
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 11 16

業者名 落札率％

令和4年度　町道桑古場3号線側
溝蓋修繕工事

1,760,000 (税抜) (税抜) 令和04年11月18日

桑古場

入　札　結　果　に　つ　い　て

令和 4 11 16

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 辞退  株式会社山中建設 辞退 岩忠建設株式会社 辞退  株式会社小林産業 辞退  有限会社川口工務店 辞退

(消費税額) 176,000 (消費税額) 令和05年2月28日

1,936,000 (税込) (税込) ～

(消費税額) 185,000 (消費税額) 182,000 令和05年2月28日

令和04年11月18日

株式会社山中
建設

舞原・黒川・南原・赤坂 2,035,000 (税込) 2,002,000 (税込) ～

1,850,000 (税抜) 1,820,000 (税抜)

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

98.4%
令和4年度　町道アサガラ・下
舞原2号線他3路線植樹根上がり
歩道修繕工事

(消費税額) 462,000 (消費税額) 457,000 令和05年1月31日

令和04年11月22日

有限会社川口
工務店

中樽 5,082,000 (税込) 5,027,000 (税込) ～

4,620,000 (税抜) 4,570,000 (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

98.9%
有水工第55号 県道有田ポーセ
リンパーク線水道管布設替工事

(消費税額) 132,000 (消費税額) 120,000 令和05年3月24日

株式会社アイ
ワ

応法 1,452,000 (税込) 1,320,000 (税込) ～

1,320,000 (税抜) 1,200,000 (税抜) 令和04年11月18日

株式会社ミゾタ  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 株式会社アイワ 株式会社協和製作所

90.9%
有水工第61号　応法ポンプ修
繕・更新工事

(消費税額) 12,053,000 (消費税額) 令和05年12月28日

黒牟田 132,583,000 (税込) (税込) ～

120,530,000 (税抜) (税抜) 令和04年11月22日

 株式会社西原環境 辞退 三機工業株式会社 辞退  住友重機械エンバイロメント株式会社 辞退  クボタ環境サービス株式会社 辞退

有下水第28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
水質浄化センター汚泥濃縮設備（重力濃縮槽汚泥
掻寄機外）更新工事

(消費税額) 4,301,000 (消費税額) 4,000,000 令和05年12月28日

明電ファシリ
ティサービス

株式会社
黒牟田 47,311,000 (税込) 44,000,000 (税込) ～

43,010,000 (税抜) 40,000,000 (税抜) 令和04年11月22日

 株式会社戸上電機製作所 辞退  株式会社正興電機製作所 辞退明電ファシリティサービス株式会社 協和機電工業株式会社 飯塚電機工業株式会社

93.0%
有下水第29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
水質浄化センター汚泥濃縮設備（重力濃縮槽汚泥
掻寄機外）更新工事に伴う電気計装設備工事

(消費税額) 53,000 (消費税額) 53,000 令和05年1月31日

株式会社伊藤
鐵工所

黒牟田 583,000 (税込) 583,000 (税込) ～

530,000 (税抜) 530,000 (税抜) 令和04年11月18日

株式会社伊藤鐵工所岩尾磁器工業株式会社 株式会社アイワ  朝永エンジニアリング株式会社 辞退

100.0%

令和4年度　有田町公共下水道
水質浄化センター回分槽設備
（№3曝気ブロワ）保守点検業
務

(消費税額) 526,000 (消費税額) 520,000 令和05年1月10日

株式会社小林
産業

黒川 5,786,000 (税込) 5,720,000 (税込) ～

5,260,000 (税抜) 5,200,000 (税抜) 令和04年11月22日

有限会社岩崎鉄工 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業

98.9%
有下浄第28号　令和4年度 浄化
槽市町村整備推進事業 第28号
工事（㈱YSK九州工場社員寮邸)

98.0%
有下浄第29号　令和4年度 浄化
槽市町村整備推進事業 第29号
工事 (消費税額) 148,000 (消費税額) 145,000 令和05年1月6日

有限会社岩崎
鉄工

原明 1,628,000 (税込) 1,595,000 (税込) ～

1,480,000 (税抜) 1,450,000 (税抜) 令和04年11月18日

有限会社岩崎鉄工 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業

不調

不調
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令和 4 11 16

業者名 落札率％

入　札　結　果　に　つ　い　て
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工事名・業務名 工事箇所 予定価格（円） 請負額（円） 工期

北ノ川内 1,914,000 (税込)

令和04年11月18日有下浄第30号　令和4年度 浄化
槽市町村整備推進事業 第30号
工事 (消費税額) 174,000 (消費税額) 170,500 令和05年1月6日

有限会社樋渡
設備

1,875,500 (税込) ～ 98.0%

1,740,000 (税抜) 1,705,000 (税抜)

有下浄第31号　令和4年度 浄化
槽市町村整備推進事業 第31号
工事

1,480,000 (税抜) 1,450,000 (税抜) 令和04年11月18日

有限会社岩崎鉄工 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業

98.0%
(消費税額) 148,000 (消費税額) 145,000 令和05年1月6日

有限会社岩崎
鉄工

舞原 1,628,000 (税込) 1,595,000 (税込) ～

有限会社岩崎鉄工 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業


