
様式第１号

第１回 第２回

¥5,600,000

¥5,600,000

辞退

¥5,470,000

辞退

¥5,580,000

¥5,550,000

入　札　結　果　表

入札件名 配水管布設箇所舗装復旧工事（Ｒ2-4）

施工場所 大川市大字中木室地内

開札日時 令和２年６月１６日（火）午後３時

開札場所 大川市第１会議室 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

㈱大岡組　岡　洋介

㈲中島組　中島　裕康

㈲うめざき興業　梅崎　由美子 落札

㈱吉村組　吉村　敏

㈲大栄建設　岡　孝市

㈱田中工務店　田中　浩一郎

予定価格（入札書比較価格） ¥6,160,000 ¥5,600,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,357,000 ¥4,870,000

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 ¥6,017,000

契約日 令和2年6月22日 期間
令和２年６月２３日から
令和２年９月１０日まで

備考



様式第１号 1/2

第１回 第２回

¥44,730,000

辞退

¥39,600,000

¥39,560,000

¥44,730,000

¥44,500,000

¥44,730,000

¥44,300,000

¥39,560,000

¥39,560,000

入　札　結　果　表

入札件名 中央（幡保）地区下水道築造工事

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和２年６月１７日（水）午前１１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

㈱大岡組　岡　洋介

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱中村技建　中村　奨

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱吉村組　吉村　敏

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲中島組　中島　裕康 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥49,203,000 ¥44,730,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥43,516,000 ¥39,560,000

契約者
大川市大字鬼古賀41
㈲中島組　代表取締役　中島　裕康

契約金額 ¥43,516,000

契約日 令和2年6月23日 期間
令和２年６月２４日から
令和３年１月２０日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

¥39,560,000

¥44,730,000

入　札　結　果　表

入札件名 中央（幡保）地区下水道築造工事

施工場所 大川市大字幡保地内

開札日時 令和２年６月１７日（水）午前１１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） ¥49,203,000 ¥44,730,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥43,516,000 ¥39,560,000

契約者
大川市大字鬼古賀41
㈲中島組　代表取締役　中島　裕康

契約金額 ¥43,516,000

契約日 令和2年6月23日 期間
令和２年６月２４日から
令和３年１月２０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

¥3,680,000

¥4,250,000

¥4,540,000

¥4,530,000

¥3,680,000

¥3,680,000

入　札　結　果　表

入札件名 市道花坂開一町八反籠線測量物件調査業務委託

施工場所 大川市大字大野島地内

開札日時 令和２年６月１７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 一般競争入札

入札者
入札価格

記事

㈱ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　技術センター　古賀　義國

大和コンサル㈱　中嶋　義和

㈱西日本測量設計　楢原　慎一

平和測量設計㈱　野田　隆一

平和総合コンサルタント㈱　平塚　万里子

㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　久留米支店　竹下　憲治 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥5,247,000 ¥4,770,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,048,000 ¥3,680,000

契約者
久留米市大手町4-2
㈱ｱｼﾞｱ建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　久留米支店　支店長　竹下　憲治

契約金額 ¥4,048,000

契約日 令和2年6月22日 期間
令和２年６月２３日から
令和２年１２月１９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

¥18,830,000

辞退

¥16,550,000

¥16,510,000

¥18,830,000

辞退

辞退

¥18,650,000

¥16,510,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 中央（小保）地区（23）下水道築造工事

施工場所 大川市大字小保地内

開札日時 令和２年６月１７日（水）午前１１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

㈱大岡組　岡　洋介

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲江頭建設　江頭　正也 落札

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈱中村技建　中村　奨

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱吉村組　吉村　敏

シマ工業㈱　鍋嶋　正人

㈲大光永建設　永島　保光

予定価格（入札書比較価格） ¥20,713,000 ¥18,830,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥18,161,000 ¥16,510,000

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 ¥18,161,000

契約日 令和2年6月22日 期間
令和２年６月２３日から
令和２年１２月１５日まで

備考



様式第１号 2/2

第１回 第２回

無効

¥16,510,000

¥18,830,000

入　札　結　果　表

入札件名 中央（小保）地区（23）下水道築造工事

施工場所 大川市大字小保地内

開札日時 令和２年６月１７日（水）午前１１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

㈲中島組　中島　裕康

㈲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） ¥20,713,000 ¥18,830,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥18,161,000 ¥16,510,000

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 ¥18,161,000

契約日 令和2年6月22日 期間
令和２年６月２３日から
令和２年１２月１５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

¥121,000,000

¥122,000,000

辞退

¥123,000,000

¥122,000,000

¥123,620,000

¥123,000,000

¥123,600,000

¥123,000,000

入　札　結　果　表

入札件名 大川東中学校　旧校舎等解体撤去工事

施工場所 大川市大字下木佐木地内

開札日時 令和２年６月１７日（水）午前１１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

㈱大岡組　岡　洋介 落札

江上建設㈱　江上　義紀

㈱吉村組　吉村　敏

㈱中建　中村　英樹

㈱光建設　宮﨑　博明

㈱かねぜん建設　古賀　雅臣

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱昭和組　宮部　正晴

㈱筬島組　筬島　裕隆

予定価格（入札書比較価格） ¥135,982,000 ¥123,620,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥101,992,000 ¥92,720,000

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 ¥133,100,000

契約日 令和2年6月24日 期間
令和２年６月２５日から
令和２年１０月１５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥750,000

