
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 7 12

業者名 落札率％

令和3年度(繰越)
　401-201　広切水路　災害復
旧工事

3,440,000 (税抜) 3,400,000 (税抜) 令和04年7月19日

松浦土建株式
会社

境野

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 7 12

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

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) 344,000 (消費税額) 340,000 令和04年10月31日

3,784,000 (税込) 3,740,000 (税込) ～ 98.8%

(消費税額) 917,000 (消費税額) 910,000 令和04年11月30日

令和04年7月19日

有限会社川口
工務店

二ノ瀬 10,087,000 (税込) 10,010,000 (税込) ～

9,170,000 (税抜) 9,100,000 (税抜)

株式会社山中建設株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社

99.2%

令和4年度　地域農業基盤整備
促進事業(水利施設等保全高度
化事業)
　平古場地区(2工区)水路整備

(消費税額) 211,000 (消費税額) 205,000 令和04年10月24日

令和04年7月14日

松浦土建株式
会社

泉山・中樽 2,321,000 (税込) 2,255,000 (税込) ～

2,110,000 (税抜) 2,050,000 (税抜)

株式会社下建設 有限会社樋渡設備

株式会社小林産業 松浦土建株式会社 岩忠建設株式会社

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

97.2%
令和4年度　泉山・中樽町営住
宅公共下水道接続工事

(消費税額) 2,572,000 (消費税額) 2,560,000 令和04年12月19日

岩忠建設株式
会社

本町 28,292,000 (税込) 28,160,000 (税込) ～

株式会社山中建設

25,720,000 (税抜) 25,600,000 (税抜) 令和04年7月19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 岩忠建設株式会社

99.5%
令和4年度　文化体育館フロア
改修工事

(消費税額) 340,000 (消費税額) 336,000 令和05年2月28日

株式会社小林
産業

本町 3,740,000 (税込) 3,696,000 (税込) ～

3,400,000 (税抜) 3,360,000 (税抜) 令和04年7月19日

株式会社小林産業 今泉工業株式会社 有限会社みなみアルミ工業

98.8%

令和４年度　生涯学習センター
管理・運営事業
有田町生涯学習センター防火
扉・防火シャッター等修繕工事

(消費税額) 313,000 (消費税額) 215,000 令和05年2月28日

株式会社港電
気商会

立部 3,443,000 (税込) 2,365,000 (税込) ～

3,130,000 (税抜) 2,150,000 (税抜) 令和04年7月19日

有限会社能美電気 株式会社港電気商会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

68.7%
令和４年度　婦人の家運営事業
婦人の家照明改修工事

(消費税額) 351,700 (消費税額) 285,060 令和04年9月30日

有限会社みな
みアルミ工業

黒川 3,868,700 (税込) 3,135,660 (税込) ～

3,517,000 (税抜) 2,850,600 (税抜) 令和04年7月19日

株式会社小林産業  今泉工業株式会社 辞退 有限会社みなみアルミ工業

81.1%

令和４年度　歴史と文化の森公
園管理事業（新型コロナウイル
ス感染症対応事業）コンベン
ションホール搬入口シャッター

(消費税額) 3,110,000 (消費税額) 3,030,000 令和05年1月31日

堤電気株式会
社

本町 34,210,000 (税込) 33,330,000 (税込) ～

31,100,000 (税抜) 30,300,000 (税抜) 令和04年7月19日

株式会社佐電工 堤電気株式会社  株式会社九電工 辞退

97.4%
有教学第138号　有田中部小学
校大規模改修（空調） 工事

97.8%
有教学第133号　令和4年度　西
有田中学校屋内運動場改修事業
屋内運動場電気設備改修工事 (消費税額) 1,472,000 (消費税額) 1,440,000 令和04年12月23日

堤電気株式会
社

立部 16,192,000 (税込) 15,840,000 (税込) ～

14,720,000 (税抜) 14,400,000 (税抜) 令和04年7月19日

株式会社佐電工 堤電気株式会社  株式会社九電工 辞退



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 7 12

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 7 12

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

黒川 12,870,000 (税込)

令和04年7月19日有教学第131号
令和4年度　曲川小学校施設管
理事業
教室棟屋根防水改修工事 (消費税額) 1,170,000 (消費税額) 1,140,000 令和04年12月23日

