
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。

株式会社コスモエンジニアリング

株式会社原田設計 精工C＆C株式会社
西日本総合コンサルタント株式会社 大和コンサル株式会社 株式会社西日本建設コンサルタンツ

九州技術開発株式会社 株式会社建匠コンサルタント 株式会社新英コアテクニカ

94.6%
令和4年度　社会資本整備総合
交付金事業
町道南原原宿線立木調査業務 (消費税額) 56,000 (消費税額) 53,000 令和04年11月30日

株式会社原田
設計

本町 616,000 (税込) 583,000 (税込) ～

560,000 (税抜) 530,000 (税抜) 令和04年9月27日

株式会社コスモエンジニアリング  株式会社日新技術コンサルタント 辞退
株式会社扶桑エンジニアリング

株式会社新英コアテクニカ 株式会社翼コンサルタント 株式会社エイブル設計

91.9%

令和４年度　地域農業水利施設
ストックマネジメント事業　有
田Ⅱ地区　用水路測量設計業務
委託 (消費税額) 272,000 (消費税額) 250,000 令和04年12月23日

株式会社エイ
ブル設計

広瀬 2,992,000 (税込) 2,750,000 (税込) ～

2,720,000 (税抜) 2,500,000 (税抜) 令和04年9月27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

99.7%
令和4年度　地域農業水利施設
ストックマネジメント事業
　有田Ⅱ地区用水路工事 (消費税額) 893,000 (消費税額) 890,000 令和04年12月28日

松浦土建株式
会社

広瀬 9,823,000 (税込) 9,790,000 (税込) ～

8,930,000 (税抜) 8,900,000 (税抜) 令和04年9月29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

99.5%
令和3年度(繰越)　農業水路等
長寿命化・防災減災事業　町内
ため池看板設置工事(2) (消費税額) 611,000 (消費税額) 608,000 令和04年12月28日

株式会社山中
建設

町内 6,721,000 (税込) 6,688,000 (税込) ～

6,110,000 (税抜) 6,080,000 (税抜) 令和04年9月29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

99.1%
令和3年度(繰越)　農業水路等
長寿命化・防災減災事業　町内
ため池看板設置工事(1) (消費税額) 575,000 (消費税額) 570,000 令和04年12月28日

株式会社小林
産業

町内 6,325,000 (税込) 6,270,000 (税込) ～

5,750,000 (税抜) 5,700,000 (税抜) 令和04年9月29日

株式会社下建設 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 泰和興産株式会社 株式会社小林産業

99.3%
令和4年度 道路メンテナンス事
業　町道南原35号線(三上橋)橋
梁保全工事 (消費税額) 1,324,000 (消費税額) 1,315,000 令和05年2月28日

株式会社有田
建設

南原 14,564,000 (税込) 14,465,000 (税込) ～

13,240,000 (税抜) 13,150,000 (税抜) 令和04年9月29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

99.1%

有下水第23号　令和4年度 地方
創生汚水処理施設整備推進交付
金事業　中樽地区下水道工事跡
本舗装復旧工事（その1） (消費税額) 4,792,000 (消費税額) 4,750,000 令和05年3月17日

令和04年9月29日

西部道路株式
会社

中樽 52,712,000 (税込) 52,250,000 (税込) ～

47,920,000 (税抜) 47,500,000 (税抜)

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

99.5%

有下水第32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 泉山地区下
水道工事跡本舗装復旧工事 (消費税額) 1,664,000 (消費税額) 1,655,000 令和04年12月9日

令和04年9月29日

株式会社下建
設

泉山 18,304,000 (税込) 18,205,000 (税込) ～

16,640,000 (税抜) 16,550,000 (税抜)

株式会社アート・エンジィニアリング 株式会社円伸製作所 株式会社景観工房

(消費税額) 331,000 (消費税額) 329,000 令和05年1月31日

3,641,000 (税込) 3,619,000 (税込) ～ 99.4%

令和 4 9 22

業者名 落札率％

令和４年度　歴史と文化の森公
園管理事業 歴史と文化の森公
園遊具補修工事

3,310,000 (税抜) 3,290,000 (税抜) 令和04年9月29日

株式会社円伸
製作所

黒川

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 9 22

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期



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 9 22

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 9 22

工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

有限会社岩崎鉄工 有限会社川口工務店 有限会社樋渡設備

(消費税額) 201,000 (消費税額) 196,000 令和04年11月15日

有限会社岩崎
鉄工

山谷切口 2,211,000 (税込) 2,156,000 (税込) ～
有下浄第22号　令和4年度 浄化
槽市町村整備推進事業 第22号
工事

2,010,000 (税抜) 1,960,000 (税抜) 令和04年9月27日

有限会社岩崎鉄工 有限会社川口工務店 有限会社樋渡設備

97.5%

(消費税額) 149,000 (消費税額) 146,000 令和04年11月15日

有限会社川口
工務店

1,606,000 (税込) ～ 98.0%

1,490,000 (税抜) 1,460,000 (税抜)

大木宿 1,639,000 (税込)

令和04年9月27日有下浄第21号　令和4年度 浄化
槽市町村整備推進事業 第21号
工事


