
入札日 令和2年6月25日

所管課 まちづくり推進課

件名
磯光工業団地緑地除草業
務委託（２工区）

予定価格（税抜） 3,561,000 円

箇所 宮若市磯光 最低制限価格（税抜） 2,670,000 円

工　期 R2.7.2-R2.7.31 契約金額 2,937,000 円

工事（委託）概要

契約予定業者

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

良心興業 2,670,000

㈱光正 2,670,000

㈲ヤマシン 2,670,000

㈱宮若興産 入札無効

㈱アリヨシ重建 2,670,000

㈱宮産業 2,670,000

松嶋産業㈲ 2,670,000

㈲大森工業 2,670,000

㈱心笑 2,670,000 くじにより落札

丸中園材工芸㈱ 2,670,000

㈱キョーエイ 入札無効

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

　除草面積　A=16,700㎡

株式会社　心笑

福岡県宮若市龍徳１４７９番地１

宮若市建設工事請負業者選定要綱第９条第１項（指名業者等の選定基準）
及び第１１条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。



入札日 令和2年6月25日

所管課 まちづくり推進課

件名
磯光工業団地緑地除草業
務委託（１工区）

予定価格（税抜） 2,893,000 円

箇所 宮若市磯光 最低制限価格（税抜） 2,169,000 円

工　期 R2.7.2-R2.7.31 契約金額 2,385,900 円

工事（委託）概要

契約予定業者

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

良心興業 2,169,000 くじにより落札

㈱光正 2,169,000

㈲ヤマシン 2,169,000

㈱宮若興産 入札無効

㈱アリヨシ重建 2,169,000

㈱宮産業 2,169,000

松嶋産業㈲ 2,169,000

㈲大森工業 2,169,000

㈱心笑 入札辞退

丸中園材工芸㈱ 2,169,000

㈱キョーエイ 入札無効

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

　除草面積　A=13,500㎡

良心興業

福岡県宮若市龍徳１２８４番地

宮若市建設工事請負業者選定要綱第９条第１項（指名業者等の選定基準）
及び第１１条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。



入札日 令和2年6月25日

所管課 土地対策課

件名
令和２年度国土調査事業芹
田外２地区地籍測量業務委
託

予定価格（税抜） 24,199,000 円

箇所 宮若市芹田外２地区 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.6.29-Ｒ3.3.15 契約金額 24,200,000 円

工事（委託）概要

契約予定業者

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

宮若市測量設計業協
同組合

22,000,000 落札

㈱大高開発　筑豊営
業所

23,000,000

村井測量設計㈱ 23,000,000

大和コンサル㈱田川
営業所

22,400,000

㈱髙田工務所 24,000,000

㈱日測設計 23,700,000

㈱豊田工務所 22,800,000

大正測量設計㈱ 23,000,000

国土建設測量設計㈱ 22,900,000

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

芹田の一部　A=0.39㎢
　地籍図根三角測量、一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量
長井鶴の一部　A=0.19㎢
　地籍図根三角測量、一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量
四郎丸の一部　A=0.16㎢
　原図作成等、地積測定、閲覧時の申出に係る作業、地籍図複図　N=24.00枚
四郎丸の一部　A=0.03㎢
　原図作成等、地積測定、閲覧時の申出に係る作業、地籍図複図　N=2.00枚
芹田の一部　A=1.04㎢
　原図作成等、地積測定、閲覧時の申出に係る作業、地籍図複図　N=150.00枚

宮若市測量設計業協同組合

福岡県宮若市鶴田２０４６番地４３

宮若市建設工事請負業者選定要綱第９条第１項（指名業者等の選定基準）
及び第１１条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。



入札日 令和2年6月25日

所管課 土地対策課

件名
令和２年度国土調査事業山
口地区地籍測量業務委託

予定価格（税抜） 22,278,000 円

箇所 宮若市山口 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.6.29-Ｒ3.3.15 契約金額 22,440,000 円

