
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。

有限会社川口工務店 松浦土建株式会社株式会社山中建設 岩忠建設株式会社 株式会社小林産業

(消費税額) 357,000 (消費税額) 355,000 令和02年10月30日

株式会社山中
建設

黒川 3,927,000 (税込) 3,905,000 (税込) ～
有教学第118号
令和2年度　曲川小学校ブロッ
ク塀改修フェンス設置工事

3,570,000 (税抜) 3,550,000 (税抜) 令和02年7月14日

株式会社森商会 株式会社長崎日調

株式会社中西製作所

岩尾磁器工業株式会社 有限会社樋渡設備 有限会社福川設備

99.4%

(消費税額) 410,000 (消費税額) 260,000 令和02年8月31日

株式会社中西
製作所

本町 4,510,000 (税込) 2,860,000 (税込) ～
有教学第113号
令和2年度　有田中部小学校給
食室蒸気ボイラ更新工事

4,100,000 (税抜) 2,600,000 (税抜) 令和02年7月14日

有限会社川口工務店 松浦土建株式会社株式会社山中建設 岩忠建設株式会社 株式会社小林産業

63.4%

(消費税額) 189,000 (消費税額) 185,000 令和02年9月30日

有限会社川口
工務店

大木宿 2,079,000 (税込) 2,035,000 (税込) ～
有教学第111号
令和2年度　大山小学校埋
設重油タンク撤去工事

1,890,000 (税抜) 1,850,000 (税抜) 令和02年7月10日

株式会社山中建設 株式会社有田建設

有限会社川口工務店

有限会社佐々木建築 今泉工業株式会社 泰和興産株式会社 辞退

97.9%

(消費税額) 387,400 (消費税額) 384,000 令和02年9月30日

株式会社有田
建設

立部 4,261,400 (税込) 4,224,000 (税込) ～

有教学第110号
令和2年度　西有田中学校美術
室屋根及び図書室屋根雨漏り
修繕工事

3,874,000 (税抜) 3,840,000 (税抜) 令和02年7月14日

有限会社能美電機 株式会社港電気商会有限会社川藤電気 有限会社南電気工業社 株式会社小林産業

99.1%

(消費税額) 548,200 (消費税額) 429,000 令和02年9月11日

有限会社能美
電気

黒川 6,030,200 (税込) 4,719,000 (税込) ～
有教学第107号
令和2年度　曲川小学校屋
内運動場照明改修工事

5,482,000 (税抜) 4,290,000 (税抜) 令和02年7月14日

株式会社佐電工 株式会社九電工有限会社南電気工業社 株式会社小林産業 有限会社川藤電気

78.3%

(消費税額) 218,000 (消費税額) 164,000 令和02年9月10日

株式会社九電
工

黒川 2,398,000 (税込) 1,804,000 (税込) ～

令和2年度　歴史と文化の森公園
管理事業
焱の博記念堂PAC-2ビルマルチ空
調機更新工事

2,180,000 (税抜) 1,640,000 (税抜) 令和02年7月10日

株式会社佐電工 株式会社九電工

堤電気株式会社

株式会社松村電機製作所 株式会社サンケン・エンジニアリング 辞退 株式会社西日本企画サービス 辞退

75.2%

(消費税額) 4,137,000 (消費税額) 3,900,000 令和02年12月25日

令和02年7月14日

株式会社松村
電機製作所

黒川 45,507,000 (税込) 42,900,000 (税込) ～

令和2年度　歴史と文化の森公園
管理事業
焱の博記念堂文化ホール舞台調光
盤設備デジタル化更新工事

41,370,000 (税抜) 39,000,000 (税抜)

株式会社下建設 株式会社西有田土木

有限会社川口工務店

株式会社有田建設 泰和興産株式会社 辞退 株式会社小林産業

94.3%

(消費税額) 221,000 (消費税額) 215,000 令和02年7月31日

令和02年7月10日

株式会社西有
田土木

広瀬 2,431,000 (税込) 2,365,000 (税込) ～
令和2年度　有田町西不燃
物捨場造成等工事

2,210,000 (税抜) 2,150,000 (税抜)

