
年 月 日

年 月 日 に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 2 5 29

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 2 5 29

(消費税額) 1,405,400 (消費税額) 1,385,000 令和02年11月27日

15,459,400 (税込) 15,235,000 (税込) ～ 98.5%

業者名 落札率％

令和2年度
焱の博記念堂トイレ洋式化等改
修工事

14,054,000 (税抜) 13,850,000 (税抜) 令和02年6月4日
有限会社川口

工務店
黒川

有下水第5号
令和2年度　地方創生汚水処理施設整備推進
交付金事業
中樽地区汚水枝線管渠工事（A工区）

40,870,000 (税抜) 40,200,000 (税抜)

株式会社西有田土木 有限会社福川設備 有限会社川口工務店

98.4%
(消費税額) 4,087,000 (消費税額) 4,020,000 令和02年11月30日

令和02年6月4日
株式会社有田

建設
中樽 44,957,000 (税込) 44,220,000 (税込) ～

有下水第6号
令和2年度　地方創生汚水処理施設整備推進
交付金事業
中樽地区汚水枝線管渠工事（B工区）

22,160,000 (税抜) 21,950,000 (税抜)

株式会社西有田土木株式会社下建設 株式会社有田建設 泰和興産株式会社

99.1%
(消費税額) 2,216,000 (消費税額) 2,195,000 令和02年11月30日

令和02年6月4日
有限会社川口

工務店
中樽 24,376,000 (税込) 24,145,000 (税込) ～

有下水第7号
令和2年度　地方創生汚水処理施設整備推進
交付金事業
中樽地区汚水枝線管渠工事（C工区）

32,880,000 (税抜) 32,300,000 (税抜) 令和02年6月4日

株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社

98.2%
(消費税額) 3,288,000 (消費税額) 3,230,000 令和02年11月30日

株式会社下建
設

中樽 36,168,000 (税込) 35,530,000 (税込) ～

有下水第8号
令和2年度　地方創生汚水処理施設整備推進
交付金事業
泉山地区汚水枝線管渠工事（D工区）

29,290,000 (税抜) 28,800,000 (税抜) 令和02年6月4日

株式会社西有田土木株式会社下建設 株式会社有田建設 泰和興産株式会社

98.3%
(消費税額) 2,929,000 (消費税額) 2,880,000 令和02年11月30日

泰和興産株式
会社

中樽・泉山 32,219,000 (税込) 31,680,000 (税込) ～

有下水第9号
令和2年度　地方創生汚水処理施設整備推進
交付金事業
泉山地区汚水枝線管渠工事（E工区）

23,370,000 (税抜) 23,300,000 (税抜) 令和02年6月4日

株式会社西有田土木株式会社下建設 株式会社有田建設 泰和興産株式会社

99.7%
(消費税額) 2,337,000 (消費税額) 2,330,000 令和02年11月30日

松浦土建株式
会社

泉山 25,707,000 (税込) 25,630,000 (税込) ～

有下水第10号
令和2年度　中樽・泉山地区汚
水枝線管渠工事（1工区）

22,610,000 (税抜) 22,500,000 (税抜) 令和02年6月4日

株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社

99.5%
(消費税額) 2,261,000 (消費税額) 2,250,000 令和02年11月30日

株式会社小林
産業

中樽・泉山 24,871,000 (税込) 24,750,000 (税込) ～

令和2年度　有田町公共下水道
水質浄化センターポンプ設備
（No.1,2ポンプ）更新工事

3,080,000 (税抜) 2,960,000 (税抜) 令和02年6月4日

株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社

96.1%
(消費税額) 308,000 (消費税額) 296,000 令和02年9月30日

岩尾磁器工業
株式会社

黒牟田 3,388,000 (税込) 3,256,000 (税込) ～

令和2年度
町単独事業　町道中樽42号線道
路改良工事に伴う補償費算定業
務

630,000 (税抜) 550,000 (税抜) 令和02年6月2日

株式会社ミゾタ 朝永エンジニアリング株式会社岩尾磁器工業株式会社 株式会社アイワ 株式会社協和製作所

87.3%
(消費税額) 63,000 (消費税額) 55,000 令和02年6月30日

西日本総合コ
ンサルタント

株式会社
大樽 693,000 (税込) 605,000 (税込) ～

株式会社コスモエンジニアリング

株式会社原田設計 株式会社精工コンサルタント

西日本総合コンサルタント株式会社 大和コンサル株式会社  株式会社西日本建設コンサルタンツ 辞退

九州技術開発株式会社 株式会社建匠コンサルタント 株式会社新英コアテクニカ



年 月 日

年 月 日 に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 2 5 29

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 2 5 29

業者名 落札率％
有下水第11号
令和2年度　社会資本整備総合交付金事業（防災・
安全交付金）
有田町公共下水道ストックマネジメント実施方針
策定業務（ポンプ場・終末処理場）

