
入札日 令和2年7月22日

所管課 土木建設課

件名
古堤・走落線測量詳細設計
業務委託

予定価格（税抜） 11,224,000 円

箇所 宮若市宮田字走落 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.7.30-Ｒ3.1.25 契約金額 11,330,000 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）

公和測量設計社 10,800,000

㈲宮田測量設計事務
所

10,500,000

㈱ライズコンサルタント 10,600,000

㈲第一測量 12,000,000

㈲西日本測量設計 10,300,000 落札

和田測量設計事務所 10,700,000

㈲二幸設計 10,500,000

政和測建㈱ 10,400,000

【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）

委託長　L=300m
　測量業務　１式（用地測量　L=260m､A=7,000㎡）
　地質調査業務　1式（土質ボーリング　N=2箇所）
　設計業務　1式（詳細設計　L=300ｍ）
　用地調査等　1式（補償費算定　1式、立竹木算定　A=1,000㎡）

有限会社　西日本測量設計

福岡県宮若市鶴田１８９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7月22日

所管課 土木建設課

件名
頭無・道園線測量詳細設計
業務委託

予定価格（税抜） 9,348,000 円

箇所 宮若市原田字頭無 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.7.30-Ｒ3.1.25 契約金額 9,570,000 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）

公和測量設計社 8,700,000 落札

㈲宮田測量設計事務
所

9,300,000

㈱ライズコンサルタント 8,900,000

㈲第一測量 9,000,000

㈲西日本測量設計 入札辞退

和田測量設計事務所 8,800,000

㈲二幸設計 9,000,000

政和測建㈱ 9,200,000

【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）

委託長　L=210m
　測量業務　１式（路線測量　L=210m､用地測量　L=270ｍ、A=6,900㎡）
　地質調査業務　1式（土質ボーリング　N=3箇所）
　設計業務　1式（詳細設計　L=210ｍ）
　用地調査等　1式（附帯工作物調査　N=2件）

公和測量設計社

福岡県宮若市福丸８９番地２

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7月22日

所管課 土木建設課

件名
福丸・下有木線測量詳細設
計業務委託

予定価格（税抜） 8,240,000 円

箇所 宮若市福丸字樓門田 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.7.30-Ｒ3.1.25 契約金額 8,360,000 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）

公和測量設計社 入札辞退

㈲宮田測量設計事務
所

8,000,000

㈱ライズコンサルタント 7,700,000

㈲第一測量 7,900,000

㈲西日本測量設計 入札辞退

和田測量設計事務所 8,000,000

㈲二幸設計 7,600,000 落札

政和測建㈱ 8,100,000

【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）

委託長　L=100m
　測量業務　１式（路線測量　L=100m､用地測量　L=60m　A=1,200㎡）
　地質調査業務　1式（CBR試験　N=5箇所）
　設計業務　1式（詳細設計　L=100ｍ）　　用地調査等　1式（補償費算定　N=3件）

有限会社　二幸設計

福岡県宮若市龍徳３６９番地３１

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7月22日

所管課 土木建設課

件名
磯光・小竹線測量詳細設計
業務委託

予定価格（税抜） 7,368,000 円

箇所 宮若市鶴田字鍋田 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.7.30-Ｒ3.1.25 契約金額 7,590,000 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）

公和測量設計社 入札辞退

㈲宮田測量設計事務
所

6,900,000 落札

㈱ライズコンサルタント 7,200,000

㈲第一測量 8,000,000

㈲西日本測量設計 入札辞退

和田測量設計事務所 7,200,000

㈲二幸設計 入札辞退

政和測建㈱ 7,000,000

【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）

委託長　L=270m
　測量業務　１式（用地測量　A=1,000㎡）
　設計業務　1式（詳細設計　L=270ｍ）
　用地調査等　1式（補償費算定　3件）

有限会社　宮田測量設計事務所

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7月22日

所管課 土木建設課

件名 沼口線測量業務委託 予定価格（税抜） 1,369,000 円

箇所 宮若市沼口字植田 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.7.29-Ｒ2.10.26 契約金額 1,430,000 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）

公和測量設計社 入札辞退

㈲宮田測量設計事務
所

入札辞退

㈱ライズコンサルタント 1,300,000 落札

㈲第一測量 1,420,000

㈲西日本測量設計 入札辞退

和田測量設計事務所 1,450,000

㈲二幸設計 入札辞退

政和測建㈱ 1,350,000

【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）

委託長　L=200m
　測量業務　１式（用地測量　L=200ｍ、A=0.1万㎡）

株式会社　ライズコンサルタント

福岡県宮若市磯光１８２７番地３９１

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7月22日

所管課 総務課

件名 消防指揮自動車購入 予定価格（税抜） 9,090,824 円

箇所 宮若市役所 最低制限価格（税抜） 無

納入期限 Ｒ3.3.31 契約金額 9,669,019 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）

㈱赤尾　福岡支店 10,048,393

㈲筑邦トーハツ商会 9,928,393

キンパイ商事㈱ 福岡
支店

入札辞退

愛知ポンプ工業㈱ 8,794,393 落札

㈱福岡トーハツ　北九
州営業所

9,228,393

㈱消防防災 9,398,393

ジーエム市原工業㈱ 9,478,393

小川ポンプ工業㈱
福岡事務所

9,348,393

㈱ナカムラ消防化学
福岡営業所

9,268,393

帝産業㈱ 9,358,393

【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）

　消防指揮自動車　1台

愛知ポンプ工業　株式会社

福岡県福岡市中央区長浜２丁目３番４０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7月22日

所管課 環境保全課

件名
「緑水園」し尿処理残渣（汚
泥）陸上処理業務委託

予定価格（税抜） 25,000 円

箇所 宮若市芹田３３５番地１ 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.9.1-Ｒ2.11.30 契約金額

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）

ハラサンギョウ㈱ 23,500

環境リサイクルエネル
ギー㈱

23,000 落札

共栄環境開発㈱ 入札辞退

㈱近代プラント 入札辞退

八光海運㈱熊本支店 24,000

【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）

　し尿処理残渣陸上処理　１式

環境リサイクルエネルギー　株式会社

長崎県佐世保市千尽町３番地４７

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。

25,300円／㎥



入札日 令和2年7月22日

所管課 社会教育課

件名
乗用ロータリーモア本体、集
草装置購入

予定価格（税抜） 877,000 円

箇所 宮若市磯光１６６８番地 最低制限価格（税抜） 無

納入期限 Ｒ2.8.20 契約金額 693,000 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）

㈱ヤマトジャパン 868,000

㈲アシスト松岡 650,000

キャタピラー九州㈱福
岡・佐賀支店

985,000

㈱ヰセキ九州　宮田
営業所

入札辞退

東興産業㈱九州営業
所

630,000 落札

コウフ・フィールド㈱ 720,000

　

【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）

　乗用ロータリーモア本体（乗用草刈機）　１台　　集草装置（２袋集草）　1台

東興産業　株式会社　九州営業所

福岡県筑後市大字蔵数字薬師塚６４４番地１６

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。


