
入札日 令和3年9月17日

所管課 まちづくり推進課

件名
宮若市旧教育委員会棟改
修工事

予定価格（税抜） 26,968,000 円

箇所 宮若市宮田68番地5　外 最低制限価格（税抜） 24,271,000 円

工　期 R3.9.24-R4.1.21 契約金額 26,698,100 円

工事（委託）概要

契約業者名

住　所

選定理由

入札業者名 第１回入札（円）

㈲塩川組 24,271,000

㈲三島住建 24,271,000 くじにより落札

㈲河合組 25,800,000

【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）

鉄骨造２階建　床面積　269.92㎡　改修工事　一式

有限会社三島住建

福岡県宮若市龍徳1313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9月17日

所管課 水道課

件名
宮田停車場・本城線外１配
水管更新工事

予定価格（税抜） 17,760,000 円

箇所 宮若市本城字糸遊 最低制限価格（税抜） 15,628,000 円

工　期 Ｒ3.9.24-Ｒ3.12.22 契約金額 17,190,800 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）

宮田水道サービスセ
ンター㈲

15,628,000

㈲丸善設備 15,628,000 くじにより落札

アーク工業㈲ 入札辞退

㈱瓜生建設一工業 入札辞退

ＪＡＣＣＳ㈱ 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=212.4ｍ　　GXφ150㎜　L=210.4ｍ　　不断水分岐φ150㎜×150㎜
N=1箇所　　不断水ストッパーφ150㎜　N=1箇所　仮設管（PEφ25㎜）設置・撤去
L=25.0ｍ　排泥工　N=2箇所　給水工　N=6箇所

有限会社丸善設備

福岡県宮若市本城1104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9月17日

所管課 水道課

件名 水中ポンプ購入 予定価格（税抜） 1,890,000 円

箇所 宮若市宮田字滝ヶ下 最低制限価格（税抜） 無

納入期限 R4.2.24 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）

㈲Ａシスト松岡 1,550,000

石川金物㈲ 1,980,000

㈱ＫＳＫ 2,000,000

エスエスエンジニア㈱ 1,500,000 落札

光伸㈱  福岡営業所 1,660,000

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

1,590,000

【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）

水中ポンプ15kw　1基

エスエスエンジニア株式会社

福岡県直方市大字下境２１２３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9月17日

所管課 議会事務局

件名 複合機リース契約 予定価格（税抜） 23,865 円

箇所 宮若市議会事務局 最低制限価格（税抜） 無

納入期限 R3.9.30 契約金額（月額） 24,491 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 23,600

㈱玉置 23,165

㈱ツシマ 入札辞退

㈱サンテック 入札辞退

㈱三和通商 22,265 落札

㈲高次商店 入札辞退

㈲小川商事　直方店 22,865

㈱コンドウ 24,295

【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）

複写機１台（保守含む）（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9月17日

所管課 土木建設課

件名
宮日田線測量詳細設計業
務委託

予定価格（税抜） 5,695,000 円

箇所 宮若市金生字宮日田 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ3.9.22-Ｒ4.2.18 契約金額 5,830,000 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）

㈲宮田測量設計事務
所

5,600,000

㈱ライズコンサルタント 5,500,000

㈲第一測量 5,800,000

和田測量設計事務所 5,300,000 落札

政和測建㈱ 5,500,000

【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）

委託長　L=170m　測量業務　1式（路線測量　L=170ｍ、用地測量　Ａ＝4,300㎡）
設計業務　1式（詳細設計　Ｌ＝170ｍ）

和田測量設計事務所

福岡県宮若市金丸８１４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9月17日

所管課 土木建設課

件名
鶴田地区内水対策検討業
務委託

予定価格（税抜） 9,695,000 円

箇所 宮若市鶴田字中村 最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ3.9.22-Ｒ4.2.18 契約金額 8,580,000 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）

九州建設コンサルタン
ト㈱　福岡支店

7,800,000 落札

㈱ウエスコ 九州支社 9,000,000

シビックアーツコンサ
ルタント㈱

9,600,000

㈱エム・ケー・コンサル
タント

9,540,000

㈱東光コンサルタンツ
九州支店

9,150,000

㈱東亜コンサルタント 9,650,000

㈱オリエンタルコンサ
ルタンツ　九州支社

9,500,000

㈱エスケイエンジニア
リング

9,400,000

第一復建㈱ 9,500,000

ジーアンドエスエンジ
ニアリング㈱　北九州
営業所

9,730,000

㈱エイト日本技術開
発　九州支社

10,296,000

【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　1箇所　内水対策検討業務　1式

九州建設コンサルタント株式会社　福岡支店

福岡県福岡市早良区次郎丸2丁目1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3年9月17日

所管課 環境保全課

件名
「緑水園」槽内清掃及び汚
泥運搬業務委託

予定価格（税抜） 2,980,000 円

箇所
宮若市し尿処理施設｢緑水
園｣

最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ3.9.22-Ｒ3.11.30 契約金額 2,241,800 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）

協和環境㈲ 入札辞退

㈲サン・フレッシュ
サービス

入札辞退

西鞍手浄化槽管理㈲ 入札辞退

共栄環境開発㈱ 2,330,000

自然環境保全事業
（協）

2,270,000

㈱行橋玄洋社 2,038,000 落札

㈲環境整備センター 入札辞退

八光海運㈱　熊本支
店

2,652,000

㈱タケマツ環境　宮若
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）

「緑水園」槽内清掃及び汚泥運搬業務　1式

株式会社行橋玄洋社

福岡県行橋市大字長木1273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9月17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） 977,000 円

箇所
宮若市し尿処理施設｢緑水
園｣

最低制限価格（税抜） 無

工　期 Ｒ3.9.22-Ｒ4.3.23 契約金額 638,000 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

900,000

㈱静環検査センター
福岡支店

700,000

㈱環境科学システム 580,000 落札

西部環境調査㈱　福
岡事業所

710,000

㈱エヌ・イーサポート
九州支社

720,000

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

株式会社環境科学システム

福岡県大野城市乙金東三丁目10番12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。