株式会社古賀建設 大和舗道株式会社

川原建設株式会社

株式会社下建設 西部道路株式会社 黒木建設株式会社

97.3%

(消費税額) 295,000 (消費税額) 288,000 令和02年10月30日

3,245,000 (税込) 3,168,000 (税込) ～ 97.6%

業者名 落札率％
令和2年度　公共施設等適正管理
推進事業
一級町道本村・楠木原線舗装修繕
工事

2,950,000 (税抜) 2,880,000 (税抜) 令和02年7月14日

大和舗道株式
会社

上本・舞原

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 2 7 8

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 2 7 8



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。

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 2 7 8

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 2 7 8

平均 93.1%

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

岩忠建設株式会社 有限会社川口工務店

(消費税額) 186,000 (消費税額) 183,000 令和02年8月28日

有限会社川口
工務店

戸杓 2,046,000 (税込) 2,013,000 (税込) ～
有下浄第15号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第15号工事

1,860,000 (税抜) 1,830,000 (税抜) 令和02年7月10日

岩忠建設株式会社 有限会社川口工務店

98.4%

(消費税額) 122,000 (消費税額) 120,000 令和02年8月28日

岩忠建設株式
会社

代々木 1,342,000 (税込) 1,320,000 (税込) ～

株式会社コスモエンジニアリング

有下浄第14号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第14号工事

1,220,000 (税抜) 1,200,000 (税抜) 令和02年7月10日

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

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 辞退

98.4%

(消費税額) 85,000 (消費税額) 80,000 令和02年8月12日

九州技術開発
株式会社

本町 935,000 (税込) 880,000 (税込) ～

令和2年度　社会資本整備総合交
付金事業
町道南原原宿線建物補償費再算定
業務（その1）

850,000 (税抜) 800,000 (税抜) 令和02年7月10日

株式会社コスモエンジニアリング 株式会社日新技術コンサルタント

株式会社扶桑エンジニアリング

株式会社新英コアテクニカ 辞退 株式会社翼コンサルタント 株式会社エイブル設計

94.1%

(消費税額) 360,000 (消費税額) 340,000 令和02年9月30日

株式会社翼コ
ンサルタント

大木宿 3,960,000 (税込) 3,740,000 (税込) ～
令和2年度　農業水路等長寿命
化・防災減災事業
伊佐男地区測量設計業務委託

3,600,000 (税抜) 3,400,000 (税抜) 令和02年7月14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

94.4%

(消費税額) 938,000 (消費税額) 936,000 令和02年12月11日

松浦土建株式
会社

二ノ瀬 10,318,000 (税込) 10,296,000 (税込) ～
令和元年度（繰越）
401-110　栗原ため池　災害復
旧工事

9,380,000 (税抜) 9,360,000 (税抜) 令和02年7月14日

株式会社有田建設 辞退 株式会社下建設

株式会社小林産業

松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木

99.8%

(消費税額) 958,000 (消費税額) 945,000 令和03年1月15日

株式会社西有
田土木

泉山 10,538,000 (税込) 10,395,000 (税込) ～

有水工第21号
令和2年度泉山地区汚水枝線管
渠工事に伴う水道管布設替工
事

9,580,000 (税抜) 9,450,000 (税抜) 令和02年7月14日

株式会社下建設 株式会社西有田土木

有限会社川口工務店

株式会社有田建設 泰和興産株式会社 辞退 株式会社小林産業

98.6%

(消費税額) 329,000 (消費税額) 324,000 令和02年10月30日

株式会社西有
田土木

黒牟田 3,619,000 (税込) 3,564,000 (税込) ～

令和2年度　急傾斜地崩壊防止
事業
黒牟田地区（K-401Ⅱ-006_1）
対策事業

3,290,000 (税抜) 3,240,000 (税抜) 令和02年7月14日

株式会社ミゾタ 辞退 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 辞退 株式会社協和製作所 辞退

98.5%

(消費税額) 931,000 (消費税額) 909,000 令和03年1月29日

朝永エンジニ
アリング株式

会社
白川 10,241,000 (税込) 9,999,000 (税込) ～ 97.6%

有水工第24号
白川浄水場前次亜ポンプ更
新工事

9,310,000 (税抜) 9,090,000 (税抜) 令和02年7月14日




