
入札日 令和3年6月24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） 3,469,000 円

箇所 宮若市磯光 最低制限価格（税抜） 2,601,000 円

工　期 R3.6.30-R3.7.29 契約金額 2,861,100 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 2,601,000

㈲キムラ造園土木 2,601,000

㈲中部産業 2,601,000

㈱アリヨシ重建 2,601,000

山本建設 2,601,000 くじにより落札

㈱宮若興産 入札辞退

㈲ヤマシン 2,601,000

㈱光正 2,601,000

㈱キョーエイ 入札辞退

㈱宮産業 2,601,000

グリーン・ケア 2,601,000

丸中園材工芸㈱ 2,601,000

㈱心笑 2,601,000

㈱山下興業 2,601,000

㈱レイワ 2,601,000

【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）

除草面積　A=16,700㎡

山本建設

福岡県宮若市上大隈634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3年6月24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） 2,820,000 円

箇所 宮若市磯光 最低制限価格（税抜） 2,115,000 円

工　期 R3.6.30-R3.7.29 契約金額 2,326,500 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）

良心興業 入札辞退

㈲キムラ造園土木 2,115,000

㈲中部産業 2,115,000

㈱アリヨシ重建 2,115,000

山本建設 入札辞退

㈱宮若興産 入札辞退

㈲ヤマシン 2,115,000

㈱光正 2,115,000

㈱キョーエイ 入札辞退

㈱宮産業 2,115,000

グリーン・ケア 2,115,000 くじにより落札

丸中園材工芸㈱ 2,115,000

㈱心笑 2,115,000

㈱山下興業 2,115,000

㈱レイワ 2,115,000

【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）

除草面積　A=13,500㎡

グリーン・ケア

福岡県宮若市上大隈450番地68

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6月24日

所管課 社会教育課

件名
笠松研修センター点検診断
業務委託

予定価格（税抜） 4,524,000 円

箇所 宮若市下有木字原田 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R3.7.1-R3.10.28 契約金額 2,838,000 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）

㈱海渡設計 2,580,000 落札

㈱志賀設計 入札辞退

㈱蟻ノ塔設計事務所 3,800,000

㈱稲永建築設計 7,900,000  

㈱ＹＳアーキテクツ 3,260,000

㈱荒木総合計画事務
所

4,400,000

㈱佐藤総合計画　九
州オフィス

入札辞退

㈱綜企画設計　福岡
支店

4,545,000

㈱石本建築事務所
九州オフィス

入札辞退

㈱昭和設計　九州事
務所

入札辞退

㈱村田相互設計　九
州支社

2,758,000

㈱阿波設計事務所
九州支店

2,680,000

【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）

予備調査　1式　現地調査　1式　調査結果のまとめ　1式　大規模修繕工事計画の
作成　1式　概算工事費算出　1式　打ち合わせ業務　1式

株式会社　海渡設計

福岡県福岡市東区名島2-2-8

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6月24日

所管課 社会教育課

件名
笠松研修センター整備計画
策定業務委託

予定価格（税抜） 1,770,000 円

箇所 宮若市下有木字原田 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R3.7.1-R3.12.20 契約金額 1,650,000 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）

㈱よかネット 3,500,000

㈱アーバンデザインコ
ンサルタント

4,800,000

㈱アービカルネット 3,800,000

㈱醇まちづくり技術研
究所

4,600,000

都市企画センター㈱ 5,200,000

㈱都市・建築総合計
画

1,750,000

㈱環境デザイン機構 1,500,000 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）

笠松研修センターの概要整理　1式　アンケート調査の実施　1式　ワークショップ
の開催（準備・整理共）　1式　笠松研修センター改修基本計画案の作成　1式　今
後の課題の整理　1式

株式会社　環境デザイン機構

福岡県福岡市中央区赤坂1-11-16

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。



入札日 令和3年6月24日

所管課 教育総務課

件名
若宮幼稚園排水設備工事
設計業務委託

予定価格（税抜） 824,000 円

箇所 宮若市竹原字久保田 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R3.7.1-R3.9.28 契約金額 880,000 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）

日本航測㈱ 1,050,000

㈱フタバ設計 800,000 落札

九州建設コンサルタン
ト㈱　福岡支店

1,000,000

昭和㈱　九州支社 1,500,000

㈱日新技術コンサル
タント　九州事務所

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　調査・測量業務　一式　設計業務　一式　積算業務　一式

株式会社　フタバ設計

福岡県福岡市博多区三筑1-6-14

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6月24日

所管課 総務課

件名 ネットワーク管理機器購入 予定価格（税抜） 9,672,700 円

箇所
福岡市博多区千代３丁目３
番４号

最低制限価格（税抜） 無

納入期限 R3.8.20 契約金額 7,656,000 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）

富士フイルムビジネス
イノベーションジャパ
ン㈱

入札辞退

ＮＥＣフィールディング
㈱

8,258,052

富士通ネットワークソ
リューションズ㈱　九
州支店

入札辞退

ICTコンストラクション
㈱

入札辞退

㈱ＢＣＣ 7,480,000

㈱内田洋行　九州地
域事業部第１営業部

6,960,000 落札

㈱大塚商会　九州支
店

入札辞退

㈱九州日立システム
ズ

入札辞退

㈱オーイーシー　福
岡支社

7,185,000

【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）

本庁舎用L３スイッチ　一式　若宮総合支所・保健センターパレット・中央公民館若
宮分館用L2スイッチ　一式

株式会社　内田洋行　九州地域事業部第１営業部

福岡県福岡市中央区大名2-9-27

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。