工事（委託）概要

契約予定業者

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

宮若市測量設計業協
同組合

入札辞退

㈱大高開発　筑豊営
業所

20,850,000

村井測量設計㈱ 20,400,000 落札

大和コンサル㈱田川
営業所

20,700,000

㈱髙田工務所 22,100,000

㈱日測設計 20,900,000

㈱豊田工務所 20,600,000

大正測量設計㈱ 21,000,000

国土建設測量設計㈱ 20,900,000

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

山口の一部　A=0.47㎢
　地籍図根三角測量、一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量
山口の一部　A=1.52㎢
　原図作成等、地積測定、閲覧時の申出に係る作業、地籍図複図　N=220.00枚

村井測量設計株式会社

福岡県北九州市八幡西区陣原３丁目１５番１２号

宮若市建設工事請負業者選定要綱第９条第１項（指名業者等の選定基準）
及び第１１条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。



入札日 令和2年6月25日

所管課 土地対策課

件名 Ａ０対応複合機リース契約 予定価格（税抜） 29,800 円

箇所 土地対策課 最低制限価格（税抜） 無

契約期間 Ｒ2.7.1-Ｒ7.6.30 契約金額（月額） 24,200 円

工事（委託）概要

契約予定業者

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

㈲小田文具店 26,600

㈱三和通商 22,000 落札

㈲小川商事　直方店 26,300

㈱徳野　飯塚店 26,200

㈱コンドウ 26,800

㈱玉置 27,200

㈱サンテック 22,500

㈱ツシマ 26,900

㈲高次商店 入札辞退

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

　Ａ０対応複合機（リース）　１台

株式会社　三和通商

福岡県飯塚市幸袋水江４７１番地１

宮若市建設工事請負業者選定要綱第９条第１項（指名業者等の選定基準）
及び第１１条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。



入札日 令和2年6月25日

所管課 環境保全課

件名
令和２年度宮若市し尿処理
施設｢緑水園｣補修費精査
業務委託

予定価格（税抜） 1,306,000 円

箇所 宮若市芹田335番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.7.1-Ｒ2.8.31 契約金額 854,700 円

工事（委託）概要

契約予定業者

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

東和環境科学㈱　九
州支店

入札辞退

㈱三水コンサルタント
西部支社

5,000,000

㈱静環検査センター
福岡支店

1,300,000

㈱東和テクノロジー九
州支店

1,200,000

㈱環境技術研究所
九州営業所

900,000

㈱日本環境工学設計
事務所

777,000 落札

㈱日産技術コンサル
タント九州事務所

1,300,000

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

　補修費精査業務　一式

東京都千代田区神田神保町二丁目７番地３

株式会社日本環境工学設計事務所

宮若市建設工事請負業者選定要綱第９条第１項（指名業者等の選定基準）
及び第１１条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。



入札日 令和2年6月25日

所管課 土木建設課

件名
農業用ため池ハザードマッ
プ作成業務委託

予定価格（税抜） 4,020,000 円

箇所 宮若市金丸字梅木　外 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.6.30-Ｒ3.2.24 契約金額 3,300,000 円

工事（委託）概要

契約予定業者

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

ジーアンドエスエンジ
ニアリング㈱北九州営
業所

入札辞退

㈱高崎総合コンサル
タント福岡事務所

3,650,000

アジアエンヂニアリン
グ㈱

3,610,000

㈱技術開発コンサル
タント

3,700,000

内外エンジニアリング
㈱　福岡支社

3,600,000

㈱日設コンサルタント 3,000,000 落札

呉調査設計㈱ 3,600,000

㈱スリーエヌ技術コン
サルタント

3,650,000

日化エンジニアリング
㈱九州支社

3,500,000

豊栄コンサルタント㈱ 3,600,000

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

委託箇所　N=2箇所
　梅木溜池　　農業用ハザードマップ作成　N=1箇所
　岡田新溜池（重ね池　上流：新堤上溜池）
　農業用ため池ハザードマップ作成　N=1箇所

株式会社日設コンサルタント

福岡県福岡市博多区中呉服町１番２２号

宮若市建設工事請負業者選定要綱第９条第１項（指名業者等の選定基準）
及び第１１条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。


