
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。

日本乾溜工業株式会社 ロードライン株式会社  株式会社佐賀シンコー 辞退

94.0%
(消費税額) 1,500,000 (消費税額) 1,410,000 令和03年3月5日

日本乾溜工業
株式会社

桑古場ほか 16,500,000 (税込) 15,510,000 (税込) ～

令和元年度（繰越）　社会資本
整備総合交付金事業
町道桑古場13号線ほか5路線交
通安全対策工事

15,000,000 (税抜) 14,100,000 (税抜) 令和02年11月10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

99.9%
(消費税額) 2,724,000 (消費税額) 2,722,000 令和03年3月19日

松浦土建株式
会社

下本 29,964,000 (税込) 29,942,000 (税込) ～

令和元年度（繰越）　社会資本
整備総合交付金事業
町道北下原・岩山線交通安全対
策工事

27,240,000 (税抜) 27,220,000 (税抜) 令和02年11月10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

99.4%
(消費税額) 1,488,000 (消費税額) 1,479,000 令和03年3月19日

有限会社川口
工務店

原明 16,368,000 (税込) 16,269,000 (税込) ～

令和2年度　社会資本整備総合
交付金事業
町道井手平8号線道路改良（3
期）工事

14,880,000 (税抜) 14,790,000 (税抜) 令和02年11月10日

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

98.2%
(消費税額) 900,000 (消費税額) 884,000 令和03年2月12日

黒木建設株式
会社

山谷牧 9,900,000 (税込) 9,724,000 (税込) ～

令和元年度（繰越）　社会資本
整備総合交付金事業
二級町道整地・平瀬線交通安全
対策工事（2工区）

9,000,000 (税抜) 8,840,000 (税抜) 令和02年11月10日

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

98.5%
(消費税額) 893,000 (消費税額) 880,000 令和03年2月12日

川原建設株式
会社

山谷牧 9,823,000 (税込) 9,680,000 (税込) ～

令和元年度（繰越）　社会資本
整備総合交付金事業
二級町道整地・平瀬線交通安全
対策工事（1工区）

8,930,000 (税抜) 8,800,000 (税抜) 令和02年11月10日

株式会社有田建設 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

99.3%
(消費税額) 584,000 (消費税額) 580,000 令和03年1月15日

松浦土建株式
会社

下本 6,424,000 (税込) 6,380,000 (税込) ～
有水工第35号
町道北下原・岩山線　舗装打替
工事に伴う配水管布設替工事

5,840,000 (税抜) 5,800,000 (税抜) 令和02年11月10日

 株式会社山中建設 辞退  株式会社有田建設 辞退 有限会社佐々木建築 辞退  今泉工業株式会社 辞退  泰和興産株式会社 辞退

(消費税額) 258,000 (消費税額) 令和02年12月14日

令和02年11月6日

立部 2,838,000 (税込) (税込) ～
令和2年度　旧医師住宅3号棟改
修工事

2,580,000 (税抜) (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

98.5%
(消費税額) 1,882,000 (消費税額) 1,853,000 令和03年2月19日

令和02年11月10日

株式会社古賀
建設

上本 20,702,000 (税込) 20,383,000 (税込) ～

令和元年度（繰越）　社会資本
整備総合交付金事業
二級町道下舞原・松葉線舗装工
事

18,820,000 (税抜) 18,530,000 (税抜)

