
入札日 令和3年9月9日

所管課 土木建設課

件名
八丁下・中山寺線道路整備
工事

予定価格（税抜） 36,974,000 円

箇所 宮若市四郎丸字八丁下 最低制限価格（税抜） 32,685,000 円

工　期 R3.9.14-Ｒ4.2.21     契約金額 35,953,500 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）

㈱堀組土建 入札辞退

㈱田代土木 入札辞退

㈱興永建設 32,685,000

㈱新輝建設 32,685,000

㈱宮田土木 32,685,000

㈱佐久間産業 32,685,000

㈲スキルテック 32,685,000

㈲宮田産業 32,685,000

㈱有吉組 32,685,000 くじにより落札

㈱創都 32,685,000

坂井建設㈱ 32,685,000

㈲マルショウ開発 32,685,000

㈲修成建設 32,685,000

㈲坂元建設 入札辞退

㈱地建 32,685,000

㈱勝栄建設 32,685,000

㈱丸忠産業 32,685,000

㈲清水組 32,685,000

㈱南王工業 32,685,000

早川産業㈱ 32,685,000

㈱杉園道路建設 32,685,000

㈲原口建設 32,685,000

石戸産業㈱ 32,685,000

㈱梓工建 32,685,000

【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＝170.0ｍ　土工　１式　排水構造物工　L＝163.0m　縁石工　１式　路床
改良工　A=1,900.0㎡　舗装工　A=1,920.0㎡　区画線工　L＝906.0m　　構造物撤
去工　１式　附帯工　１式

株式会社　有吉組

福岡県宮若市宮田１６７０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3年9月9日

所管課 土木建設課

件名
宮田・三坑線道路改良工事
（第一工区）

予定価格（税抜） 31,808,000 円

箇所 宮若市宮田字山部 最低制限価格（税抜） 28,118,000 円

工　期 R3.9.13-Ｒ4.3.1     契約金額 30,929,800 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）

㈱創都 28,118,000

坂井建設㈱ 入札辞退

㈲マルショウ開発 28,118,000 くじにより落札

㈲修成建設 28,118,000

㈲坂元建設 入札辞退

㈱地建 入札辞退

㈱勝栄建設 28,118,000

㈱丸忠産業 28,118,000

㈲清水組 入札辞退

㈱南王工業 28,118,000

㈱杉園道路建設 28,118,000

㈲原口建設 28,118,000

石戸産業㈱ 28,118,000

㈱梓工建 28,118,000

【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＝148.8ｍ　　土工　１式　　縁石工　Ｌ＝144.8ｍ　　防護柵工　１式　　擁
壁工　１式　　舗装工　Ａ＝2,700㎡　　安全施設工　１式　　排水工　Ｌ＝147.4ｍ
区画線工　Ｌ＝854.0ｍ　　取壊工　１式

有限会社　マルショウ開発

福岡県宮若市上大隈４３５番地１０

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3年9月9日

所管課 下水道課

件名
磯光（高尾４工区）地内外汚
水管渠築造工事

予定価格（税抜） 31,380,000 円

箇所 宮若市磯光字高尾　外 最低制限価格（税抜） 27,771,000 円

工　期 R3.9.16-Ｒ4.1.28     契約金額 30,548,100 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）

㈱創都 27,771,000

坂井建設㈱ 27,771,000

㈲マルショウ開発 入札辞退

㈲修成建設 27,771,000

㈲坂元建設 入札辞退

㈱地建 27,771,000

㈱勝栄建設 27,771,000 くじにより落札

㈱丸忠産業 27,771,000

㈱南王工業 27,771,000

㈱杉園道路建設 入札辞退

㈲原口建設 27,771,000

石戸産業㈱ 27,771,000

㈱梓工建 27,771,000

【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=395.8ｍ　管きょ工（開削工ＶＵφ200）　L=395.8ｍ　マンホール工
N=12箇所　取付管およびます工　N=3箇所　付帯工　1式

株式会社　勝栄建設

福岡県宮若市磯光１８２７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3年9月9日

所管課 土木建設課

件名 八幡田橋橋梁補修工事 予定価格（税抜） 8,138,000 円

箇所 宮若市金生字八幡田 最低制限価格（税抜） 6,998,000 円

工　期 R3.9.16-Ｒ4.2.18     契約金額 7,697,800 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）

㈲建興 入札辞退

㈱太陽 入札辞退

㈲シンワ建設 入札辞退

㈱北部九州舗道 6,998,000 くじにより落札

㈱ナカキ 6,998,000

㈱ケイ・アイ・エイチ 入札辞退

㈲松井産業 6,998,000

【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＝7.72ｍ　橋面補修工（舗装打換え工・舗装復旧工・橋面防水工）　１式
上部工補修工（ひび割れ注入工・断面修復工・表面保護工）　１式　下部工補修工
（ひび割れ充填工・断面修復工）　１式

株式会社　北部九州舗道

福岡県宮若市金丸７１０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3年9月9日

所管課 子育て福祉課

件名
社会福祉センターウイルス
対策昇降機改修工事

予定価格（税抜） 21,867,000 円

箇所 宮若市宮田４４０６番地１ 最低制限価格（税抜） 19,990,000 円

工　期 契約金額 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）

三菱電機ビルテクノ
サービス　㈱九州支社

             

日本エレベーター製
造㈱　福岡営業所

入札辞退

フジテック㈱　九州支
店

入札辞退

東芝エレベータ㈱　九
州支社

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）

ウイルス対策昇降機改修
本体　1式　意匠仕様　1式　付加仕様　1式　改修工事　1式

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。

入札参加者１社による
入札不成立



入札日 令和3年9月9日

所管課 土木建設課

件名
宮ノ後・町田線外７箇所交通
安全施設設置工事

予定価格（税抜） 7,349,000 円

箇所 宮若市内一円 最低制限価格（税抜） 6,342,000 円

工　期 R3.9.16-R4.1.24 契約金額 6,976,200 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）

日本乾溜工業㈱　福
岡営業部

6,342,000

西日本ディックライト
㈱

6,342,000

㈱寿陽建設 6,342,000

日本エスエム㈱　筑豊
営業所

6,342,000

㈱九州標識 6,342,000

㈱山文 6,342,000

㈱白石道路施設 6,342,000 くじにより落札

㈱和幸産業 6,342,000

【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）

工事箇所　８箇所　防護柵工　３箇所（L=89.0ｍ）　区画線工　５箇所（L=4,359.0m）

株式会社　白石道路施設

福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３８２８－１２

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。


