
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 7 19

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 3 7 19

(消費税額) 145,100 (消費税額) 142,000 令和03年11月30日

1,596,100 (税込) 1,562,000 (税込) ～ 97.9%

業者名 落札率％

令和3年度　消防格納庫屋根等
改修工事

1,451,000 (税抜) 1,420,000 (税抜) 令和03年7月21日
株式会社山中
建設

白川

令和3年度　道路メンテナンス事
業
一級町道多々良元穂波ノ尾線(穂
波ノ尾跨線橋）橋梁保全工事

19,860,000 (税抜) 19,700,000 (税抜)

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

99.2%
(消費税額) 1,986,000 (消費税額) 1,970,000 令和03年12月10日

令和03年7月27日

株式会社有田
建設

南原 21,846,000 (税込) 21,670,000 (税込) ～

令和3年度　有田町道路維持補
修工事（その2）

4,550,000 (税抜) 4,500,000 (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

98.9%
(消費税額) 455,000 (消費税額) 450,000 令和04年1月31日

令和03年7月27日

松浦土建株式
会社

町内 5,005,000 (税込) 4,950,000 (税込) ～

令和3年度　町単独事業
町道外尾山3号線道路舗装工事

3,060,000 (税抜) 3,000,000 (税抜) 令和03年7月27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

98.0%
(消費税額) 306,000 (消費税額) 300,000 令和03年8月30日

黒木建設株式
会社

外尾山 3,366,000 (税込) 3,300,000 (税込) ～

令和3年度　有田町東出張所周
辺舗装整備工事

11,420,000 (税抜) 11,200,000 (税抜) 令和03年7月27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

98.1%
(消費税額) 1,142,000 (消費税額) 1,120,000 令和03年11月15日

西部道路株式
会社

岩谷川内 12,562,000 (税込) 12,320,000 (税込) ～

令和3年度　コミュニティ助成
事業
有田町消防団雨衣購入

1,240,000 (税抜) 1,189,000 (税抜) 令和03年7月21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 松尾建設株式会社

株式会社下建設 西部道路株式会社 黒木建設株式会社

95.9%
(消費税額) 124,000 (消費税額) 118,900 令和03年12月1日

西部消防株式
会社

南原 1,364,000 (税込) 1,307,900 (税込) ～

令和3年度　消防団積載車購入

7,269,067 (税抜) 6,856,800 (税抜) 令和03年9月17日

株式会社ヤナセ防災 株式会社ナカムラ消防化学

有限会社鹿島防災具店 辞退

西部消防株式会社 株式会社サガハツ 有限会社唐津興機

94.3%
(消費税額) 726,906 (消費税額) 685,680 令和04年2月28日

西部消防株式
会社

南原 7,995,973 (税込) 7,542,480 (税込) ～

有下浄第20号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第20号工事

1,410,000 (税抜) 1,380,000 (税抜) 令和03年7月21日

株式会社ヤナセ防災 株式会社ナカムラ消防化学

有限会社鹿島防災具店 辞退

西部消防株式会社 株式会社サガハツ 有限会社唐津興機

97.9%
(消費税額) 141,000 (消費税額) 138,000 令和03年9月8日

岩忠建設株式
会社

代々木 1,551,000 (税込) 1,518,000 (税込) ～

有下浄第21号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第21号工事

1,680,000 (税抜) 1,620,000 (税抜) 令和03年7月21日

岩忠建設株式会社 株式会社西有田土木 青井商事有限会社

96.4%
(消費税額) 168,000 (消費税額) 162,000 令和03年9月8日

青井商事有限
会社

上内野 1,848,000 (税込) 1,782,000 (税込) ～

岩忠建設株式会社 株式会社西有田土木 青井商事有限会社



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 7 19

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 3 7 19

業者名 落札率％

有下浄第22号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第22号工事

1,430,000 (税抜) 1,400,000 (税抜) 令和03年7月21日

(消費税額) 143,000 (消費税額) 140,000 令和03年9月8日

岩忠建設株式
会社

北ノ川内 1,573,000 (税込) 1,540,000 (税込) ～ 97.9%

有下浄第23号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第23号工事

1,480,000 (税抜) 1,440,000 (税抜) 令和03年7月21日

岩忠建設株式会社 株式会社西有田土木 青井商事有限会社

97.3%
(消費税額) 148,000 (消費税額) 144,000 令和03年9月8日

株式会社西有
田土木

上本 1,628,000 (税込) 1,584,000 (税込) ～

有下浄第24号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第24号工事

4,190,000 (税抜) 4,100,000 (税抜) 令和03年7月27日

岩忠建設株式会社 株式会社西有田土木 青井商事有限会社

97.9%
(消費税額) 419,000 (消費税額) 410,000 令和03年9月14日

株式会社西有
田土木

下本 4,609,000 (税込) 4,510,000 (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年7月21日

岩忠建設株式会社 株式会社西有田土木 青井商事有限会社

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年7月21日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年7月21日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年7月21日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年7月21日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～

(税抜) (税抜) 令和03年7月21日

(消費税額) (消費税額)

(税込) (税込) ～


