
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 3 4 6

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 3 4 6

(消費税額) 968,000 (消費税額) 958,000 令和03年9月30日

10,648,000 (税込) 10,538,000 (税込) ～ 99.0%

業者名 落札率％

有水工第1号
県道伊万里有田線水道管布設工
事（3工区）

9,680,000 (税抜) 9,580,000 (税抜) 令和03年4月12日

株式会社有田
建設

山谷牧

令和3年度　有田町道路維持補
修工事（その1）

9,090,000 (税抜) 9,050,000 (税抜)

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

99.6%
(消費税額) 909,000 (消費税額) 905,000 令和03年9月30日

令和03年4月12日

松浦土建株式
会社

町内 9,999,000 (税込) 9,955,000 (税込) ～

令和3年度　町単独事業
中樽42号線道路改良工事

5,210,000 (税抜) 5,160,000 (税抜)

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

99.0%
(消費税額) 521,000 (消費税額) 516,000 令和03年6月30日

令和03年4月12日

有限会社川口
工務店

大樽 5,731,000 (税込) 5,676,000 (税込) ～

2年災（繰越）　農地農業用施
設災害復旧事業
401-107日向郷ため池　災害復
旧工事

3,150,000 (税抜) 3,120,000 (税抜) 令和03年4月12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

99.0%
(消費税額) 315,000 (消費税額) 312,000 令和03年10月29日

松浦土建株式
会社

二ノ瀬 3,465,000 (税込) 3,432,000 (税込) ～

2年災（繰越）　農地農業用施
設災害復旧事業
401-203中尾水路・401-302二
ノ瀬道路　災害復旧工事

1,480,000 (税抜) 1,450,000 (税抜) 令和03年4月8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

98.0%
(消費税額) 148,000 (消費税額) 145,000 令和03年10月29日

有限会社川口
工務店

山本・二ノ瀬 1,628,000 (税込) 1,595,000 (税込) ～

令和2年度（繰越）　小路庵塀
改修工事

6,920,000 (税抜) (税抜) 令和03年4月12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

(消費税額) 692,000 (消費税額) 令和03年10月29日

上幸平 7,612,000 (税込) (税込) ～

有田町河川水質測定検査業務

628,000 (税抜) 594,000 (税抜) 令和03年4月8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

94.6%
(消費税額) 62,800 (消費税額) 59,400 令和04年3月22日

西部環境調査
株式会社

町内6箇所 690,800 (税込) 653,400 (税込) ～

クリーンパーク有田等維持管理
に伴うダイオキシン類検査業務

810,000 (税抜) 800,000 (税抜) 令和03年4月8日

株式会社微研テクノス 新栄地研株式会社

株式会社環境衛生科学研究所 株式会社太平環境科学センター

一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 西部環境調査株式会社 株式会社静環検査センター

98.8%
(消費税額) 81,000 (消費税額) 80,000 令和03年8月31日

株式会社静環
検査センター

戸杓・戸矢 891,000 (税込) 880,000 (税込) ～

クリーンパーク有田等各種水検
査業務

(税抜) (税抜) 令和03年4月8日

株式会社微研テクノス 新栄地研株式会社

株式会社環境衛生科学研究所 株式会社太平環境科学センター

一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 西部環境調査株式会社 株式会社静環検査センター

(消費税額) (消費税額)

戸杓・戸矢 (税込) (税込) ～後日再入札

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。

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 3 4 6

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 3 4 6

業者名 落札率％
令和2年度（繰越）　社会資本
整備総合交付金事業
一級町道岩開・中学校線道路法
面補修設計業務

3,100,000 (税抜) 2,900,000 (税抜) 令和03年4月12日

(消費税額) 310,000 (消費税額) 290,000 令和03年7月30日

株式会社新英
コアテクニカ

岩谷川内 3,410,000 (税込) 3,190,000 (税込) ～ 93.5%

有下水第29号
令和2年度（繰越）　社会資本
整備総合交付金事業（防災・安
全交付金）

6,200,000 (税抜) 2,800,000 (税抜) 令和03年4月12日

株式会社精工コンサルタント  日本建設技術株式会社 辞退
有限会社國見測量設計 国土防災技術株式会社

株式会社有明エンジニアリング 株式会社新英コアテクニカ 株式会社九州構造設計

45.2%
(消費税額) 620,000 (消費税額) 280,000 令和03年9月30日

九州水工設計
株式会社

丸尾・南原 6,820,000 (税込) 3,080,000 (税込) ～

令和3年度　有田町庁舎警備業
務委託

16,200,000 (税抜) 15,480,000 (税抜) 令和03年4月12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 株式会社アーバン設計  日本建設技術株式会社 辞退

95.6%
(消費税額) 1,620,000 (消費税額) 1,548,000 令和06年5月31日

株式会社中央
綜合警備保障

立部 17,820,000 (税込) 17,028,000 (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年4月8日

 ALSOK佐賀株式会社 辞退 中央警備保障株式会社

 有限会社佐世保警備 辞退

株式会社中央綜合警備保障  セコム株式会社 辞退  富士警備保障株式会社 辞退

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年4月8日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年4月8日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年4月8日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年4月8日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年4月8日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

以下余白


