
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 28

業者名 落札率％

令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第16号工事

1,530,000 (税抜) 1,490,000 (税抜) 令和04年8月1日
有限会社岩崎

鉄工
舞原

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 7 28

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

株式会社小林産業 青井商事有限会社 有限会社岩崎鉄工

(消費税額) 153,000 (消費税額) 149,000 令和04年9月20日

1,683,000 (税込) 1,639,000 (税込) ～ 97.4%

(消費税額) 198,000 (消費税額) 194,000 令和04年9月20日

令和04年8月1日
株式会社小林

産業
広瀬 2,178,000 (税込) 2,134,000 (税込) ～

1,980,000 (税抜) 1,940,000 (税抜)

株式会社小林産業 青井商事有限会社 有限会社岩崎鉄工

98.0%
令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第17号工事

(消費税額) 186,000 (消費税額) 180,000 令和04年9月20日

令和04年8月1日
青井商事有限

会社
大野 2,046,000 (税込) 1,980,000 (税込) ～

1,860,000 (税抜) 1,800,000 (税抜)

株式会社小林産業 青井商事有限会社 有限会社岩崎鉄工

96.8%
令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第18号工事

(消費税額) 588,000 (消費税額) 582,000 令和04年9月21日

株式会社小林
産業

大木宿 6,468,000 (税込) 6,402,000 (税込) ～

5,880,000 (税抜) 5,820,000 (税抜) 令和04年8月3日

株式会社小林産業 青井商事有限会社 有限会社岩崎鉄工

99.0%
令和4年度 浄化槽市町村整備推
進事業 第19号工事

(消費税額) 342,000 (消費税額) 330,000 令和04年12月20日

岩尾磁器工業
株式会社

白川 3,762,000 (税込) 3,630,000 (税込) ～

3,420,000 (税抜) 3,300,000 (税抜) 令和04年8月3日

株式会社ミゾタ 朝永エンジニアリング株式会社

株式会社秀電社 隔測計装株式会社

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

96.5%
有水工第３４号白川配水流量計
更新工事

(消費税額) 673,000 (消費税額) 666,000 令和05年2月10日

株式会社小林
産業

泉山 7,403,000 (税込) 7,326,000 (税込) ～

6,730,000 (税抜) 6,660,000 (税抜) 令和04年8月3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%

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) 365,000 (消費税額) 令和04年11月30日

黒牟田 4,015,000 (税込) (税込) ～

3,650,000 (税抜) (税抜) 令和04年8月3日

 株式会社明電舎 辞退  協和機電工業株式会社 辞退
明電ファシリティサービス株式会社

 株式会社戸上電機製作所 辞退  安川オートメーション・ドライブ株式会社 辞退  株式会社正興電機製作所 辞退

有下水第18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）有田町公共下水道水質
浄化センター用水設備（処理水給水ユニット外）
更新工事に伴う電気計装設備工事

(消費税額) 237,000 (消費税額) 237,000 令和04年12月28日

ロードライン
株式会社

町内 2,607,000 (税込) 2,607,000 (税込) ～

2,370,000 (税抜) 2,370,000 (税抜) 令和04年8月1日

ロードライン株式会社 日本乾溜工業株式会社  株式会社佐賀シンコー 辞退

100.0%
令和4年度 有田町内町道区画線
設置工事

64.8%
有教学第142号　令和4年度　西
有田中学校給食室空調設置工事

(消費税額) 226,900 (消費税額) 147,000 令和05年1月31日

有限会社川藤
電気

立部 2,495,900 (税込) 1,617,000 (税込) ～

2,269,000 (税抜) 1,470,000 (税抜) 令和04年8月1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

不成立



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 28

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 7 28

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

泉山 40,117,000 (税込)

令和04年8月3日

令和4年度　泉山体育館屋根改
修工事

(消費税額) 3,647,000 (消費税額) 3,600,000 令和05年1月20日

株式会社下建
設

39,600,000 (税込) ～ 98.7%

36,470,000 (税抜) 36,000,000 (税抜)

令和4年度　森林経営管理制度
事業　森林経営意向調査等業務
委託

2,530,000 (税抜) 2,530,000 (税抜) 令和04年8月1日

有限会社川口工務店 株式会社下建設株式会社小林産業 株式会社西有田土木 岩忠建設株式会社

100.0%
(消費税額) 253,000 (消費税額) 253,000 令和05年3月17日

伊万里西松浦
森林組合

上本、北ノ川内 2,783,000 (税込) 2,783,000 (税込) ～

令和４年度
有田町小中学校モバイルWi-Fi
ルーター調達

2,650,000 (税抜) (税抜) 令和04年8月1日

伊万里西松浦森林組合 株式会社伊万里木材市場

(消費税額) 265,000 (消費税額) 令和04年9月30日

町内 2,915,000 (税込) (税込) ～

令和４年度コミュニティ助成事
業　有田町消防団保安帽購入

1,450,000 (税抜) 1,320,000 (税抜) 令和04年8月1日

 株式会社学映システム 辞退 株式会社QTnet 辞退  リコージャパン株式会社 辞退 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社

91.0%
(消費税額) 145,000 (消費税額) 132,000 令和04年12月1日

株式会社サガ
ハツ

南原 1,595,000 (税込) 1,452,000 (税込) ～

株式会社ヤナセ防災 株式会社ナカムラ消防化学

有限会社鹿島防災具店

西部消防株式会社 株式会社サガハツ 有限会社唐津興機

不成立


