
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 6 20

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 6 20

(税込) 45,430,000 (税込) ～ 99.1%

落札率％

令和4年度社会資本整備総合交
付金事業　町道南原原宿線道路
工事

41,660,000 (税抜) 41,300,000 (税抜) 令和04年6月24日

株式会社下建
設

南原 45,826,000

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期 業者名

株式会社西有田土木

(消費税額) 4,166,000 (消費税額) 4,130,000 令和04年11月30日

株式会社下建設 株式会社有田建設 泰和興産株式会社

(消費税額) 238,000 (消費税額) 230,000 令和04年9月30日

(税抜) 令和04年6月22日

青井商事有限
会社

下内野 2,618,000 (税込) 2,530,000 (税込) ～

2,380,000 (税抜) 2,300,000

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 辞退 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

96.6%
有水工第28号　町道近村・境川
線水道管布設替工事

(消費税額) 875,000 (消費税額) 840,000 令和04年10月31日

令和04年6月24日

岩尾磁器工業
株式会社

本町他 9,625,000 (税込) 9,240,000 (税込) ～

今泉工業株式会社 辞退

8,750,000 (税抜) 8,400,000 (税抜)

株式会社協和製作所 昭和メンテナンス工業株式会社岩尾磁器工業株式会社 株式会社ミゾタ 株式会社アイワ

96.0%

令和4年度　社会資本整備総合
交付金事業（防災・安全交付
金）有田町公共下水道災害用マ
ンホールポンプ場バックアップ

(消費税額) 481,000 (消費税額) 令和04年11月30日

泉山 5,291,000 (税込) (税込) ～

4,810,000 (税抜) (税抜) 令和04年6月24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

令和4年度 水道事業 有水工第
19号
泉山地区汚水管渠工事に伴う水
道管布設替工事[A工区]

(消費税額) 570,000 (消費税額) 565,000 令和04年11月30日

松浦土建株式
会社

泉山 6,270,000 (税込) 6,215,000 (税込) ～

5,700,000 (税抜) 5,650,000 (税抜) 令和04年6月24日

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 辞退

99.1%

令和4年度 水道事業 有水工第
22号
泉山地区汚水管渠工事に伴う水
道管布設替工事[F工区]

(消費税額) 197,000 (消費税額) 令和04年11月30日

泉山 2,167,000 (税込) (税込) ～

1,970,000 (税抜) (税抜) 令和04年6月22日

 有限会社岩崎鉄工 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 株式会社山中建設

 有限会社福川設備 辞退  有限会社樋渡設備 辞退  岩忠建設株式会社 辞退

令和4年度 水道事業 有水工第
23号
泉山地区汚水管渠工事に伴う水
道管布設替工事[単独1工区]

(消費税額) 154,000 (消費税額) 令和04年11月30日

泉山 1,694,000 (税込) (税込) ～

 今泉工業株式会社 辞退

1,540,000 (税抜) (税抜) 令和04年6月22日

 有限会社岩崎鉄工 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  株式会社山中建設 辞退

 有限会社福川設備 辞退  有限会社樋渡設備 辞退  岩忠建設株式会社 辞退

令和4年度 水道事業 有水工第
24号
泉山地区汚水管渠工事に伴う水
道管布設替工事[単独2工区]

(消費税額) 198,000 (消費税額) 令和04年11月30日

泉山 2,178,000 (税込) (税込) ～

 今泉工業株式会社 辞退

1,980,000 (税抜) (税抜) 令和04年6月22日

 有限会社岩崎鉄工 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  株式会社山中建設 辞退

 有限会社福川設備 辞退  有限会社樋渡設備 辞退  岩忠建設株式会社 辞退

令和4年度 水道事業 有水工第
25号
泉山地区汚水管渠工事に伴う水
道管布設替工事[水道単独工区]

