
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。

入　札　結　果　に　つ　い　て

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

(消費税額) 448,000 (消費税額) 445,000 令和04年6月30日

松浦土建株式
会社

岳 4,928,000 (税込) 4,895,000 (税込) ～
令和3年度繰越
401-11一也農地　災害復旧工事

4,480,000 (税抜) 4,450,000 (税抜) 令和04年4月13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

99.3%

(消費税額) 141,000 (消費税額) 139,000 令和04年6月30日

松浦土建株式
会社

上山谷 1,551,000 (税込) 1,529,000 (税込) ～

今泉工業株式会社

令和3年度繰越
401-8昌芳農地・401-301萩ノ
尾道路　災害復旧工事

1,410,000 (税抜) 1,390,000 (税抜) 令和04年4月11日

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 株式会社山中建設

有限会社福川設備 有限会社樋渡設備 岩忠建設株式会社

98.6%

(消費税額) 207,000 (消費税額) 203,000 令和04年7月7日

有限会社岩崎
鉄工

広瀬山 2,277,000 (税込) 2,233,000 (税込) ～

令和4年度　水道事業　有水工
第7号
竜門浄水場送水ポンプ分解整備
工事

2,070,000 (税抜) 2,030,000 (税抜) 令和04年4月11日

 株式会社佐電工 辞退  堤電気株式会社 辞退  株式会社九電工 辞退

98.1%

(消費税額) 3,827,000 (消費税額) 令和04年12月23日

白川 42,097,000 (税込) (税込) ～
令和4年度　有水工第6号
白川取水設備更新事業（電気計
装設備工事）

38,270,000 (税抜) (税抜) 令和04年4月13日

 株式会社有田建設 辞退  株式会社下建設 辞退

 株式会社小林産業 辞退

 松浦土建株式会社 辞退  有限会社川口工務店 辞退  株式会社西有田土木 辞退

(消費税額) 2,460,000 (消費税額) 令和04年12月23日

白川 27,060,000 (税込) (税込) ～
令和4年度　有水工第5号
白川取水設備更新事業（配管及
び付帯工事）

24,600,000 (税抜) (税抜) 令和04年4月13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

(消費税額) 2,081,000 (消費税額) 1,998,000 令和04年12月23日

岩尾磁器工業
株式会社

白川 22,891,000 (税込) 21,978,000 (税込) ～
令和4年度　有水工第4号
白川取水設備更新事業（ポンプ
設備工事）

20,810,000 (税抜) 19,980,000 (税抜) 令和04年4月13日

有限会社川口工務店株式会社小林産業 株式会社西有田土木 株式会社岩忠建設

96.0%

(消費税額) 2,602,000 (消費税額) 2,590,000 令和04年12月23日

令和04年4月13日

株式会社西有
田土木

白川 28,622,000 (税込) 28,490,000 (税込) ～

令和4年度　有水工第3号
白川取水設備更新事業（取水設
備改修・ポンプ室築造解体工
事）

26,020,000 (税抜) 25,900,000 (税抜)

株式会社ミゾタ 朝永エンジニアリング株式会社

日本原料株式会社 西戸崎興産株式会社

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

99.5%

82.4%
(消費税額) 255,000 (消費税額) 210,087 令和04年8月31日

令和04年4月11日

西戸崎興産株
式会社

岳 2,805,000 (税込) 2,310,957 (税込) ～

99.8%

業者名 落札率％
令和4年度　水道事業　有水工
第1号
町道南原45・46号線水道管布設
替工事

12,480,000 (税抜) 12,450,000 (税抜) 令和04年4月13日

松浦土建株式
会社

南原

令和4年度　水道事業　有水工
第2号
岳浄水場緩速ろ過池ろ材入替工
事

2,550,000 (税抜) 2,100,870 (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

令和 4 4 7

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 4 4 7

(消費税額) 1,248,000 (消費税額) 1,245,000 令和04年8月31日

13,728,000 (税込) 13,695,000 (税込) ～

不調

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。

入　札　結　果　に　つ　い　て

業者名 落札率％

令和 4 4 7

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和 4 4 7

 中島商事株式会社 辞退 株式会社イシマル

 株式会社学映システム 辞退

 株式会社ソアー 辞退  リコージャパン株式会社 辞退  株式会社チワタ 辞退

(消費税額) 2,088,000 (消費税額) 令和09年8月31日

町内 22,968,000 (税込) (税込) ～
令和4年度
有田町小中学校高速複合機賃貸
借

20,880,000 (税抜) (税抜) 令和04年4月13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 公益社団法人長崎県食品衛生協会

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

(消費税額) 524,000 (消費税額) 360,000 令和05年3月24日

西部環境調査
株式会社

町内 5,764,000 (税込) 3,960,000 (税込) ～
有水工第10号
令和4年度　上水道水質検査業
務

5,240,000 (税抜) 3,600,000 (税抜) 令和04年4月13日

株式会社コスモエンジニアリング 日本建設技術株式会社

国土防災技術株式会社 株式会社扶桑エンジニアリング

玉野総合コンサルタント株式会社 株式会社精工コンサルタント 株式会社エイト日本技術開発

68.7%

(消費税額) 445,000 (消費税額) 395,000 令和04年9月30日

株式会社エイ
ト日本技術開

発
黒牟田 4,895,000 (税込) 4,345,000 (税込) ～

令和3年度（繰越）
有田町大規模盛土造成地変動予
測調査（第二次スクリーニング
計画）

4,450,000 (税抜) 3,950,000 (税抜) 令和04年4月13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

88.8%

(消費税額) 108,000 (消費税額) 95,700 令和05年3月24日

株式会社環境
衛生科学研究

所
戸杓・戸矢 1,188,000 (税込) 1,052,700 (税込) ～

令和4年度　クリーンパーク運
営事業
クリーンパーク有田等各種水質
検査業務委託

1,080,000 (税抜) 957,000 (税抜) 令和04年4月11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

88.6%

(消費税額) 105,600 (消費税額) 80,000 令和04年8月31日

株式会社太平
環境科学セン

ター
戸杓・戸矢 1,161,600 (税込) 880,000 (税込) ～

令和4年度　クリーンパーク運
営事業
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

1,056,000 (税抜) 800,000 (税抜) 令和04年4月11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

75.8%

(消費税額) 67,600 (消費税額) 62,100 令和05年3月24日

西部環境調査
株式会社

町内6箇所 743,600 (税込) 683,100 (税込) ～
令和4年度　公害対策総務事業
有田町河川水質測定検査業務委
託

676,000 (税抜) 621,000 (税抜) 令和04年4月11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

91.9%

(消費税額) 236,000 (消費税額) 234,000 令和04年11月30日

株式会社山中
建設

山本・広瀬山 2,596,000 (税込) 2,574,000 (税込) ～
令和3年度繰越
401-6正文農地・401-103松尾
口ため池　災害復旧工事

2,360,000 (税抜) 2,340,000 (税抜) 令和04年4月11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

99.2%

(消費税額) 337,000 (消費税額) 335,000 令和04年6月30日

岩忠建設株式
会社

岳 3,707,000 (税込) 3,685,000 (税込) ～
令和3年度繰越
401-12真澄農地　災害復旧工事

3,370,000 (税抜) 3,350,000 (税抜) 令和04年4月13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

99.4%

(消費税額) 462,000 (消費税額) 457,000 令和04年6月30日

有限会社川口
工務店

岳 5,082,000 (税込) 5,027,000 (税込) ～ 98.9%
令和3年度繰越
401-13裕男農地　災害復旧工事

4,620,000 (税抜) 4,570,000 (税抜) 令和04年4月13日

不成立


