
入札日 令和3年10月27日

所管課 土木建設課

件名 片崩・出口線道路整備工事 予定価格（税抜） 36,652,000 円

箇所 宮若市小伏字入江の上 最低制限価格（税抜） 32,363,000 円

工　期 R3.11.1-R4.3.15 契約金額 35,599,300 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）

㈱双一開發 32,363,000

㈱堀組土建 32,363,000 くじにより落札

㈱田代土木 32,363,000

㈱宮田土木 32,363,000

㈱佐久間産業 32,363,000

㈱創都 32,363,000

坂井建設㈱ 32,363,000

㈱地建 32,363,000

㈱丸忠産業 32,363,000

㈱南王工業 32,363,000

早川産業㈱ 32,363,000

㈱杉園道路建設 32,363,000

㈲鬼塚工業 32,363,000

㈱梓工建 32,363,000

【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=662ｍ　土工　V=934㎥　舗装工　A=4,110㎡　取付工　A=141㎡　区画
線工　1式　構造物撤去工　1式

株式会社堀組土建

福岡県宮若市本城１４７９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10月27日

所管課 土木建設課

件名
福丸・下有木線道路改良工
事

予定価格（税抜） 36,376,000 円

箇所 宮若市福丸字楼門田 最低制限価格（税抜） 32,192,000 円

工　期 R3.10.29-R4.3.17 契約金額 35,411,200 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）

㈱堀組土建 入札辞退

㈱宮田土木 入札辞退

㈱佐久間産業 32,192,000

㈱創都 入札辞退

坂井建設㈱ 入札辞退

㈱丸忠産業 32,192,000

㈱南王工業 32,192,000

㈲鬼塚工業 32,192,000 くじにより落札

㈱梓工建 32,192,000

【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=107.6ｍ　土工　1式　排水構造物工　1式　付属施設工　1式　舗装工
A=1,355.0㎡　区画線工　L=459.0ｍ　撤去工　1式　附帯工　1式

有限会社鬼塚工業

福岡県宮若市宮田２６０７番地３７

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10月27日

所管課 土木建設課

件名
脇田地区急傾斜地崩壊対
策工事

予定価格（税抜） 31,048,000 円

箇所 宮若市脇田字湯寺 最低制限価格（税抜） 27,415,000 円

工　期 R3.11.1-R4.3.15 契約金額 30,156,500 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）

㈱創都 入札辞退

坂井建設㈱ 27,415,000

㈲塩川産業 27,415,000

㈱地建 入札無効

㈱丸忠産業 27,415,000 くじにより落札

㈲清水組 27,415,000

㈱南王工業 27,415,000

早川産業㈱ 入札辞退

㈱杉園道路建設 27,415,000

㈲鬼塚工業 入札辞退

㈱梓工建 27,415,000

【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=22.0ｍ　法面工　A=240㎡

株式会社丸忠産業

福岡県宮若市沼口３４６番地４

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10月27日

所管課 土木建設課

件名 原田・沼口線道路改良工事 予定価格（税抜） 29,758,000 円

箇所 宮若市水原字楽間 最低制限価格（税抜） 26,335,000 円

工　期 R3.11.1-R4.3.15 契約金額 28,968,500 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）

㈱創都 26,335,000 くじにより落札

坂井建設㈱ 26,335,000

㈱地建 26,335,000

㈱丸忠産業 入札辞退

㈱南王工業 入札辞退

㈱杉園道路建設 26,335,000

㈲鬼塚工業 入札辞退

㈱梓工建 26,335,000

【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=273ｍ　道路土工　1式　構造物取り壊し工　1式　擁壁工　L=6ｍ　縁石
工　1式　法面工　1式　路床改良工　A=1,690㎡　舗装工　1式　区画線工　L=660
ｍ

株式会社創都

福岡県宮若市下有木３８０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10月27日

所管課 土木建設課

件名
宮日田地区急傾斜地崩壊
対策工事

予定価格（税抜） 22,871,000 円

箇所 宮若市金生字宮日田 最低制限価格（税抜） 20,149,000 円

工　期 R3.11.1-R4.3.15 契約金額 22,163,900 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）

㈱創都 入札辞退

坂井建設㈱ 20,149,000

㈲塩川産業 20,149,000 くじにより落札

㈱地建 入札無効

㈱丸忠産業 入札辞退

㈲清水組 20,149,000

㈱南王工業 20,149,000

㈱杉園道路建設 入札辞退

㈲鬼塚工業 入札辞退

㈱梓工建 20,149,000

【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=18.6ｍ　法面工　A=329㎡

有限会社塩川産業

福岡県宮若市沼口７３１番地７

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10月27日

所管課 土木建設課

件名
壱町田・大谷線道路整備工
事

予定価格（税抜） 21,249,000 円

箇所 宮若市芹田字浦ノ山 最低制限価格（税抜） 18,677,000 円

工　期 R3.11.4-R4.3.3 契約金額 20,544,700 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）

㈱創都 入札辞退

坂井建設㈱ 18,677,000

㈲塩川産業 入札辞退

㈱地建 18,677,000

㈱丸忠産業 入札辞退

㈱南王工業 18,677,000 くじにより落札

早川産業㈱ 18,677,000

㈱杉園道路建設 18,677,000

㈲鬼塚工業 入札辞退

㈱梓工建 18,677,000

㈲古茅建設 18,677,000

㈲扶桑産業 18,677,000

㈱太陽 18,677,000

㈲シンワ建設 18,677,000

㈱本田興業 18,677,000

吉村組 18,677,000

ムラカミ総建㈱ 18,677,000

㈲舟越土木 18,677,000

㈲松井産業 18,677,000

【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=180ｍ　土工　V=656㎥　舗装工　A=1,310㎡　区画線工　1式　構造物
撤去工　1式

株式会社南王工業

福岡県宮若市芹田４０７番地４

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10月27日

所管課 土木建設課

件名 江古水路整備工事 予定価格（税抜） 20,410,000 円

箇所 宮若市本城字澁田 最低制限価格（税抜） 18,001,000 円

工　期 R3.11.5-R4.3.14 契約金額 19,801,100 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 入札辞退

坂井建設㈱ 入札辞退

㈱丸忠産業 入札辞退

㈱南王工業 入札辞退

㈲鬼塚工業 入札辞退

㈱梓工建 入札辞退

㈲古茅建設 18,001,000

㈲扶桑産業 18,001,000

㈱太陽 18,001,000

㈲シンワ建設 入札辞退

㈱本田興業 18,001,000

吉村組 入札辞退

ムラカミ総建㈱ 18,001,000 くじにより落札

㈲舟越土木 18,001,000

㈲松井産業 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=479.6ｍ（L=260.0ｍ）　土工　1式　舗装工　A=2.0ｍ　護床工　1式　コン
クリートブロック積工　1式　床版工　1式　防護柵工　1式　撤去工　1式　仮設工　1
式

ムラカミ総建株式会社

福岡県宮若市金生２５７６番地４

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。