(消費税額) 295,000 (消費税額) 275,000 令和04年11月30日

株式会社コス
モエンジニア

リング
町内 3,245,000 (税込) 3,025,000 (税込) ～

 今泉工業株式会社 辞退

2,950,000 (税抜) 2,750,000 (税抜) 令和04年6月24日

株式会社精工コンサルタント  日本建設技術株式会社 辞退
株式会社コスモエンジニアリング 九州水工設計株式会社

朝日テクノ株式会社 株式会社親和コンサルタント 株式会社九州構造設計

93.2%

令和4年度道路メンテナンス事
業
有田町橋梁長寿命化修繕計画見
直し業務委託

不調

不成立

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。

令和 4 6 20

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 6 20

落札率％工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期 業者名

町内トイレ６カ所清掃業務

9,900,000 (税抜) 9,576,000 (税抜) 令和04年7月1日

(消費税額) 990,000 (消費税額) 957,600 令和07年6月30日

株式会社下建
設

町内 10,890,000 (税込) 10,533,600 (税込) ～ 96.7%

有教学第110号　令和4年度　有
田中学校エアコン室内機清掃
業務

1,039,000 (税抜) 893,700 (税抜) 令和04年6月22日

 株式会社環境整備事業センター 辞退株式会社下建設 有限会社イマリ美装工業 株式会社三和美装

86.0%
(消費税額) 103,900 (消費税額) 89,370 令和04年9月30日

ホシザキ北九
株式会社

岩谷川内 1,142,900 (税込) 983,070 (税込) ～

公用車賃貸借（建設課）

2,440,545 (税抜) (税抜) 令和04年8月1日

株式会社丸新 西部冷凍機有限会社 ホシザキ北九株式会社

(消費税額) 244,055 (消費税額) 令和09年7月31日

立部 2,684,600 (税込) (税込) ～

有田町議会タブレット端末レン
タル及び通信サービス利用

4,708,800 (税抜) (税抜) 令和04年8月1日

 有田中央モータース 辞退  カーライフ信栄 辞退

 株式会社友愛石油 辞退  有限会社岩永モータース 辞退  馬場モータース 辞退

 有限会社有田モータース 辞退 有限会社川端自動車工業 DM AUTO 辞退

(消費税額) 470,880 (消費税額) 令和08年7月31日

立部 5,179,680 (税込) (税込) ～

有教学　第87号　令和４年度有
田中部小学校食器食缶洗浄機購
入

5,250,000 (税抜) 4,980,000 (税抜) 令和04年6月24日

株式会社ＮＴＴドコモ  株式会社QTnet 辞退  リコージャパン株式会社 辞退

94.9%
(消費税額) 525,000 (消費税額) 498,000 令和05年1月6日

株式会社長崎
日調

本町 5,775,000 (税込) 5,478,000 (税込) ～

有教学　第88号　令和4年度大
山小学校消毒保管機購入

1,060,000 (税抜) 1,040,000 (税抜) 令和04年6月22日

中島厨房株式会社株式会社マルゼン 株式会社中西製作所 株式会社長崎日調

98.1%
(消費税額) 106,000 (消費税額) 104,000 令和05年1月6日

株式会社長崎
日調

大木宿 1,166,000 (税込) 1,144,000 (税込) ～

有教学　第89号　令和４年度有
田中学校真空冷却機購入

4,725,000 (税抜) 4,300,000 (税抜) 令和04年6月24日

中島厨房株式会社株式会社マルゼン 株式会社中西製作所 株式会社長崎日調

91.0%
(消費税額) 472,500 (消費税額) 430,000 令和05年1月6日

株式会社マル
ゼン

岩谷川内 5,197,500 (税込) 4,730,000 (税込) ～

有教学　第90号　令和４年度西
有田中学校スチームコンベク
ションオーブン購入

5,095,000 (税抜) 4,550,000 (税抜) 令和04年6月24日

中島厨房株式会社株式会社マルゼン 株式会社中西製作所 株式会社長崎日調

89.3%
(消費税額) 509,500 (消費税額) 455,000 令和05年1月6日

株式会社長崎
日調

立部 5,604,500 (税込) 5,005,000 (税込) ～

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第8号工事

1,480,000 (税抜) 1,450,000 (税抜) 令和04年6月22日

中島厨房株式会社株式会社マルゼン 株式会社中西製作所 株式会社長崎日調

98.0%
(消費税額) 148,000 (消費税額) 145,000 令和04年8月10日

松浦土建株式
会社

山本 1,628,000 (税込) 1,595,000 (税込) ～

株式会社小林産業 青井商事有限会社 松浦土建株式会社

不成立

不落



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 6 20

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 6 20

落札率％工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期 業者名

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第9号工事

1,900,000 (税抜) 1,860,000 (税抜) 令和04年6月22日

97.9%
(消費税額) 190,000 (消費税額) 186,000 令和04年8月10日

株式会社小林
産業

大木宿 2,090,000 (税込) 2,046,000 (税込) ～

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第10号工事

1,470,000 (税抜) 1,440,000 (税抜) 令和04年6月22日

株式会社小林産業 青井商事有限会社 松浦土建株式会社

98.0%
(消費税額) 147,000 (消費税額) 144,000 令和04年8月10日

株式会社小林
産業

北ノ川内 1,617,000 (税込) 1,584,000 (税込) ～

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第11号工事

1,970,000 (税抜) 1,900,000 (税抜) 令和04年6月22日

株式会社小林産業 青井商事有限会社 松浦土建株式会社

96.4%
(消費税額) 197,000 (消費税額) 190,000 令和04年8月10日

青井商事有限
会社

下山谷 2,167,000 (税込) 2,090,000 (税込) ～

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第12号工事

1,520,000 (税抜) 1,480,000 (税抜) 令和04年6月22日

株式会社小林産業 青井商事有限会社 株式会社西有田土木

97.4%
(消費税額) 152,000 (消費税額) 148,000 令和04年8月10日

有限会社岩崎
鉄工

蔵宿 1,672,000 (税込) 1,628,000 (税込) ～

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第13号工事

1,480,000 (税抜) 1,450,000 (税抜) 令和04年6月22日

青井商事有限会社 株式会社西有田土木 有限会社岩崎鉄工

98.0%
(消費税額) 148,000 (消費税額) 145,000 令和04年8月10日

有限会社樋渡
設備

立部 1,628,000 (税込) 1,595,000 (税込) ～

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第14号工事

1,470,000 (税抜) 1,440,000 (税抜) 令和04年6月22日

有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 有限会社岩崎鉄工

98.0%
(消費税額) 147,000 (消費税額) 144,000 令和04年8月10日

株式会社西有
田土木

舞原 1,617,000 (税込) 1,584,000 (税込) ～

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第15号工事

1,900,000 (税抜) 1,840,000 (税抜) 令和04年6月22日

有限会社岩崎鉄工有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 株式会社西有田土木

96.8%
(消費税額) 190,000 (消費税額) 184,000 令和04年8月10日

青井商事有限
会社

立部 2,090,000 (税込) 2,024,000 (税込) ～

有限会社岩崎鉄工有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 株式会社西有田土木