¥880,000

¥880,000

¥769,000

¥528,000

¥820,000

¥880,000

¥880,000

入　札　結　果　表

入札件名 令和２年度　河川・地下水水質調査業務委託

施工場所 大川市内

開札日時 令和２年６月１８日（木）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

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会　木原　奉文

㈱太平環境科学センター　坂本　雅俊

(公財)福岡県すこやか健康事業団　　松田　峻一良

㈱ＣＲＣ食品環境衛生研究所　江川　護

環境テクノス㈱　福岡支店　貴戸　秀徳 落札

㈱静環検査センター　福岡支店　小谷　聖滋

㈱Ｅ-ＳＹＳＴＥＭ　藤本　尚伸

㈱環境衛生科学研究所　福岡ｵﾌｨｽ　原　昭典

予定価格（入札書比較価格） ¥968,000 ¥880,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥580,800 ¥528,000

契約者
福岡市博多区博多駅東1-10-23
環境テクノス㈱　福岡支店　支店長　貴戸　秀徳

契約金額 ¥580,800

契約日 令和2年6月22日 期間
令和２年６月２３日から
令和３年３月２３日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥2,290,000

¥2,290,000

¥2,290,000

¥2,290,000

¥2,290,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 大川市文化センター電気設備改修工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和２年６月１８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 指名競争入札

入札者
入札価格

記事

信和電気工事㈱　緒方　宏紀

㈱大光電設　今山　昭彦 落札

㈲丸武電気工事　井口　勝仁

荒木電設㈲　荒木　林司

㈱サンエス電機　江口　康栄

大川電気興業㈲　金子　良一

予定価格（入札書比較価格） ¥2,838,000 ¥2,580,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,519,000 ¥2,290,000

契約者
大川市大字向島2650-11
㈱大光電設　代表取締役　今山　昭彦

契約金額 ¥2,519,000

契約日 令和2年6月24日 期間
令和２年６月２５日から
令和２年９月２２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

¥1,940,000

¥1,940,000

¥1,940,000

¥1,940,000

¥1,940,000

入　札　結　果　表

入札件名 大川市文化センター洋式便器取替工事

施工場所 大川市大字酒見地内

開札日時 令和２年６月１８日（木）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

梅﨑設備　梅﨑　良彦 落札

㈱タカダ　髙田　忠宜

㈲岡設備工業　岡　雄二

栄和設備工業㈲　江頭　新治

山善商会㈲　今村　純也

予定価格（入札書比較価格） ¥2,376,000 ¥2,160,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥2,134,000 ¥1,940,000

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 ¥2,134,000

契約日 令和2年6月24日 期間
令和２年６月２５日から
令和２年８月２３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

¥4,300,000

¥4,150,000

¥4,300,000

¥4,270,000

¥4,320,000

¥4,200,000

¥4,340,000

¥4,000,000

辞退

入　札　結　果　表

入札件名 都市計画道路検証業務委託

施工場所 大川市内全域

開札日時 令和２年６月１８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

入札者
入札価格

記事

㈱ウエスコ　九州支社　奥山　道哉

㈱オオバ　九州支店　伊原　康敏

㈱協和コンサルタンツ　九州支社　齋藤　直人　

㈱建設技術センター　事業部　浦　憲治

大成ジオテック㈱　横山　巖

第一復建㈱　久留米事務所　坂本　恭一

㈱ニュージェック　九州支店　吉野　正一

㈱福山コンサルタント　福島　宏治 落札

㈱日本インシーク　久留米営業所　森　忠則

予定価格（入札書比較価格） ¥4,774,000 ¥4,340,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥3,795,000 ¥3,450,000

契約者
福岡市博多区博多駅東3-6-18
㈱福山コンサルタント　代表取締役社長　福島　宏治

契約金額 ¥4,400,000

契約日 令和2年6月24日 期間
令和２年６月２５日から
令和３年２月２５日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥5,610,000

¥5,600,000

¥5,560,000

¥5,610,000

辞退

¥5,554,000

¥5,495,000

入　札　結　果　表

入札件名 市道下白垣上白垣線舗装補修工事

施工場所 大川市大字下白垣地内

開札日時 令和２年６月１８日（木）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

㈱昭和組　宮部　正晴

㈲江頭建設　江頭　正也

㈲中島組　中島　裕康

㈲大光永建設　永島　保光

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈱吉村組　吉村　敏

㈱中建　中村　英樹 落札

予定価格（入札書比較価格） ¥6,171,000 ¥5,610,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥5,357,000 ¥4,870,000

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 ¥6,044,500

契約日 令和2年6月25日 期間
令和２年６月２６日から
令和２年９月１３日まで

備考



様式第１号

第１回 第２回

¥4,840,000

¥4,940,000

¥4,940,000

辞退

¥4,930,000

¥4,290,000

¥4,900,000

入　札　結　果　表

入札件名 市道中古賀下林線舗装補修工事

施工場所 大川市大字下林地内

開札日時 令和２年６月１８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

入札者
入札価格

記事

㈲江頭建設　江頭　正也

㈱大岡組　岡　洋介

㈲大光永建設　永島　保光

㈱筬島組　筬島　裕隆

㈲うめざき興業　梅崎　由美子

シマ工業㈱　鍋嶋　正人 落札

㈲大栄建設　岡　孝市

予定価格（入札書比較価格） ¥5,434,000 ¥4,940,000

最低制限価格（入札書比較価格） ¥4,719,000 ¥4,290,000

契約者
大川市大字下林400-1
シマ工業㈱　代表取締役　鍋嶋　正人

契約金額 ¥4,719,000

契約日 令和2年6月25日 期間
令和２年６月２６日から
令和２年８月２４日まで

備考


