
入札日 令和4年2月18日

所管課 水道課

件名
宮若市水道メーター検針業
務委託

予定価格（税抜） 14,959,000 円

箇所
宮若市水道事業及び宮若
市簡易水道事業の給水区
域

最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R6.10.31 落札金額（税抜） 12,231,621 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）

公益社団法人　宮若・
小竹シルバー人材セ
ンター

12,231,625 落札

㈱ファノバ　九州支店 15,258,000

ヴェオリア・ジェネッツ
㈱　九州支店

入札辞退

第一環境㈱　九州・沖
縄支店

13,919,840

マイタウンサービス㈱ 13,970,895

九州総合サービス㈱ 15,585,315

【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）

宮若市水道メーター検針　1式 下水子メータ検針　1式　チラシ等配布業務　1式
閉栓中及び給水停止世帯現地確認業務　1式

公益社団法人　宮若・小竹シルバー人材センター

福岡県宮若市宮田１１８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4年2月18日

所管課 環境保全課

件名
宮若市し尿処理施設「緑水
園」薬品購入

予定価格（税抜） 116.0 円

箇所 宮若市芹田335番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 115.0 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）

㈱クリタス　九州支店 入札辞退

タイキ薬品工業㈱ 116.0

樋口薬品工業㈱ 135.0

㈱アイワ　福岡営業所 165.0

㈱九酸　宮田営業所 146.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

135.0

オガワ水管理工業㈱ 130.0

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 115.0 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）

薬品名　：　苛性ソーダ

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ： 26,000㎏ )

株式会社テンゼン

福岡県北九州市戸畑区菅原２丁目１番１３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2月18日

所管課 環境保全課

件名
宮若市し尿処理施設「緑水
園」薬品購入

予定価格（税抜） 27.0 円

箇所 宮若市芹田335番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 25.8 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）

㈱クリタス　九州支店 入札辞退

タイキ薬品工業㈱ 26.0

樋口薬品工業㈱ 28.0

㈱アイワ　福岡営業所 30.0

㈱九酸　宮田営業所 37.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

27.5

オガワ水管理工業㈱ 25.8 落札

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 27.0

【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）

　薬品名　：　無機凝集剤（硫酸バンド）

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ： 200,000㎏ )

オガワ水管理工業株式会社

福岡県朝倉市馬田字中原３６９６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2月18日

所管課 環境保全課

件名
宮若市し尿処理施設「緑水
園」薬品購入

予定価格（税抜） 59.0 円

箇所 宮若市芹田335番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 59.0 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）

㈱クリタス　九州支店 入札辞退

タイキ薬品工業㈱ 74.0

樋口薬品工業㈱ 59.0 落札

㈱アイワ　福岡営業所 95.0

㈱九酸　宮田営業所 80.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

60.0

オガワ水管理工業㈱ 75.0

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 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）

　薬品名　：　次亜塩素酸ソーダ

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ： 4,700㎏ )

樋口薬品工業株式会社

福岡県福岡市南区的場２丁目２５番１１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2月18日

所管課 環境保全課

件名
宮若市し尿処理施設「緑水
園」薬品購入

予定価格（税抜） 1,510.0 円

箇所 宮若市芹田335番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 1,460.0 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）

㈱クリタス　九州支店 1,460.0 落札

タイキ薬品工業㈱ 1,500.0

樋口薬品工業㈱ 1,650.0

㈱アイワ　福岡営業所 入札辞退

㈱九酸　宮田営業所 1,650.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

1,650.0

オガワ水管理工業㈱ 入札辞退

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 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）

　薬品名　：　脱水助剤（クリフューチャー）

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ： 3,700㎏ )

株式会社クリタス　九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵２－２－４０

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2月18日

所管課 環境保全課

件名
宮若市し尿処理施設「緑水
園」薬品購入

予定価格（税抜） 820.0 円

箇所 宮若市芹田335番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 810.0 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）

