江頭　真由美 落札

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

予定価格（入札書比較価格） ¥4,686,000 (¥4,260,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,180,000 (¥3,800,000)

契約者
大川市大字酒見555-1
栄和設備工業㈲　代表取締役　江頭　真由美

契約金額 ¥4,180,000

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

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥3,480,000

辞退

¥3,480,000

辞退

¥3,100,000

¥3,340,000

¥3,440,000

¥3,480,000

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法面補強工事

施工場所 大川市大字中古賀地内

開札日時 令和４年１０月２６日(水)　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

正栄興建㈱　田中　正一

㈲岡設備工業　岡　雄二

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

栄和設備工業㈲　江頭　真由美 落札

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

㈲村尾　村尾　秀樹

大晶工業㈱　森　好正

予定価格（入札書比較価格） ¥3,828,000 (¥3,480,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,410,000 (¥3,100,000)

契約者
大川市大字酒見555-1
栄和設備工業㈲　代表取締役　江頭　真由美

契約金額 ¥3,410,000

契約日 令和4年11月2日 期間
令和４年１１月３日から
令和５年２月２０日まで

備考



様式第２号

¥3,440,000

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　大川市公共下水道総合管理システム更新業務委託

施工場所 市内全域

見積日時 令和４年１０月２６日(水)　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

大成ジオテック㈱　横山　巖 決定

予定価格（入札書比較価格） ¥4,070,000 (¥3,700,000)

最低制限価格（入札書比較価格）

契約者
久留米市西町1174-10
大成ジオテック㈱　代表取締役社長　横山　巖

契約金額 ¥3,784,000

契約日 令和4年10月31日 期間
令和４年１１月１日から
令和５年２月２８日まで

備考

　現在利用している下水道総合管理システムは、大成ジオテック(株)が独自に開発したものであり、他者と
の互換性がないため、他者に業務を委託した場合、今回、入力更新の業務委託を行う箇所以外の下水道デー
タも新規に入力、処理する必要があり、その作業量及びコストが膨大になることが見込まれる。
　以上のことから、本業務委託に精通した下記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第号、大川市契約規
則第20条の3第1項第1号に基づき、随意契約をするもの。


