
入札日 令和3年5月11日

所管課 下水道課

件名 権助ポンプ場管理業務委託 予定価格（税抜） 2,486,000 円

箇所 宮若市本城字川原 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R3.5.17～R4.3.31 契約金額 2,200,000 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）

㈱KSK 2,600,000

エスエスエンジニア㈱ 2,050,000

ヒカリ電機工業 2,500,000

大新工業㈲ 2,500,000

㈱オカベ工事 2,300,000

九州理水工㈱ 2,000,000 落札

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

2,500,000

【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=1箇所　機械設備の操作、損傷点検（月点検）8回　機械の総合点検・
不具合箇所の確認（年点検）　1回　地下貯蔵タンク定期点検　1回　場内清掃（草
刈等）　2回

九州理水工株式会社

福岡県直方市大字頓野585-1

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3年5月11日

所管課 下水道課

件名
雨水ポンプ場施設（権助ポ
ンプ場）資材等価格特別調
査業務委託

予定価格（税抜） 1,769,000 円

箇所 宮若市本城字川原 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R3.5.18～R3.7.26 契約金額 858,000 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）

㈱中央設計技術研究
所

入札辞退

太洋エンジニアリング
㈱　東京支社

780,000 落札

㈱東京建設コンサル
タント 九州支社

入札辞退

三井共同建設コンサ
ルタント㈱　九州支社

4,890,000

㈱建設技術研究所
九州支社

入札辞退

（一財）経済調査会
九州支部

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N=1箇所　資材等価格特別調査N=5品目

太洋エンジニアリング株式会社　東京支社

東京都千代田区内神田一丁目１４番５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3年5月11日

所管課 市民窓口課

件名 印刷機リース契約 予定価格（税抜） 16,500 円

箇所 宮若市福丸２７２番地１ 最低制限価格（税抜） 無

納入期限 令和３年５月 契約金額(月額) 17,930 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 17,100

㈱玉置 16,800

㈱ツシマ 入札辞退

㈱サンテック 入札辞退

㈱三和通商 16,300 落札

㈲高次商店 入札辞退

㈲小川商事　直方店 17,300

㈱コンドウ 17,800

【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）

デジタル印刷機　１台（５年リース）

株式会社三和通商

福岡県飯塚市幸袋水江471-1

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3年5月11日

所管課 土木建設課

件名
令和３年度常温合材（全天
候型舗装補修材）購入

予定価格（税抜） 1,800 円

箇所 宮若市宮田４７０５番地１ 外 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R3.5.12～R4.3.31 契約金額 1,540 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）

（株）寿陽建設 1,850

旭日保安工業（有） 1,400 落札

山王（株）　福岡営業
所

1,600

(株)ケイエス 1,600

今別府産業（株）　福
岡支店

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）

常温合材（全天候型舗装補修材）20ｋｇ／袋　購入予定数量　1,000袋

旭日保安工業有限会社

福岡県福岡市東区社領３丁目１４番２７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3年5月11日

所管課 水道課

件名
令和３年度水道メーター購
入

予定価格（税抜） 5,756,600 円

箇所
桐野浄水場倉庫(宮若市宮
田338-1)

最低制限価格（税抜） 無

納入期限 令和3年7月15日 契約金額 3,852,475 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）

(株)ニッコク　九州支
店

3,537,800

（株）西部水道機器製
作所

4,402,000

愛知時計電機（株）
福岡支店

3,818,800

東洋計器（株）　福岡
支店

3,612,150

柏原計器工業（株） 3,502,250 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）

13ｍｍ（ロング）　1450個、13ｍｍ（ショート）　250個、20ｍｍ　45個、25ｍｍ　20個、
30ｍｍ　6個、40ｍｍ　16個

柏原計器工業株式会社

大阪府柏原市本郷５丁目３番２８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3年5月11日

所管課 管財課

件名
宮若市役所本庁舎宿直管
理業務委託

予定価格（税抜） 10,358,000 円

箇所 宮若市宮田29番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R3.6.1～R4.3.31 契約金額 4,180,000 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）

朝日警備保障㈱　福
岡支社

3,800,000 落札

東洋警備保障㈱　筑
豊支社

7,886,000

㈱コアズ　北九州支社 入札辞退

㈱にしけいセキュリ
ティサービス

5,850,000

㈱光進ガードシステム 8,888,000

ＡＬＳＯＫ福岡㈱ 11,900,000

㈱スリーエス　北九州
営業所

8,823,600

【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）

市庁舎宿直業務　一式

朝日警備保障株式会社　福岡支社

福岡県福岡市中央区平尾2丁目15-26

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。