株式会社九電工 株式会社佐電工 松尾工業株式会社

(消費税額) 8,104,000 (消費税額) 7,900,000 令和03年10月29日

89,144,000 (税込) 86,900,000 (税込) ～ 97.5%

業者名 落札率％

令和2年度　有田赤坂球場改
築　電気・機械設備工事

81,040,000 (税抜) 79,000,000 (税抜) 令和02年12月1日

株式会社佐電
工

赤坂

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 2 11 4

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 2 11 4

不調



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 11 4

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 2 11 4

九州日野自動車株式会社 佐賀トヨペット株式会社 カーライフ信栄  有限会社川端自動車工業 辞退

81.2%
(消費税額) 805,830 (消費税額) 653,997 令和03年3月23日

九州日野自動
車株式会社

立部 8,928,411 (税込) 7,249,426 (税込) ～
令和2年度　有田町マイクロバ
ス購入

8,122,581 (税抜) 6,595,429 (税抜) 令和02年11月27日

 有限会社イマリ美装工業 辞退エニム長崎 株式会社下建設  株式会社三和美装 辞退

82.8%
(消費税額) 183,000 (消費税額) 151,540 令和03年1月8日

エニム長崎黒川 2,013,000 (税込) 1,666,940 (税込) ～
有教学第248号
令和2年度　曲川小学校体育館
床研磨及び塗装修繕業務

1,830,000 (税抜) 1,515,400 (税抜) 令和02年11月6日

株式会社学映システム  伊万里情報センター株式会社 辞退西日本電信電話株式会社 リコージャパン株式会社 株式会社イシマル 辞退

55.6%
(消費税額) 1,457,300 (消費税額) 810,000 令和03年3月29日

西日本電信電
話株式会社

白川ほか 16,030,300 (税込) 8,910,000 (税込) ～
令和2年度　有田町内小中学校
電子黒板用パソコン整備業務

14,573,000 (税抜) 8,100,000 (税抜) 令和02年11月10日

 株式会社学映システム 辞退  伊万里情報センター株式会社 辞退西日本電信電話株式会社 リコージャパン株式会社 株式会社イシマル

68.9%
(消費税額) 3,601,100 (消費税額) 2,480,000 令和03年3月29日

リコージャパ
ン株式会社

白川ほか 39,612,100 (税込) 27,280,000 (税込) ～

株式会社コスモエンジニアリング

令和2年度　有田町内小中学校
電子黒板整備業務

36,011,000 (税抜) 24,800,000 (税抜) 令和02年11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

94.7%
(消費税額) 95,000 (消費税額) 90,000 令和02年12月25日

株式会社建匠
コンサルタン

ト
南原 1,045,000 (税込) 990,000 (税込) ～

令和2年度　社会資本整備総合
交付金事業
町道南原原宿線立木調査業務

950,000 (税抜) 900,000 (税抜) 令和02年11月6日

伊万里西松浦森林組合 株式会社伊万里木材市場

99.2%
(消費税額) 126,000 (消費税額) 125,000 令和03年3月17日

伊万里西松浦
森林組合

楠木原 1,386,000 (税込) 1,375,000 (税込) ～
令和2年度　森林経営管理意向
調査等業務委託

1,260,000 (税抜) 1,250,000 (税抜) 令和02年11月6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

99.8%
(消費税額) 2,727,000 (消費税額) 2,722,000 令和03年3月26日

松浦土建株式
会社

広瀬 29,997,000 (税込) 29,942,000 (税込) ～

令和2年度　地域農業水利施設
ストックマネジメント事業
有田Ⅱ地区　井手行頭首工改修
工事

27,270,000 (税抜) 27,220,000 (税抜) 令和02年11月10日

株式会社ミゾタ  朝永エンジニアリング株式会社 辞退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

98.0%
(消費税額) 488,000 (消費税額) 478,000 令和03年2月26日

株式会社ミゾ
タ

下本 5,368,000 (税込) 5,258,000 (税込) ～

令和2年度　地域農業水利施設
ストックマネジメント事業
有田地区　黒川頭首工揚水機補
修工事

4,880,000 (税抜) 4,780,000 (税抜) 令和02年11月10日

株式会社アイワ 株式会社ミゾタ 株式会社協和製作所

(消費税額) 241,000 (消費税額) 236,000 令和03年2月26日

株式会社協和
製作所

下山谷 2,651,000 (税込) 2,596,000 (税込) ～ 97.9%

令和2年度　地域農業水利施設
ストックマネジメント事業
有田地区　唐船頭首工取水ゲー
ト補修工事

2,410,000 (税抜) 2,360,000 (税抜) 令和02年11月6日



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 11 4

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 2 11 4

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜)

舘林晃文堂 早田株式会社 有限会社三栄商事

88.2%
(消費税額) 131,300 (消費税額) 115,800 令和03年1月29日

有限会社三栄
商事

泉山・立部 1,444,300 (税込) 1,273,800 (税込) ～令和2年度　防災対策備品購入

1,313,000 (税抜) 1,158,000 (税抜) 令和02年11月6日

以下余白


