
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。

令和 4 5 26

業者名 落札率％

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）

26,220,000 (税抜) 26,150,000 (税抜) 令和04年6月1日
株式会社有田

建設
白川

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 5 26

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

(消費税額) 2,622,000 (消費税額) 2,615,000 令和05年3月20日

28,842,000 (税込) 28,765,000 (税込) ～ 99.7%

(消費税額) 4,086,000 (消費税額) 4,000,000 令和05年3月20日

令和04年6月1日
堤電気株式会

社
白川 44,946,000 (税込) 44,000,000 (税込) ～

40,860,000 (税抜) 40,000,000 (税抜)

株式会社佐電工 辞退 堤電気株式会社 株式会社九電工

97.9%
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）

(消費税額) 1,458,000 (消費税額) 1,450,000 令和05年2月28日

令和04年6月1日
株式会社西有

田土木
下山谷 16,038,000 (税込) 15,950,000 (税込) ～

14,580,000 (税抜) 14,500,000 (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

99.5%
有水工第26号
国道202号下山谷地区道路拡幅
工事に伴う水道管布設替工事

(消費税額) 303,000 (消費税額) 297,000 令和04年9月30日

岩尾磁器工業
株式会社

楠木原 3,333,000 (税込) 3,267,000 (税込) ～

3,030,000 (税抜) 2,970,000 (税抜) 令和04年6月1日

株式会社協和製作所 朝永エンジニアリング株式会社 辞退岩尾磁器工業株式会社 株式会社ミゾタ 株式会社アイワ

98.0%
令和4年度農業集落排水事業マ
ンホールポンプ場バックアップ
システム構築工事

(消費税額) 189,000 (消費税額) 185,000 令和04年7月18日

株式会社小林
産業

下本 2,079,000 (税込) 2,035,000 (税込) ～

1,890,000 (税抜) 1,850,000 (税抜) 令和04年5月30日

青井商事有限会社 株式会社小林産業 株式会社山中建設

97.9%
令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第7号工事

(消費税額) 791,000 (消費税額) 750,000 令和04年10月31日

国土防災技術
株式会社

黒牟田 8,701,000 (税込) 8,250,000 (税込) ～

7,910,000 (税抜) 7,500,000 (税抜) 令和04年6月1日

株式会社精工コンサルタント 日本建設技術株式会社

有限会社國見測量設計 国土防災技術株式会社

株式会社有明エンジニアリング 株式会社新英コアテクニカ 株式会社九州構造設計

94.8%

令和3年度(繰越)社会資本整備
総合交付金事業 町道宮ノ元・
伯父山線道路法面補修測量調査
業務

(消費税額) 526,000 (消費税額) 450,000 令和04年9月22日

日本建設技術
株式会社

立部 5,786,000 (税込) 4,950,000 (税込) ～

5,260,000 (税抜) 4,500,000 (税抜) 令和04年6月1日

株式会社九州構造設計 株式会社コスモエンジニアリング

朝日テクノ株式会社 株式会社アーバン設計 大和コンサル株式会社

株式会社親和コンサルタント 株式会社精工コンサルタント 日本建設技術株式会社

85.6%
令和4年度道路メンテナンス事
業　一級町道大木蔵宿線(浄源
寺橋)橋梁補修設計業務

(消費税額) 73,000 (消費税額) 22,500 令和05年3月24日

株式会社サー
ベイリサーチ

センター
南原 803,000 (税込) 247,500 (税込) ～

730,000 (税抜) 225,000 (税抜) 令和04年5月30日

株式会社ぎょうせい 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

株式会社くまもと健康支援研究所 株式会社サーベイリサーチセンター

株式会社九州みらい研究所 株式会社西日本リサーチ・センター Next-i株式会社

30.8%

令和４年度
第9期介護保険事業計画策定の
ための高齢者に関する調査業務
委託

令和４年度　有田町セキュリ
ティ強靭化機器賃貸借（機器調
達） (消費税額) 9,899,000 (消費税額) 令和10年1月31日

町内 108,889,000 (税込) (税込) ～

98,990,000 (税抜) (税抜) 令和04年6月1日

泉山 1,170,180 (税込)

株式会社佐賀電算センター 辞退 リコージャパン株式会社 辞退西日本電信電話株式会社 ニシム電子工業株式会社 辞退 西部電気工業株式会社 辞退

令和04年5月30日令和４年度　有田町歴史民俗資
料館事業
有田町歴史民俗資料館東館他電
話交換設備等賃貸借 (消費税額) 106,380 (消費税額) 令和09年7月9日

(税込) ～

1,063,800 (税抜) (税抜)

日本電気株式会社 辞退 株式会社九電工 辞退西日本電信電話株式会社 ニシム電子工業株式会社 辞退 西部電気工業株式会社 辞退

不成立

不成立