㈱クリタス　九州支店 810.0 落札

タイキ薬品工業㈱ 870.0

樋口薬品工業㈱ 900.0

㈱アイワ　福岡営業所 入札辞退

㈱九酸　宮田営業所 950.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

950.0

オガワ水管理工業㈱ 入札辞退

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 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）

　薬品名　：　水用活性炭クリコール（新炭）

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ：2,200㎏ )

株式会社クリタス　九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵２－２－４０

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2月18日

所管課 環境保全課

件名
宮若市し尿処理施設「緑水
園」薬品購入

予定価格（税抜） 680.0 円

箇所 宮若市芹田335番地1 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 670.0 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）

㈱クリタス　九州支店 670.0 落札

タイキ薬品工業㈱ 750.0

樋口薬品工業㈱ 800.0

㈱アイワ　福岡営業所 入札辞退

㈱九酸　宮田営業所 850.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

850.0

オガワ水管理工業㈱ 入札辞退

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 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）

　薬品名　：　水用活性炭クリコール（再生炭）

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ：5,000㎏ )

株式会社クリタス　九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵２－２－４０

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2月18日

所管課 水道課

件名 宮若市水道用薬品購入 予定価格（税抜） 65.0 円

箇所 宮若市宮田字滝ヶ下　外 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 58.0 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）

㈱クリタス　九州支店 入札辞退

タイキ薬品工業㈱ 80.0

樋口薬品工業㈱ 70.0

㈱アイワ　福岡営業所 100.0

㈱九酸　宮田営業所 58.0 落札

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

75.0

オガワ水管理工業㈱ 入札辞退

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 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）

　薬品名　：　次亜塩素酸ナトリウム

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ： 16,140㎏ )

株式会社九酸　宮田営業所

福岡県宮若市四郎丸１２５７番地１１

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2月18日

所管課 水道課

件名 宮若市水道用薬品購入 予定価格（税抜） 40.0 円

箇所 宮若市宮田字滝ヶ下　外 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 38.5 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）

㈱クリタス　九州支店 入札辞退

タイキ薬品工業㈱ 40.0

樋口薬品工業㈱ 41.0

㈱アイワ　福岡営業所 45.0

㈱九酸　宮田営業所 52.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

39.0

オガワ水管理工業㈱ 入札辞退

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 38.5 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）

　薬品名　：　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ： 14,390㎏ )

株式会社テンゼン

福岡県北九州市戸畑区菅原２丁目１番１３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2月18日

所管課 水道課

件名 宮若市水道用薬品購入 予定価格（税抜） 48.0 円

箇所 宮若市宮田字滝ヶ下　外 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 落札金額（税抜） 46.0 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）

㈱クリタス　九州支店 入札辞退

タイキ薬品工業㈱ 48.0

樋口薬品工業㈱ 51.0

㈱アイワ　福岡営業所 110.0

㈱九酸　宮田営業所 60.0

福豊帝酸㈱　筑豊営
業所

46.0 落札

オガワ水管理工業㈱ 入札辞退

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

入札辞退

㈱テンゼン 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）

　薬品名　：　水道用消石灰

※入札額＝㎏当たり単価　　（予定購入量 ： 2,030㎏ )

福豊帝酸株式会社　筑豊営業所

福岡県飯塚市佐与１４８０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4年2月18日

所管課 水道課

件名 宮若市水質検査業務委託 予定価格（税抜） 7,861,500 円

箇所 市内一円 最低制限価格（税抜） 無

工　期 R4.4.1-R5.3.31 契約金額 7,920,000 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）

（一財）九州環境管理
協会

8,000,000

（公財）北九州生活科
学センター

7,200,000 落札

（公社）北九州市薬剤
師会

7,400,000

㈱東洋環境分析セン
ター　福岡事業所

7,620,000

【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）

水道法に基づく水質検査及び宮若市（水道事業、簡易水道事業並びに市営住宅
専用水道及び飲料水供給施設）水質検査計画による水質検査

公益財団法人　北九州生活科学センター

福岡県北九州市戸畑区中原新町１－４

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。


