
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。令和 2 11 19

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 19

(消費税額) 449,000 (消費税額) 445,000 令和03年1月29日

4,939,000 (税込) 4,895,000 (税込) ～ 99.1%

業者名 落札率％

有水工第57号
町道ズウメキ・戸杓線給水管布
設替工事

4,490,000 (税抜) 4,450,000 (税抜) 令和02年11月26日

有限会社福川
設備

原明

有水工第60号
町道井手平8号線水道管布設工
事（2工区）

3,130,000 (税抜) 3,070,000 (税抜)

有限会社岩崎鉄工 青井商事有限会社

有限会社福田管工 岩尾磁器工業株式会社 株式会社山中建設

有限会社福川設備 有限会社樋渡設備 岩忠建設株式会社

98.1%
(消費税額) 313,000 (消費税額) 307,000 令和03年3月19日

令和02年11月26日

岩忠建設株式
会社

原明 3,443,000 (税込) 3,377,000 (税込) ～

有下水第23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）
有田町公共下水道水質浄化センター回分槽設備
（曝気装置No.1-1A）更新工事

12,510,000 (税抜) 12,250,000 (税抜)

有限会社岩崎鉄工 青井商事有限会社

有限会社福田管工 岩尾磁器工業株式会社 株式会社山中建設

有限会社福川設備 有限会社樋渡設備 岩忠建設株式会社

97.9%
(消費税額) 1,251,000 (消費税額) 1,225,000 令和03年3月22日

令和02年11月26日

岩尾磁器工業
株式会社

黒牟田 13,761,000 (税込) 13,475,000 (税込) ～

令和2年度　農業集落排水事業
（機能強化）
楠木原地区　汚水処理施設更新
第2号工事

3,730,000 (税抜) 3,620,000 (税抜) 令和02年11月26日

 メタウォーター株式会社 辞退  住友重機械エンバイロメント株式会社 辞退岩尾磁器工業株式会社  日立造船株式会社 辞退 新明和工業株式会社

97.1%
(消費税額) 373,000 (消費税額) 362,000 令和03年3月15日

岩尾磁器工業
株式会社

楠木原 4,103,000 (税込) 3,982,000 (税込) ～

令和元年度（繰越）　社会資本整
備総合交付金事業
一級町道上内野線他1路線交通安
全対策工事

8,370,000 (税抜) 8,200,000 (税抜) 令和02年11月26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) 837,000 (消費税額) 820,000 令和03年2月22日

西部道路株式
会社

上内野・原明 9,207,000 (税込) 9,020,000 (税込) ～

令和2年度　公共施設等適正管理
推進事業
一級町道多々良元・穂波ノ尾線舗
装修繕工事

8,710,000 (税抜) 8,650,000 (税抜) 令和02年11月26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 辞退 西部道路株式会社 黒木建設株式会社

99.3%
(消費税額) 871,000 (消費税額) 865,000 令和03年2月22日

株式会社古賀
建設

黒牟田 9,581,000 (税込) 9,515,000 (税込) ～

令和2年度　公共施設等適正管理
推進事業
一級町道大木・蔵宿線他1路線舗
装修繕工事

14,020,000 (税抜) 13,800,000 (税抜) 令和02年11月26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 辞退 西部道路株式会社 黒木建設株式会社

98.4%
(消費税額) 1,402,000 (消費税額) 1,380,000 令和03年3月19日

大和舗道株式
会社

大木宿・蔵宿 15,422,000 (税込) 15,180,000 (税込) ～

令和2年度　社会資本整備総合交
付金事業
一級町道広瀬山・住吉線道路法面
補修工事

20,390,000 (税抜) 20,290,000 (税抜) 令和02年11月26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 辞退 西部道路株式会社 黒木建設株式会社

