
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 3 7 5

業者名 落札率％

令和3年度
赤坂体育館解体工事

11,020,000 (税抜) 10,900,000 (税抜) 令和03年7月9日
株式会社小林

産業
赤坂

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 3 7 5

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

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

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

(消費税額) 1,132,000 (消費税額等) 1,120,000 令和03年11月8日

12,152,000 (税込) 12,020,000 (税込) ～ 98.9%

(消費税額) 539,200 (消費税額) 535,000 令和03年9月30日

令和03年7月9日
松浦土建株式

会社
立部 5,931,200 (税込) 5,885,000 (税込) ～

松浦土建株式会社  有限会社岩永組 辞退

5,392,000 (税抜) 5,350,000 (税抜)

株式会社下建設 有限会社樋渡設備

株式会社小林産業 松浦土建株式会社 岩忠建設株式会社

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

99.2%
有教学第112号
令和3年度　西有田中学校　合
併処理浄化槽修繕工事

(消費税額) 201,000 (消費税額) 198,000 令和03年9月17日

令和03年7月7日
株式会社小林

産業
岩谷川内 2,211,000 (税込) 2,178,000 (税込) ～

株式会社山中建設

2,010,000 (税抜) 1,980,000 (税抜)

株式会社西有田土木 株式会社山中建設

有限会社福川設備  今泉工業株式会社 辞退 岩忠建設株式会社

株式会社有田建設 株式会社小林産業 松浦土建株式会社

98.5%
有教学第128号
令和3年度　有田中学校　駐車
場舗装補修工事

(消費税額) 405,000 (消費税額) 398,000 令和03年10月15日

西部道路株式
会社

外尾山 4,455,000 (税込) 4,378,000 (税込) ～

4,050,000 (税抜) 3,980,000 (税抜) 令和03年7月9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

98.3%
令和3年度　公共施設等適正管
理推進事業
町道外尾山9号線舗装修繕工事

(消費税額) 1,866,000 (消費税額) 1,850,000 令和03年12月24日

株式会社西有
田土木

広瀬山 20,526,000 (税込) 20,350,000 (税込) ～

18,660,000 (税抜) 18,500,000 (税抜) 令和03年7月9日

株式会社有田建設 株式会社下建設松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木

99.1%
有水工第19号
竜門浄水場取水施設改修工事

(消費税額) 207,000 (消費税額) 202,500 令和03年9月6日

有限会社樋渡
設備

戸杓 2,277,000 (税込) 2,227,500 (税込) ～

2,070,000 (税抜) 2,025,000 (税抜) 令和03年7月7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 辞退 有限会社福川設備 有限会社樋渡設備

