
様式第１号

第１回 第２回

辞退

¥6,720,000

辞退

辞退

辞退

辞退

¥6,860,000

辞退

辞退

¥6,860,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 市道下白垣上白垣線排水対策工事

施工場所 大川市大字下白垣地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　２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

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱中村技建　中村　奨 落札

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲古賀組　野中　米男

㈱江口工務店　江口　慎祐

㈱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

大川管工事業(協)　龍　裕介

予定価格（入札書比較価格） ¥7,546,000 (¥6,860,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥6,754,000 (¥6,140,000)

契約者
大川市大字鐘ｹ江428-4
㈱中村技建　代表取締役　中村　奨

契約金額 ¥7,392,000

契約日 令和4年12月8日 期間
令和４年１２月９日から
令和５年３月１５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

辞退

辞退

辞退

辞退

¥4,410,000

辞退

¥4,410,000

辞退

無効

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 市道西三町一本笹線側溝設置工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　２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

㈲江頭建設　江頭　正也

㈲大光永建設　永島　保光

㈲田中建材店　田中　重行

響建設　今村　和博

成和㈱　古賀　和則 落札

正栄興建㈱　田中　正一

きよまつ住建　清松　満

九州ハウス工業㈱　本村　陽一

㈲メイクハウス　斉藤　秀光

大晶工業㈱　森　好正

予定価格（入札書比較価格） ¥4,851,000 (¥4,410,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,334,000 (¥3,940,000)

契約者
大川市大字大野島1964
成和㈱　代表取締役　古賀　和則

契約金額 ¥4,851,000

契約日 令和4年12月8日 期間
令和４年１２月９日から
令和５年３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

¥2,930,000

辞退

¥3,161,900

¥3,210,000

¥2,930,000

¥3,210,000

¥2,930,000

入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表入　札　結　果　表

入札件名 大川市文化センター　トイレ改修工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　３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

梅﨑設備　梅﨑　良彦 落札

㈱センカン　中村　茂義

㈱タカダ　髙田　忠宜

㈲岡設備工業　岡　雄二

㈲村尾　村尾　秀樹

栄和設備工業㈲　江頭　真由美

山善商会㈲　今村　純也

予定価格（入札書比較価格） ¥3,531,000 (¥3,210,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,223,000 (¥2,930,000)

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 ¥3,223,000

契約日 令和4年12月9日 期間
令和４年１２月１０日から
令和５年２月１３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

¥4,950,000

¥4,950,000

無効

¥4,950,000

¥5,560,000

¥4,950,000

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植栽工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　３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

㈱髙木ガーデン　髙木　勝洋

藤山庭園　中尾　信昭

㈱髙嶋造園　髙嶋　智久

㈱執行茂寿園　執行　英利

㈱緑幸園　城戸　木八

馬渕庭寿園　馬渕　久行 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥6,116,000 (¥5,560,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,445,000 (¥4,950,000)

契約者
大川市大字郷原474
馬渕庭寿園　事業主　馬渕　久行

契約金額 ¥5,445,000

契約日 令和4年12月9日 期間
令和４年１２月１０日から
令和５年３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 1/2

第１回 第２回

辞退

¥13,920,000

辞退

¥13,920,000

辞退

¥13,920,000

¥13,500,000

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（８）工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１２月５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

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱中村技建　中村　奨

江上建設㈱　江上　義紀

㈲中島組　中島　裕康

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱大岡組　岡　洋介 落札

㈲大光永建設　永島　保光

㈱吉村組　吉村　敏

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

予定価格（入札書比較価格） ¥15,312,000 (¥13,920,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥13,728,000 (¥12,480,000)

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 ¥14,850,000

契約日 令和4年12月12日 期間
令和４年１２月１３日から
令和５年３月１５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

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（８）工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１２月５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

㈲古賀組　野中　米男

㈱三榮　古賀　敬三

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥15,312,000 (¥13,920,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥13,728,000 (¥12,480,000)

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 ¥14,850,000

契約日 令和4年12月12日 期間
令和４年１２月１３日から
令和５年３月１５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥13,340,000

¥14,510,000

¥13,340,000

¥14,510,000

¥13,340,000

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（９）工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１２月５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 落札

㈱田中工務店　田中　浩一郎

きよまつ住建　清松　満

予定価格（入札書比較価格） ¥15,961,000 (¥14,510,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥14,674,000 (¥13,340,000)

契約者
大川市大字上白垣161-4
㈱中建　代表取締役　中村　英樹

契約金額 ¥14,674,000

契約日 令和4年12月12日 期間
令和４年１２月１３日から
令和５年３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 1/2

第１回 第２回

辞退

¥11,080,000

辞退

¥12,360,000

辞退

辞退

辞退

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 市道中ノ船津上町市場線美装化舗装改修工事

施工場所 大川市大字小保地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　２時

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

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱昭和組　宮部　正晴 落札

㈱中村技建　中村　奨

江上建設㈱　江上　義紀

㈲中島組　中島　裕康

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱大岡組　岡　洋介

㈲大光永建設　永島　保光

㈱吉村組　吉村　敏

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

予定価格（入札書比較価格） ¥13,596,000 (¥12,360,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥12,188,000 (¥11,080,000)

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 ¥12,188,000

契約日 令和4年12月12日 期間
令和４年１２月１３日から
令和５年３月２日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

辞退

¥12,000,000

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 市道中ノ船津上町市場線美装化舗装改修工事

施工場所 大川市大字小保地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　２時

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

㈲古賀組　野中　米男

㈱三榮　古賀　敬三

㈱中建　中村　英樹

予定価格（入札書比較価格） ¥13,596,000 (¥12,360,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥12,188,000 (¥11,080,000)

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 ¥12,188,000

契約日 令和4年12月12日 期間
令和４年１２月１３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

¥9,510,000

辞退

辞退

¥9,410,000

辞退

辞退

辞退

辞退

¥9,510,000

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 農村環境整備事業　大野島西町地区農業集落排水施設整備工事

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　２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

江上建設㈱　江上　義紀

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱大岡組　岡　洋介

㈲江頭建設　江頭　正也 落札

成生建設㈱　鍋嶋　正人

㈱吉村組　吉村　敏

㈲中島組　中島　裕康

㈲大光永建設　永島　保光

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥10,461,000 (¥9,510,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥9,383,000 (¥8,530,000)

契約者
大川市大字大野島4021-1
㈲江頭建設　代表取締役　江頭　正也

契約金額 ¥10,351,000

契約日 令和4年12月12日 期間
令和４年１２月１３日から
令和５年３月３０日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥5,870,000

辞退

¥5,870,000

辞退

¥5,390,000

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 大川市民体育館洋式便器取替工事

施工場所 大川市大字上巻地内

開札日時 令和４年１２月５日(月)　午後　３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

㈱鶴商　鶴　善徳

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱丸正工業　江頭　礼子 落札

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

龍住設　龍　静馬

予定価格（入札書比較価格） ¥6,457,000 (¥5,870,000)

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,929,000 (¥5,390,000)

契約者
大川市大字一木308-1
㈱丸正工業　代表取締役　江頭　礼子

契約金額 ¥5,929,000

契約日 令和4年12月12日 期間
令和４年１２月１３日から
令和５年２月２８日まで

備考