99.5%
(消費税額) 2,039,000 (消費税額) 2,029,000 令和03年3月19日

有限会社川口
工務店

広瀬山 22,429,000 (税込) 22,319,000 (税込) ～

令和2年度　町単独事業
外尾山3号線道路改良工事

8,850,000 (税抜) 8,800,000 (税抜) 令和02年11月26日

 株式会社下建設 辞退 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 株式会社小林産業

99.4%
(消費税額) 885,000 (消費税額) 880,000 令和03年3月25日

松浦土建株式
会社

外尾山 9,735,000 (税込) 9,680,000 (税込) ～

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



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 11 19

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 19

業者名 落札率％
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
（給・排気設備）工事

18,630,000 (税抜) (税抜) 令和02年11月26日

(消費税額) 1,863,000 (消費税額) 令和03年3月26日

広瀬 20,493,000 (税込) (税込) ～

令和2年度　土地改良施設維持
管理適正化事業
中ノ川内（上）地区　ため池補
修工事

3,060,000 (税抜) (税抜) 令和02年11月26日

 株式会社佐電工 辞退  堤電気株式会社 辞退  株式会社九電工 辞退

(消費税額) 306,000 (消費税額) 令和03年3月26日

原明 3,366,000 (税込) (税込) ～

令和2年度　旧医師住宅2号棟・
5号棟解体工事

3,830,000 (税抜) 3,780,000 (税抜) 令和02年11月26日

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

98.7%
(消費税額) 383,000 (消費税額) 378,000 令和03年3月5日

泰和興産株式
会社

立部 4,213,000 (税込) 4,158,000 (税込) ～

令和2年度　有田町内小中学校
DNSレイヤーセキュリティー
サービス導入業務

5,862,000 (税抜) 2,980,000 (税抜) 令和02年11月26日

株式会社小林産業 有限会社川口工務店

岩忠建設株式会社 株式会社山中建設  株式会社下建設 辞退

株式会社西有田土木 泰和興産株式会社 株式会社有田建設

50.8%
(消費税額) 586,200 (消費税額) 298,000 令和03年1月8日

西日本電信電
話株式会社

白川ほか 6,448,200 (税込) 3,278,000 (税込) ～

松浦土建株式会社  有限会社岩永組 辞退

令和2年度　焱の博記念堂　映
像配信用機器購入

3,347,000 (税抜) (税抜) 令和02年11月26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 辞退  株式会社イシマル 辞退

(消費税額) 334,700 (消費税額) 令和03年2月26日

黒川 3,681,700 (税込) (税込) ～

令和2年度　災害用ポータブル
電源購入

1,592,000 (税抜) 1,560,000 (税抜) 令和02年11月24日

株式会社イシマル  中島商事株式会社 辞退 舘林晃文堂 辞退  早田株式会社 辞退  有限会社三栄商事 辞退

98.0%
(消費税額) 159,200 (消費税額) 156,000 令和03年3月23日

株式会社
AQUAPASS

立部 1,751,200 (税込) 1,716,000 (税込) ～

有下浄第24号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第24号工事

1,650,000 (税抜) 1,610,000 (税抜) 令和02年11月24日

株式会社AQUAPASS 日本乾溜工業株式会社 西部消防株式会社

97.6%
(消費税額) 165,000 (消費税額) 161,000 令和03年1月12日

株式会社小林
産業

広瀬 1,815,000 (税込) 1,771,000 (税込) ～

有下浄第25号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第25号工事

1,830,000 (税抜) 1,780,000 (税抜) 令和02年11月24日

松浦土建株式会社 有限会社福田管工 株式会社小林産業

97.3%
(消費税額) 183,000 (消費税額) 178,000 令和03年1月12日

有限会社福田
管工

二ノ瀬 2,013,000 (税込) 1,958,000 (税込) ～

有下浄第26号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第26号工事

1,370,000 (税抜) 1,340,000 (税抜) 令和02年11月24日

松浦土建株式会社 有限会社福田管工 株式会社小林産業

97.8%
(消費税額) 137,000 (消費税額) 134,000 令和03年1月12日

岩忠建設株式
会社

代々木 1,507,000 (税込) 1,474,000 (税込) ～

株式会社小林産業松浦土建株式会社 岩忠建設株式会社 有限会社福田管工

平均 96.0%

不調

不調

不調（不成立）



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 11 19

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 19

業者名 落札率％

有下浄第27号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第27号工事

1,440,000 (税抜) 1,410,000 (税抜) 令和02年11月24日

97.9%
(消費税額) 144,000 (消費税額) 141,000 令和03年1月12日

松浦土建株式
会社

桑木原 1,584,000 (税込) 1,551,000 (税込) ～

有下浄第28号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第28号工事

1,420,000 (税抜) 1,405,000 (税抜) 令和02年11月24日

株式会社小林産業松浦土建株式会社 岩忠建設株式会社 有限会社福田管工

98.9%
(消費税額) 142,000 (消費税額) 140,500 令和03年1月12日

岩忠建設株式
会社

原明 1,562,000 (税込) 1,545,500 (税込) ～

有下浄第29号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第29号工事

1,390,000 (税抜) 1,362,000 (税抜) 令和02年11月24日

有限会社樋渡設備 有限会社岩崎鉄工 岩忠建設株式会社

98.0%
(消費税額) 139,000 (消費税額) 136,200 令和03年1月12日

株式会社山中
建設

下山谷 1,529,000 (税込) 1,498,200 (税込) ～

有下浄第30号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第30号工事

1,850,000 (税抜) 1,810,000 (税抜) 令和02年11月24日

岩忠建設株式会社有限会社樋渡設備 有限会社岩崎鉄工 株式会社山中建設

97.8%
(消費税額) 185,000 (消費税額) 181,000 令和03年1月12日

有限会社岩崎
鉄工

舞原 2,035,000 (税込) 1,991,000 (税込) ～

有下浄第31号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第31号工事

1,440,000 (税抜) 1,410,000 (税抜) 令和02年11月24日

有限会社樋渡設備 有限会社岩崎鉄工 株式会社山中建設

97.9%
(消費税額) 144,000 (消費税額) 141,000 令和03年1月12日

有限会社岩崎
鉄工

上内野 1,584,000 (税込) 1,551,000 (税込) ～

有下浄第32号
令和2年度　浄化槽市町村整備
推進事業第32号工事

1,760,000 (税抜) 1,724,000 (税抜) 令和02年11月24日

有限会社樋渡設備 有限会社岩崎鉄工 株式会社山中建設

98.0%
(消費税額) 176,000 (消費税額) 172,400 令和03年1月12日

株式会社山中
建設

黒川 1,936,000 (税込) 1,896,400 (税込) ～

(税抜) (税抜)

有限会社樋渡設備 有限会社岩崎鉄工 株式会社山中建設

(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) ～

以下余白


