
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。

株式会社山中建設株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社

(消費税額) 2,546,000 (消費税額) 2,540,000 令和03年11月30日

株式会社小林
産業

泉山 28,006,000 (税込) 27,940,000 (税込) ～
有下水第5号
令和3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）

25,460,000 (税抜) 25,400,000 (税抜) 令和03年4月26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

99.8%

(消費税額) 3,557,000 (消費税額) 3,520,000 令和03年11月30日

泰和興産株式
会社

泉山 39,127,000 (税込) 38,720,000 (税込) ～
有下水第4号
令和3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）

35,570,000 (税抜) 35,200,000 (税抜) 令和03年4月26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

99.0%

(消費税額) 4,679,000 (消費税額) 4,630,000 令和03年11月30日

株式会社西有
田土木

泉山 51,469,000 (税込) 50,930,000 (税込) ～
有下水第3号
令和3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（C工区）

46,790,000 (税抜) 46,300,000 (税抜) 令和03年4月26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

99.0%

(消費税額) 8,561,000 (消費税額) 8,470,000 令和04年1月31日

株式会社有田
建設

泉山 94,171,000 (税込) 93,170,000 (税込) ～
有下水第2号
令和3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（B工区）

85,610,000 (税抜) 84,700,000 (税抜) 令和03年4月26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

98.9%

(消費税額) 8,417,000 (消費税額) 8,330,000 令和04年1月31日

泰和興産株式
会社

泉山 92,587,000 (税込) 91,630,000 (税込) ～
有下水第1号
令和3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（A工区）

84,170,000 (税抜) 83,300,000 (税抜) 令和03年4月26日

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 有限会社川口工務店

99.0%

(消費税額) 633,000 (消費税額) 630,000 令和03年10月29日

岩忠建設株式
会社

二ノ瀬 6,963,000 (税込) 6,930,000 (税込) ～

2年災（繰越）　農地農業用施
設災害復旧事業
401-208風下水路外　災害復旧
工事

6,330,000 (税抜) 6,300,000 (税抜) 令和03年4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 西部道路株式会社 黒木建設株式会社

99.5%

(消費税額) 1,367,000 (消費税額) 1,350,000 令和03年8月31日

令和03年4月26日

大和舗道株式
会社

大木宿・立部・蔵宿 15,037,000 (税込) 14,850,000 (税込) ～

令和3年度　公共施設等適正管
理推進事業
一級町道大木・蔵宿線舗装修繕
工事

13,670,000 (税抜) 13,500,000 (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 株式会社小林産業

98.8%

(消費税額) 1,152,000 (消費税額) 1,140,000 令和03年7月30日

令和03年4月26日

株式会社西有
田土木

立部 12,672,000 (税込) 12,540,000 (税込) ～
令和2年度（繰越）　町単独事
業
中央運動公園法面補修工事

11,520,000 (税抜) 11,400,000 (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

99.0%

(消費税額) 244,000 (消費税額) 240,000 令和03年7月30日

2,684,000 (税込) 2,640,000 (税込) ～ 98.4%

業者名 落札率％

有教学第475号
令和2年度（繰越）　大山小学
校　防球ネット設置工事

2,440,000 (税抜) 2,400,000 (税抜) 令和03年4月22日

株式会社西有
田土木

大木宿

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 3 4 20

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 20



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 3 4 20

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 20

 有限会社三栄商事 辞退 株式会社イシマル アイリスオーヤマ株式会社 辞退 舘林晃文堂  早田株式会社 辞退

(消費税額) 204,000 (消費税額) 令和03年5月28日

泉山、本町、南原、大木宿、立部 2,244,000 (税込) (税込) ～

九州水工設計株式会社

令和3年度　新型コロナウイルス
感染症対応地方創生事業
顔認証型AIサーマルカメラ購入

2,040,000 (税抜) (税抜) 令和03年4月22日

株式会社新英コアテクニカ 株式会社アーバン設計

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 大和コンサル株式会社

株式会社有明エンジニアリング 日本水工設計株式会社 株式会社親和コンサルタント

(消費税額) 1,390,000 (消費税額) 1,260,000 令和03年10月29日

九州水工設計
株式会社

白川 15,290,000 (税込) 13,860,000 (税込) ～
有水工第4号
白川浄水場取水施設詳細設計業
務委託

13,900,000 (税抜) 12,600,000 (税抜) 令和03年4月26日

新栄地研株式会社 株式会社CRC食品環境衛生研究所

株式会社環境衛生科学研究所 西部環境調査株式会社

一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会 株式会社微研テクノス 株式会社太平環境科学センター

90.6%

(消費税額) 524,000 (消費税額) 295,000 令和04年3月25日

新栄地研株式
会社

町内 5,764,000 (税込) 3,245,000 (税込) ～

株式会社山中建設 今泉工業株式会社

有水工第3号
令和3年度　上水道水質検査業
務

5,240,000 (税抜) 2,950,000 (税抜) 令和03年4月26日

岩忠建設株式会社 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

株式会社小林産業 有限会社福川設備 有限会社樋渡設備

56.3%

(消費税額) 313,000 (消費税額) 298,000 令和03年5月31日

株式会社小林
産業

泉山 3,443,000 (税込) 3,278,000 (税込) ～
有水工第2号
泉山地区町道中樽1号線給水管
布設工事

3,130,000 (税抜) 2,980,000 (税抜) 令和03年4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 辞退

95.2%

(消費税額) 2,404,000 (消費税額) 令和03年10月29日

黒牟田 26,444,000 (税込) (税込) ～

有下水第30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）
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.1-2A,B）更新工事

24,040,000 (税抜) (税抜) 令和03年4月26日

株式会社山中建設株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社

(消費税額) 2,481,000 (消費税額) 2,475,000 令和03年11月30日

松浦土建株式
会社

泉山・南原 27,291,000 (税込) 27,225,000 (税込) ～
有下水第9号　令和3年度
泉山・南原地区汚水枝線管渠工
事（1工区）

24,810,000 (税抜) 24,750,000 (税抜) 令和03年4月26日

株式会社秀電社 株式会社協和製作所 辞退 株式会社ミゾタ  朝永エンジニアリング株式会社 辞退

99.8%

(消費税額) 2,966,000 (消費税額) 2,388,000 令和03年10月29日

株式会社秀電
社

泉山 32,626,000 (税込) 26,268,000 (税込) ～

有下水第8号
令和3年度　地方創生汚水処理施設整備推進
交付金事業
泉山地区マンホールポンプ設置工事（機械・
電気設備）

29,660,000 (税抜) 23,880,000 (税抜) 令和03年4月26日

株式会社山中建設株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社

80.5%

(消費税額) 989,000 (消費税額) 980,000 令和03年8月31日

有限会社川口
工務店

泉山 10,879,000 (税込) 10,780,000 (税込) ～
有下水第7号
令和3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（G工区）

9,890,000 (税抜) 9,800,000 (税抜) 令和03年4月26日

 株式会社西有田土木 辞退 株式会社下建設 辞退  株式会社有田建設 辞退  泰和興産株式会社 辞退

99.1%

(消費税額) 2,771,000 (消費税額) 令和03年11月30日

泉山 30,481,000 (税込) (税込) ～
有下水第6号
令和3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（F工区）

27,710,000 (税抜) (税抜) 令和03年4月26日

不調

不成立

不落