株式会社小林
産業

12,540,000 (税込) ～ 97.4%

11,700,000 (税抜) 11,400,000 (税抜)

有水工第17 号
町道立部山本線水道管布設替工
事

5,360,000 (税抜) 5,260,000 (税抜) 令和04年7月19日

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

98.1%
(消費税額) 536,000 (消費税額) 526,000 令和04年10月31日

株式会社下建
設

立部 5,896,000 (税込) 5,786,000 (税込) ～

有下水第31号　令和3年度(繰
越） 地方創生汚水処理施設整
備推進交付金事業　白川地区下
水道工事跡本舗装復旧工事

19,880,000 (税抜) 19,500,000 (税抜) 令和04年7月19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

98.1%
(消費税額) 1,988,000 (消費税額) 1,950,000 令和04年11月30日

西部道路株式
会社

白川 21,868,000 (税込) 21,450,000 (税込) ～

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]

1,540,000 (税抜) 1,520,000 (税抜) 令和04年7月14日

株式会社古賀建設 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

98.7%
(消費税額) 154,000 (消費税額) 152,000 令和04年11月30日

株式会社小林
産業

泉山 1,694,000 (税込) 1,672,000 (税込) ～

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]

1,990,000 (税抜) 1,970,000 (税抜) 令和04年7月14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

99.0%
(消費税額) 199,000 (消費税額) 197,000 令和04年11月30日

株式会社有田
建設

泉山 2,189,000 (税込) 2,167,000 (税込) ～

令和4年度 有田町道路維持補修
(その2)工事

9,090,000 (税抜) 9,050,000 (税抜) 令和04年7月19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

99.6%
(消費税額) 909,000 (消費税額) 905,000 令和04年12月28日

松浦土建株式
会社

町内 9,999,000 (税込) 9,955,000 (税込) ～

令和4年度 国土調査修正業務
（南原地区）

675,000 (税抜) 462,000 (税抜) 令和04年7月14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

68.4%
(消費税額) 67,500 (消費税額) 46,200 令和04年9月30日

松尾測量設計南原 742,500 (税込) 508,200 (税込) ～

有下水第16号
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）

3,570,000 (税抜) 3,400,000 (税抜) 令和04年7月19日

株式会社親和コンサルタント 株式会社エイブル設計

松尾測量設計

精工C＆C株式会社 アーバンテクノ株式会社 日本建設技術株式会社

95.2%
(消費税額) 357,000 (消費税額) 340,000 令和04年11月30日

株式会社環境
開発

全域 3,927,000 (税込) 3,740,000 (税込) ～

有下水第17号
令和4年度有田町公共下水道事
業計画変更協議申出書作成業務
（下水道法）

16,010,000 (税抜) 7,700,000 (税抜) 令和04年7月19日

九州水工設計株式会社 管清工業株式会社株式会社環境開発 共栄環境開発株式会社 株式会社バイオテックス

48.1%
(消費税額) 1,601,000 (消費税額) 770,000 令和05年1月31日

ジーアンドエ
スエンジニア
リング株式会

社

全域 17,611,000 (税込) 8,470,000 (税込) ～

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 九州水工設計株式会社

日本水工設計株式会社 株式会社NJS

アーバンテクノ株式会社 大和コンサル株式会社 株式会社東京設計事務所



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 7 12

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 7 12

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

令和４年度
有田町公営住宅等長寿命化計画
見直し業務委託

2,003,000 (税抜) 1,600,000 (税抜) 令和04年7月14日

79.9%
(消費税額) 200,300 (消費税額) 160,000 令和05年1月31日

株式会社よか
ネット

立部・南原・泉山・中樽 2,203,300 (税込) 1,760,000 (税込) ～

ありたマイナンバー商品券等印
刷製本

690,000 (税抜) 557,750 (税抜) 令和04年7月14日

 株式会社アルセッド建築研究所 辞退日本工営都市空間株式会社 株式会社エイト日本技術開発 株式会社よかネット

80.8%
(消費税額) 69,000 (消費税額) 55,775 令和04年7月26日

株式会社エー
ワン

立部 759,000 (税込) 613,525 (税込) ～

山口印刷株式会社 株式会社エーワン  有限会社中央印刷 辞退


