
入札日 令和4年1月27日

所管課 産業観光課

件名
いこいの里千石バンガロー
解体工事

予定価格（税抜） 12,104,000 円

箇所 宮若市宮田字笠城 最低制限価格（税抜） 9,078,000 円

工　期 R4.1.28-R4.3.31 契約金額 9,985,800 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）

㈱佐久間産業 11,780,000

㈱有吉組 入札辞退

㈱レイワ 9,078,000 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）

バンガロー９棟解体

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4年1月27日

所管課 土木建設課

件名
堀の内溜池管理道路災害
復旧工事

予定価格（税抜） 4,650,000 円

箇所 宮若市沼口字堀の内 最低制限価格（税抜） 4,059,000 円

工　期 R4.2.2-R4.5.2 契約金額 4,464,900 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）

㈲シンワ建設 4,059,000

㈱花田工業 4,059,000 くじにより落札

㈲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=50ｍ　ため池管理道路盛土工　Ｎ＝1式　法面整形工　Ａ＝275㎡

株式会社花田工業

福岡県宮若市宮田２４８２番地２

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4年1月27日

所管課 土木建設課

件名 猫峠農地災害復旧工事 予定価格（税抜） 3,900,000 円

箇所 宮若市縁山畑字猫峠 最低制限価格（税抜） 3,385,000 円

工　期 R4.2.1-R4.3.31 契約金額 3,723,500 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 3,385,000

㈲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

㈱キョーエイ 3,385,000

㈱宮産業 入札辞退

グリーン・ケア 3,385,000 くじにより落札

丸中園材工芸㈱ 入札辞退

㈱山下興業 入札辞退

㈱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=17ｍ　土工A　N=1式　土工B　N=1式　コンクリートブロック積工　A＝41
㎡　畦畔工　L=10ｍ　仮設工　N=1式

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4年1月27日

所管課 土木建設課

件名 清水水路災害復旧工事 予定価格（税抜） 3,180,000 円

箇所 宮若市倉久字清水 最低制限価格（税抜） 2,779,000 円

工　期 R4.2.1-R4.3.31 契約金額 3,056,900 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 2,779,000

㈲キムラ造園土木 2,779,000

㈲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

㈱キョーエイ 2,779,000 くじにより落札

㈱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

㈱山下興業 入札辞退

㈱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=12ｍ　土工　N=1式　コンクリートブロック積工　N=1式　仮設工　N=1式

株式会社キョーエイ

福岡県宮若市磯光９９１番地２

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4年1月27日

所管課 土木建設課

件名 柳原農地災害復旧工事 予定価格（税抜） 1,710,000 円

箇所 宮若市黒丸字柳原 最低制限価格（税抜） 1,462,000 円

工　期 R4.2.1-R4.3.31 契約金額 1,608,200 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 1,462,000

㈲キムラ造園土木 1,462,000

㈲中部産業 1,462,000 くじにより落札

㈱アリヨシ重建 入札辞退

山本建設 入札辞退

㈱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

㈱山下興業 入札辞退

㈱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=19ｍ　土工　N=1式　畦畔工　L=18ｍ　仮設工　N=1式

有限会社中部産業

福岡県宮若市磯光１３７２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4年1月27日

所管課 健康福祉課

件名
令和４年度宮若市介護用品
給付事業納入業務委託

予定価格（税抜） 17,938,176 円

箇所 宮若市全域 最低制限価格（税抜） 無

期間 R4.4.1-R5.3.31 契約金額 17,819,417 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）

㈲おおつか 19,791,914

㈱アステム北九州営
業部 筑豊支店

入札辞退

㈲小倉商會 入札辞退

ミドリ安全北九州㈱ 入札辞退

社会福祉法人グリー
ンコープ福岡県本部

16,199,470 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）

介護用品の調達と配達

社会福祉法人グリーンコープ福岡県本部

福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目５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4年1月27日

所管課 環境保全課

件名
令和４年度宮若市指定ごみ
袋製作等業務委託

予定価格（税抜） 21,015,000 円

箇所 宮若市内一円 最低制限価格（税抜） 無

期間 R4.2.1-R5.3.31 契約金額 15,538,160 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）

本栄商事㈱ 15,284,340

メディアインターナショ
ナル㈱

入札辞退

ジェイフィルム㈱ 入札辞退

㈱テライ 14,125,600 落札

国際紙パルプ商事㈱
九州支店

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）

固形燃料用ごみ袋（大）1,100,000枚　（小）124,000枚、不燃ごみ袋（大）74,000枚
（小）24,000枚　ペットボトル26,000枚　証紙　10,000冊

株式会社テライ

大阪府大阪市淀川区上新庄１丁目２番７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4年1月27日

所管課 教育総務課

件名
光陵小学校、学校給食共同
調理場プロパンガス購入

予定価格（税抜） 350 円

箇所 光陵小学校外 最低制限価格（税抜） 無

期間 R4.3.10-R6.2.29 契約金額 264 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）

松尾プロパン 417

中田プロパン㈲ 240 落札

㈲コトブキ 278

若宮米屋プロパン 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）

光陵小学校、学校給食共同調理場のプロパンガス供給

中田プロパン有限会社

福岡県宮若市宮田４７３５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4年1月27日

所管課 子育て福祉課

件名
光陵学童保育所、子育て支
援センターさくらんぼプロパ
ンガス購入

予定価格（税抜） 353 円

箇所 光陵学童保育所外 最低制限価格（税抜） 無

期間 R4.3.7-R6.2.29 契約金額 349 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）

松尾プロパン 430

中田プロパン㈲ 350

㈲コトブキ 318 落札

若宮米屋プロパン 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）

光陵学童保育所、子育て支援センターさくらんぼのプロパンガス供給

有限会社コトブキ

福岡県宮若市磯光１８２７番地２２０

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。


