
入札日 令和2年10月16日

所管課 土木建設課

件名 大谷橋橋梁補修工事 予定価格（税抜） 28,990,000 円

箇所 宮若市下有木字大谷 最低制限価格（税抜） 25,395,000 円

工　期 R2.10.22-R3.3.15 契約金額 27,934,500 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）

㈲スキルテック 25,935,000

坂井建設㈱ 25,395,000

㈲マルショウ開発 25,395,000

㈲坂元建設 25,395,000 くじにより落札

池上組 25,395,000

清水組 25,395,000

㈲鬼塚工業 25,395,000

㈱杉園道路建設 25,395,000

㈲原口建設 25,395,000

早川産業㈱ 25,395,000

㈱太陽 25,395,000

㈲扶桑産業 25,395,000

【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）

工事長　L=21.0m（橋長　L=21.0m）
　橋面補修工　1.0式　　橋梁付属物工　1.0式　　橋梁塗装工　1.0式
　区画線工　L=76.0m　　上部工補修工　1.0式　　下部工補修工　1.0式
　仮設工　1.0式

有限会社　坂元建設

福岡県宮若市磯光１５５８番地４

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）
及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第３条（入札参加資格）の規定に
基づき選定した。



入札日 令和2年10月16日

所管課 学校教育課

件名
USBタイプ通信機器導入業
務

予定価格（税抜） 7,664,000 円

箇所
宮若市立宮田東小学校　外
２箇所

最低制限価格（税抜） 無

納入期限 R2.11.30 契約金額 5,335,880 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）

㈱ＮＴＴドコモ　九州
支社

4,850,800 落札

㈱ＱＴｎｅｔ 入札辞退

KDDI㈱ｿﾘｭｰｼｮﾝ北九
支店

5,499,712

ソフトバンク㈱ 6,051,536

【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）

USBタイプ通信機器の調達（調達台数：３５２台）

株式会社　ＮＴＴドコモ九州支社

福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目６番１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10月16日

所管課 学校教育課

件名
令和２年度小学校電源キャ
ビネット購入事業

予定価格（税抜） 2,800,000 円

箇所
宮若市立宮田小学校、宮若
市立宮田東小学校

最低制限価格（税抜） 無

納入期限 Ｒ3.1.15 契約金額 1,950,300 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 2,015,000

㈱三和通商 1,954,000

㈲小川商事　直方店 1,958,000

㈱麻生情報ｼｽﾃﾑ 飯
塚事業所

2,416,000

㈱徳野　飯塚店 1,963,000

㈱コンドウ 2,100,000

㈱サンテック 入札辞退

㈱　玉置 1,773,000 落札

【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）

電源キャビネット　８台

株式会社　玉置

福岡県飯塚市徳前２４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10月16日

所管課 学校教育課

件名
宮若市立小中学校学校再
開支援のためのスクール・サ
ポート・スタッフ業務

予定価格（税抜） 2,688,000 円

箇所 宮若市立小中学校（７校） 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.10.20-Ｒ3.3.31 契約金額 2,772,000 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）

㈱ドット・コミュニケー
ションズ

2,604,000

シダックス大新東
ヒューマンサービス㈱

入札無効

㈱エイジェック　宮若
オフィス

2,520,000 落札

㈱ケー・デー・シー西
日本支店

2,805,000

【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）

　小中学校スクール・サポート・スタッフ業務　一式

株式会社　エイジェック宮若オフィス

福岡県宮若市本城１０４６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10月16日

所管課 環境保全課

件名
「緑水園」混合灰等のダイオ
キシン類分析業務委託

予定価格（税抜） 995,000 円

箇所 宮若市芹田３３５番地１ 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.10.21-Ｒ3.3.29 契約金額 704,000 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）

東和環境科学㈱　九
州支店

700,000

西部環境調査㈱　福
岡事業所

入札無効

㈱静環検査センター
福岡支店

640,000 落札

㈱環境科学システム 650,000

エヌエス環境㈱九州
支店

950,000

【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）

ダイオキシン類分析等業務　１式

株式会社　静環検査センター福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目４番２５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10月16日

所管課 土木建設課

件名
宮若市道路橋梁定期点検
業務委託

予定価格（税抜） 31,895,000 円

箇所 宮若市内一円 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ2.10.20-Ｒ3.2.26 契約金額 20,889,000 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）

㈱協和コンサルタンツ
九州支社

29,000,000

㈱エース　九州支社 29,700,000

第一復建㈱ 18,990,000 落札

産業開発コンサルタン
ト㈱

32,000,000

日本工営㈱　福岡支
店

入札辞退

八千代エンジニヤリン
グ㈱九州支店

入札辞退

㈱オリエンタルコンサ
ルタンツ　九州支社

35,000,000

基礎地盤コンサルタン
ツ㈱九州支社

37,000,000

㈱オオバ　九州支店 33,000,000

中央コンサルタンツ㈱
福岡支店

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）

委託箇所　89箇所
　道路橋梁定期点検業務委託　89箇所

第一復建　株式会社

福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９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。


