
年 月 日

年 月 日 に実施した入札の結果については以下のとおりです。

松浦土建株式会社 有限会社樋渡設備 有限会社福田管工

97.2%
(消費税額) 144,000 (消費税額) 140,000 令和03年12月15日

有限会社福田
管工

北ノ川内 1,584,000 (税込) 1,540,000 (税込) ～
有下浄第29号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第29号工事

1,440,000 (税抜) 1,400,000 (税抜) 令和03年10月27日

松浦土建株式会社 有限会社樋渡設備 有限会社福田管工

97.9%
(消費税額) 142,000 (消費税額) 139,000 令和03年12月15日

有限会社樋渡
設備

二ノ瀬 1,562,000 (税込) 1,529,000 (税込) ～
有下浄第28号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第28号工事

1,420,000 (税抜) 1,390,000 (税抜) 令和03年10月27日

松浦土建株式会社 有限会社樋渡設備 有限会社福田管工

97.9%
(消費税額) 144,000 (消費税額) 141,000 令和03年12月15日

松浦土建株式
会社

原明 1,584,000 (税込) 1,551,000 (税込) ～
有下浄第27号
令和3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03年10月27日

 株式会社キシヤ 辞退 株式会社グリット西部消防株式会社  株式会社ムトウ 辞退 山下医科器械株式会社

79.5%
(消費税額) 100,300 (消費税額) 79,740 令和03年11月25日

西部消防株式
会社

幸平、本町、泉山 1,103,300 (税込) 877,140 (税込) ～
令和3年度　自動体外式除細動
器（AED)購入

1,003,000 (税抜) 797,400 (税抜) 令和03年10月27日

株式会社環境開発 管清工業株式会社黒木建設株式会社 株式会社創建  株式会社富士建設 辞退

94.9%
(消費税額) 4,153,000 (消費税額) 3,940,000 令和04年2月25日

株式会社環境
開発

南原・丸尾 45,683,000 (税込) 43,340,000 (税込) ～

有下水第23号
令和3年度　社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全交付金）
有田町公共下水道管路施設(汚水幹線）管渠
更生工事

41,530,000 (税抜) 39,400,000 (税抜) 令和03年10月29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

98.9%
(消費税額) 629,000 (消費税額) 622,000 令和04年2月25日

大和舗道株式
会社

戸矢 6,919,000 (税込) 6,842,000 (税込) ～
令和3年度　公共施設等適正管
理推進事業
町道戸矢33号線舗装修繕工事

6,290,000 (税抜) 6,220,000 (税抜) 令和03年10月29日

 株式会社下建設 辞退  株式会社西有田土木 辞退
 有限会社川口工務店 辞退

 株式会社有田建設 辞退  泰和興産株式会社 辞退  株式会社小林産業 辞退

(消費税額) 1,533,000 (消費税額) 令和04年3月25日

令和03年10月29日

岩谷川内 16,863,000 (税込) (税込) ～

令和3年度　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
面補修工事

15,330,000 (税抜) (税抜)

株式会社古賀建設 川原建設株式会社株式会社小林産業 今泉工業株式会社 黒木建設株式会社

97.7%
(消費税額) 522,100 (消費税額) 510,000 令和04年1月31日

令和03年10月29日

今泉工業株式
会社

黒川 5,743,100 (税込) 5,610,000 (税込) ～
有教学第262号
令和3年度　曲川小学校
管理棟屋根他　防水工事

5,221,000 (税抜) 5,100,000 (税抜)

有限会社南電気工業社 株式会社小林産業 有限会社川藤電気

(消費税額) 290,000 (消費税額) 272,000 令和04年1月28日

3,190,000 (税込) 2,992,000 (税込) ～ 93.8%

業者名 落札率％
有教学第260号
令和3年度　有田中学校
高圧受電設備部品等取替修繕工
事

2,900,000 (税抜) 2,720,000 (税抜) 令和03年10月29日

有限会社南電
気工業社

岩谷川内

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 3 10 25

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 3 10 25

不調



年 月 日

年 月 日 に実施した入札の結果については以下のとおりです。

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 3 10 25

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 3 10 25

有限会社福川設備 有限会社福田管工 有限会社川口工務店

97.9%
(消費税額) 144,000 (消費税額) 141,000 令和03年12月15日

有限会社川口
工務店

舞原 1,584,000 (税込) 1,551,000 (税込) ～
有下浄第33号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第33号工事

1,440,000 (税抜) 1,410,000 (税抜) 令和03年10月27日

有限会社福川設備 有限会社福田管工 有限会社川口工務店

97.9%
(消費税額) 189,000 (消費税額) 185,000 令和03年12月15日

有限会社川口
工務店

戸矢 2,079,000 (税込) 2,035,000 (税込) ～
有下浄第32号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第32号工事

1,890,000 (税抜) 1,850,000 (税抜) 令和03年10月27日

有限会社福川設備 有限会社福田管工 有限会社川口工務店

97.9%
(消費税額) 144,000 (消費税額) 141,000 令和03年12月15日

有限会社福川
設備

広瀬 1,584,000 (税込) 1,551,000 (税込) ～
有下浄第31号
令和3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03年10月27日

有限会社樋渡設備 有限会社福田管工 有限会社川口工務店

(消費税額) 191,000 (消費税額) 186,000 令和03年12月15日

有限会社福田
管工

岳 2,101,000 (税込) 2,046,000 (税込) ～ 97.4%
有下浄第30号
令和3年度　浄化槽市町村整備
推進事業　第30号工事

1,910,000 (税抜) 1,860,000 (税抜) 令和03年10月27日


