
入札日 令和3年7月8日

所管課 土木建設課

件名
本城堤防線（外５路線）道路
整備工事

予定価格（税抜） 3,424,000 円

箇所 宮若市本城字中村　外 最低制限価格（税抜） 3,119,000 円

工　期 R3.7.13-R3.8.31 契約金額 3,430,900 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 入札無効

㈲キムラ造園土木 3,119,000

㈲中部産業 入札辞退

㈱アリヨシ重建 入札辞退

山本建設 入札辞退

㈱宮若興産 3,119,000

㈲ヤマシン 3,119,000

㈱光正 3,119,000

㈱キョーエイ 3,119,000

㈱宮産業 3,119,000 くじにより落札

グリーン・ケア 入札辞退

丸中園材工芸㈱ 入札辞退

㈱心笑 3,119,000

㈱山下興業 3,119,000

㈱レイワ 3,119,000

【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=4,640.8ｍ　土工　1式　構造物取壊工　V=1㎥　舗装工　A=2㎡　排水
工　L=4.8m　コンクリート工　1式　伐採工　A＝12,500㎡　浚渫工　V=5㎥

株式会社　宮産業

福岡県宮若市鶴田2055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3年7月8日

所管課 土木建設課

件名
鶴田地区下水排水路整備
工事

予定価格（税抜） 3,407,000 円

箇所 宮若市鶴田字飛熊　外 最低制限価格（税抜） 3,110,000 円

工　期 R3.7.13-R3.8.31 契約金額 3,421,000 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 入札無効

㈲キムラ造園土木 3,110,000

㈲中部産業 入札辞退

㈱アリヨシ重建 入札辞退

山本建設 入札辞退

㈱宮若興産 3,110,000

㈲ヤマシン 3,110,000 くじにより落札

㈱光正 3,110,000

㈱キョーエイ 3,110,000

㈱宮産業 入札辞退

グリーン・ケア 入札辞退

丸中園材工芸㈱ 入札辞退

㈱心笑 3,110,000

㈱山下興業 3,110,000

㈱レイワ 3,110,000

【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=2,745ｍ　伐採工　A＝3,140㎡　浚渫工　V=159㎥

有限会社　ヤマシン

福岡県宮若市磯光1382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3年7月8日

所管課 土木建設課

件名
浦田・京野線（外６路線）道
路整備工事

予定価格（税抜） 3,376,000 円

箇所 宮若市四郎丸字万ノ浦　外 最低制限価格（税抜） 3,075,000 円

工　期 R3.7.13-R3.8.31 契約金額 3,382,500 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 入札無効

㈲キムラ造園土木 3,075,000 くじにより落札

㈲中部産業 入札辞退

㈱アリヨシ重建 入札辞退

山本建設 入札辞退

㈱宮若興産 3,075,000

㈲ヤマシン 入札辞退

㈱光正 3,075,000

㈱キョーエイ 3,075,000

㈱宮産業 入札辞退

グリーン・ケア 入札辞退

丸中園材工芸㈱ 入札辞退

㈱心笑 3,075,000

㈱山下興業 3,075,000

㈱レイワ 3,075,000

【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=4,579ｍ　伐採工　A＝9,410㎡　枝打工　A=3,553㎡　浚渫工　V=12㎥

有限会社　キムラ造園土木

福岡県宮若市龍徳721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7月8日

所管課 土木建設課

件名
赤木・大谷線（外２路線）道
路整備工事

予定価格（税抜） 2,536,000 円

箇所 宮若市倉久字赤木　外 最低制限価格（税抜） 2,310,000 円

工　期 R3.7.13-R3.8.31 契約金額 2,541,000 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 2,310,000

㈲キムラ造園土木 入札辞退

㈲中部産業 入札辞退

㈱アリヨシ重建 入札辞退

山本建設 入札辞退

㈱宮若興産 2,310,000

㈲ヤマシン 入札辞退

㈱光正 2,310,000

㈱キョーエイ 2,310,000

㈱宮産業 入札辞退

グリーン・ケア 入札辞退

丸中園材工芸㈱ 入札辞退

㈱心笑 2,310,000

㈱山下興業 2,310,000

㈱レイワ 2,310,000 くじにより落札

【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）

工事長　L=3,236ｍ　伐採工　A＝10,390㎡　枝打工　A=475㎡

株式会社　レイワ

福岡県宮若市水原617番地３

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7月8日

所管課 土木建設課

件名
宮田・尾勝線（外４路線）道
路整備工事

予定価格（税抜） 1,759,000 円

箇所 宮若市本城字本白　外 最低制限価格（税抜） 1,602,000 円

工　期 R3.7.13-R3.8.31 契約金額 1,762,200 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）

良心興業 1,602,000

㈲キムラ造園土木 入札辞退

㈲中部産業 入札辞退

㈱アリヨシ重建 入札辞退

山本建設 入札辞退

㈱宮若興産 1,602,000

㈲ヤマシン 入札辞退

㈱光正 1,602,000

㈱キョーエイ 入札辞退

㈱宮産業 入札辞退

グリーン・ケア 入札辞退

丸中園材工芸㈱ 入札辞退

㈱心笑 1,602,000 くじにより落札

㈱山下興業 1,602,000

㈱レイワ 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）

工事長　L=1,778ｍ　伐採工　A＝7,720㎡

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3年7月8日

所管課 土木建設課

件名
貴船ヶ浦・奥之地線道路整
備工事

予定価格（税抜） 1,756,000 円

箇所 宮若市原田字貴船ヶ浦 最低制限価格（税抜） 1,599,000 円

工　期 R3.7.13-R3.8.31 契約金額 1,758,900 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 1,599,000

㈲キムラ造園土木 入札辞退

㈲中部産業 入札辞退

㈱アリヨシ重建 入札辞退

山本建設 入札辞退

㈱宮若興産 1,599,000

㈲ヤマシン 入札辞退

㈱光正 1,599,000

㈱キョーエイ 入札辞退

㈱宮産業 入札辞退

グリーン・ケア 入札辞退

丸中園材工芸㈱ 入札辞退

㈱心笑 入札辞退

㈱山下興業 1,599,000 くじにより落札

㈱レイワ 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）

工事長　L=627ｍ　伐採工　A＝7,650㎡

株式会社　山下興業

福岡県宮若市金生2576番地3

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7月8日

所管課 総務課

件名 消防ポンプ自動車購入 予定価格（税抜） 22,059,014 円

箇所 宮若市宮田29番地1 最低制限価格（税抜） - 円

工　期 R4.3.25 契約金額 23,234,700 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）

小川ポンプ工業㈱
福岡事務所

22,624,674

㈱福岡トーハツ　北九
州営業所

21,944,674

ジーエム市原工業㈱ 22,564,694

愛知ポンプ工業㈱ 21,124,674 落札

キンパイ商事㈱ 福岡
支店

入札辞退

㈱消防防災 22,414,674

㈱モリタ　福岡支店 21,394,674

㈲筑邦トーハツ商会 23,014,674

㈱ナカムラ消防化学
福岡営業所

22,924,674

帝産業㈱ 23,124,674

㈱ハッセイ 23,064,274

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

本契約の締結には、「議
会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は
処分に関する条例」第３
条の規定により議会の
議決を必要とする。

入札・契約の結果内容（公表用）

消防ポンプ自動車（CD－Ⅰ型）　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。