36,150,000 (税抜) 14,920,000 (税抜) 令和02年6月4日

(消費税額) 3,615,000 (消費税額) 1,492,000 令和02年11月30日

株式会社NJS南原・黒牟田外 39,765,000 (税込) 16,412,000 (税込) ～ 41.3%

令和2年度
焱の博記念堂テーブル購入

1,880,000 (税抜) 1,299,000 (税抜) 令和02年6月2日

株式会社NJS 日本水工設計株式会社

大和コンサル株式会社 九州水工設計株式会社 ジーアンドエスエンジニアリング株式会社

 株式会社精工コンサルタント 辞退 株式会社アーバン設計  日本建設技術株式会社 辞退

69.1%
(消費税額) 188,000 (消費税額) 129,900 令和02年8月31日

中島商事株式
会社

黒川 2,068,000 (税込) 1,428,900 (税込) ～

有下浄第4号
令和2年度　浄化槽市町村整
備推進事業　第4号工事

1,210,000 (税抜) 1,197,000 (税抜) 令和02年6月2日

早田株式会社 中島商事株式会社インテリアサロン木家探 有限会社三栄商事 舘林晃文堂

98.9%
(消費税額) 121,000 (消費税額) 119,700 令和02年7月21日

有限会社福川
設備

古木場 1,331,000 (税込) 1,316,700 (税込) ～

有下浄第5号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第5号工事

1,220,000 (税抜) 1,207,000 (税抜) 令和02年6月2日

株式会社西有田土木 有限会社福川設備 有限会社岩崎鉄工

98.9%
(消費税額) 122,000 (消費税額) 120,700 令和02年7月21日

株式会社山中
建設

黒川 1,342,000 (税込) 1,327,700 (税込) ～

有下浄第6号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第6号工事

2,040,000 (税抜) 2,010,000 (税抜) 令和02年6月2日

有限会社岩崎鉄工株式会社西有田土木 有限会社福川設備 株式会社山中建設

98.5%
(消費税額) 204,000 (消費税額) 201,000 令和02年7月21日

有限会社岩崎
鉄工

広瀬 2,244,000 (税込) 2,211,000 (税込) ～

有下浄第7号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第7号工事

1,640,000 (税抜) 1,620,000 (税抜) 令和02年6月2日

有限会社岩崎鉄工株式会社西有田土木 有限会社福川設備 株式会社山中建設

98.8%
(消費税額) 164,000 (消費税額) 162,000 令和02年7月21日

株式会社小林
産業

蔵宿 1,804,000 (税込) 1,782,000 (税込) ～

有下浄第8号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第8号工事

1,640,000 (税抜) 1,610,000 (税抜) 令和02年6月2日

有限会社岩崎鉄工株式会社西有田土木 株式会社山中建設 株式会社小林産業

98.2%
(消費税額) 164,000 (消費税額) 161,000 令和02年7月21日

有限会社樋渡
設備

山本 1,804,000 (税込) 1,771,000 (税込) ～

有下浄第9号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第9号工事

1,460,000 (税抜) 1,445,000 (税抜) 令和02年6月2日

有限会社岩崎鉄工株式会社西有田土木 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業

99.0%
(消費税額) 146,000 (消費税額) 144,500 令和02年7月21日

株式会社西有
田土木

舞原 1,606,000 (税込) 1,589,500 (税込) ～

有下浄第10号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第10号工事

1,640,000 (税抜) 1,620,000 (税抜) 令和02年6月2日

有限会社岩崎鉄工株式会社西有田土木 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業

98.8%
(消費税額) 164,000 (消費税額) 162,000 令和02年7月21日

有限会社岩崎
鉄工

仏ノ原 1,804,000 (税込) 1,782,000 (税込) ～

有限会社岩崎鉄工株式会社西有田土木 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業