97.8%
有水工第24号
上向ノ原2号橋水管橋取替工事

(消費税額) 272,000 (消費税額) 268,000 令和04年2月10日

株式会社有田
建設

泉山 2,992,000 (税込) 2,948,000 (税込) ～

 株式会社山中建設 辞退  今泉工業株式会社 辞退

2,720,000 (税抜) 2,680,000 (税抜) 令和03年7月7日

株式会社有田建設  株式会社下建設 辞退

 青井商事有限会社 辞退  有限会社福田管工 辞退  岩尾磁器工業株式会社 辞退

松浦土建株式会社  有限会社川口工務店 辞退 株式会社西有田土木

98.5%

有水工第26号
令和3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
（B工区）

 岩忠建設株式会社 辞退 辞退 有限会社岩崎鉄工

(消費税額) 347,000 (消費税額) 340,000 令和04年2月10日

株式会社西有
田土木

泉山 3,817,000 (税込) 3,740,000 (税込) ～

 株式会社山中建設 辞退  今泉工業株式会社 辞退

3,470,000 (税抜) 3,400,000 (税抜) 令和03年7月9日

株式会社有田建設  株式会社下建設 辞退

 青井商事有限会社 辞退  有限会社福田管工 辞退  岩尾磁器工業株式会社 辞退

松浦土建株式会社  有限会社川口工務店 辞退 株式会社西有田土木

98.0%

有水工第27号
令和3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
（C工区）

 有限会社岩崎鉄工 岩忠建設株式会社

(消費税額) 395,000 (消費税額) 392,000 令和04年2月10日

松浦土建株式
会社

泉山 4,345,000 (税込) 4,312,000 (税込) ～

 株式会社山中建設 辞退  今泉工業株式会社 辞退

3,950,000 (税抜) 3,920,000 (税抜) 令和03年7月9日

 株式会社山中建設 辞退  今泉工業株式会社 辞退 青井商事有限会社 辞退  有限会社福田管工 辞退  岩尾磁器工業株式会社 辞退

 小林産業株式会社 辞退  有限会社福川設備 辞退  有限会社樋渡設備 辞退

辞退

辞退

 小林産業株式会社

 小林産業株式会社

辞退

辞退辞退

辞退辞退

辞退辞退

辞退

 岩忠建設株式会社  有限会社岩崎鉄工

 有限会社樋渡設備

 有限会社樋渡設備

 有限会社福川設備

 有限会社福川設備

株式会社有田建設  株式会社下建設 辞退松浦土建株式会社  有限会社川口工務店 辞退 株式会社西有田土木

99.2%

有水工第29号
令和3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
（下水道単独工区）



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 3 7 5

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 3 7 5

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和3年度
稗古場大嶋邸赤絵窯実測及び測
量支援業務委託

660,000 (税抜) 660,000 (税抜) 令和03年7月7日

(消費税額) 66,000 (消費税額) 66,000 令和03年9月30日

株式会社埋蔵
文化財サポー
トシステム

稗古場 726,000 (税込) 726,000 (税込) ～ 100.0%

有教学第110号
令和3年度　有田中学校　給食
室ダクト等清掃業務

1,110,000 (税抜) 1,110,000 (税抜) 令和03年7月7日

株式会社とっぺん 株式会社埋蔵文化財サポートシステム 株式会社島田組

100.0%
(消費税額) 111,000 (消費税額) 111,000 令和03年8月25日

株式会社丸新岩谷川内 1,221,000 (税込) 1,221,000 (税込) ～

有教学第111号
令和3年度　曲川小学校　給食
室ダクト等清掃業務

719,000 (税抜) 710,000 (税抜) 令和03年7月7日

株式会社丸新 株式会社マベック 有限会社イーテック

98.7%
(消費税額) 71,900 (消費税額) 71,000 令和03年8月25日

株式会社丸新黒川 790,900 (税込) 781,000 (税込) ～

有田町リサイクルプラザ長寿命
化等総合計画策定業務委託

5,000,000 (税抜) 4,400,000 (税抜) 令和03年7月9日

株式会社丸新 株式会社マベック 有限会社イーテック

88.0%
(消費税額) 500,000 (消費税額) 440,000 令和04年3月18日

株式会社エイ
ト日本技術開

発
町内 5,500,000 (税込) 4,840,000 (税込) ～

令和3年度
有田町公共下水道ポンプ場ポン
プ設備（№2ポンプ）保守点検
業務

3,530,000 (税抜) 3,500,000 (税抜) 令和03年7月9日

株式会社日建技術コンサルタント 株式会社日水コン日本水工設計株式会社 国際航業株式会社 株式会社エイト日本技術開発

99.2%
(消費税額) 353,000 (消費税額) 350,000 令和03年10月29日

岩尾磁器工業
株式会社

南原 3,883,000 (税込) 3,850,000 (税込) ～

令和3年度　農業水路等長寿命
化・防災減災事業
健次ため池　測量設計業務

1,790,000 (税抜) 1,700,000 (税抜) 令和03年7月7日

株式会社ミゾタ 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 株式会社協和製作所

95.0%
(消費税額) 179,000 (消費税額) 170,000 令和03年10月29日

株式会社エイ
ブル設計

上内野 1,969,000 (税込) 1,870,000 (税込) ～

令和3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）　水路設
計業務

900,000 (税抜) 850,000 (税抜) 令和03年7月7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 株式会社翼コンサルタント 株式会社エイブル設計

94.4%
(消費税額) 90,000 (消費税額) 85,000 令和03年10月29日

株式会社エイ
ブル設計

広瀬 990,000 (税込) 935,000 (税込) ～

有下浄第15号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第15号工事

1,480,000 (税抜) 1,450,000 (税抜) 令和03年7月7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 株式会社翼コンサルタント 株式会社エイブル設計

98.0%
(消費税額) 148,000 (消費税額) 145,000 令和03年8月25日

松浦土建株式
会社

上山谷 1,628,000 (税込) 1,595,000 (税込) ～

有下浄第16号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第16号工事

1,270,000 (税抜) 1,240,000 (税抜) 令和03年7月7日

有限会社岩崎鉄工有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木

97.6%
(消費税額) 127,000 (消費税額) 124,000 令和03年8月25日

株式会社西有
田土木

原明 1,397,000 (税込) 1,364,000 (税込) ～

有限会社岩崎鉄工有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木



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 3 7 5

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て　

令和 3 7 5

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

有下浄第17号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第17号工事

1,480,000 (税抜) 1,450,000 (税抜) 令和03年7月7日

98.0%
(消費税額) 148,000 (消費税額) 145,000 令和03年8月25日

有限会社岩崎
鉄工

立部 1,628,000 (税込) 1,595,000 (税込) ～

有下浄第18号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第18号工事

2,360,000 (税抜) 2,310,000 (税抜) 令和03年7月7日

有限会社岩崎鉄工有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木

97.9%
(消費税額) 236,000 (消費税額) 231,000 令和03年8月25日

松浦土建株式
会社

大木宿 2,596,000 (税込) 2,541,000 (税込) ～

有下浄第19号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第19号工事

1,390,000 (税抜) 1,360,000 (税抜) 令和03年7月7日

有限会社岩崎鉄工有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木

97.8%
(消費税額) 139,000 (消費税額) 136,000 令和03年8月25日

有限会社福田
管工

大木宿 1,529,000 (税込) 1,496,000 (税込) ～

(税抜) (税抜)

有限会社岩崎鉄工有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木

(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) ～

以下余白


