
入札日 令和4年6月2日

所管課 土木建設課

件名
鶴田地区排水ポンプ施設測
量調査設計業務委託

予定価格（税抜） 13,476,000 円

箇所 宮若市鶴田字中村 最低制限価格（税抜） 無

工期（契約期間） R4.6.8-R4.11.4 契約金額 13,167,000 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）

㈱三洋コンサルタント 12,800,000

㈱協和コンサルタンツ
北九州営業所

12,400,000

㈱日水コン　九州支
所

12,222,000

九州建設コンサルタン
ト㈱　福岡支店

13,500,000

㈱太平設計 13,000,000

西鉄シー・イー・コンサ
ルタント㈱

12,800,000

㈱東亜コンサルタント 11,970,000 落札

㈱吾水総合コンサル
タント

14,820,000

第一復建㈱ 12,700,000

㈱エスケイエンジニア
リング

12,300,000

【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　測量業務　1式　調査業務　1式（地質調査）
設計業務　1式（かま場、用地造成）　設計業務　1式（格納庫）

株式会社東亜コンサルタント

福岡県福岡市博多区東比恵３丁目２８番１０号

宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第５条（請負業者の選定）の
規定に基づき選定した。



入札日 令和4年6月2日

所管課 土地対策課

件名
令和４年度国土調査事業山
口地区地籍測量業務委託

予定価格（税抜） 35,838,000 円

箇所 宮若市山口 最低制限価格（税抜） 無

工期（契約期間） R4.6.10-R5.3.16 契約金額 36,190,000 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）

宮若市測量設計業協
同組合

33,500,000

㈱大高開発　筑豊営
業所

33,500,000

㈱豊田工務所 34,200,000

村井測量設計㈱ 32,900,000 落札

栄和測量設計㈱ 34,000,000

㈱日測設計 34,000,000

大和コンサル㈱　田川
営業所

34,000,000

㈱髙田工務所 34,900,000

大正測量設計㈱ 34,700,000

【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）

山口の一部（21-1） 地籍図根三角測量（C工程）　A=1.17㎢　　地籍図根多角測量
（D工程）　A=0.71㎢　一筆地調査（Ｅ工程）　A=1.17㎢　　細部図根測量（ＦⅠ工
程）　A=0.71㎢　　細部図根測量（ＦⅠ工程（D工程省略））　A=0.46㎢　　一筆地測
量（FⅡ-1工程）　A=1.17㎢
山口の一部（20-4）　地積測定（Ｇ工程）　A=1.44㎢　閲覧時の申出に係る作業
（H3工程）　A=1.44㎢

村井測量設計株式会社

福岡県北九州市八幡西区陣原三丁目１５番１２

宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第５条（請負業者の選定）の
規定に基づき選定した。



入札日 令和4年6月2日

所管課 土地対策課

件名
令和４年度国土調査事業長
井鶴外１地区地籍測量業務
委託

予定価格（税抜） 34,841,000 円

箇所 宮若市長井鶴外１地区 最低制限価格（税抜） 無

工期（契約期間） R4.6.14-R5.3.20 契約金額 35,640,000 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）

宮若市測量設計業協
同組合

32,400,000 落札

㈱大高開発　筑豊営
業所

32,900,000

㈱豊田工務所 33,300,000

村井測量設計㈱

栄和測量設計㈱ 33,000,000

㈱日測設計 33,600,000

大和コンサル㈱　田川
営業所

33,500,000

㈱髙田工務所 33,900,000

大正測量設計㈱ 33,700,000

【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）

長井鶴の一部（21-2）　地籍図根三角測量（Ｃ工程）　A=0.42㎢　一筆地調査（Ｅ工
程）　A=0.42㎢　細部図根測量（ＦⅠ工程（Ｄ工程省略））　A=0.42㎢　一筆地測量
（ＦⅡ-1工程）　A=0.42㎢
宮田の一部（21-3）　地籍図根三角測量（Ｃ工程）　A=0.27㎢　一筆地調査（Ｅ工
程）　A=0.27㎢　細部図根測量（ＦⅠ工程（Ｄ工程省略））　A0.27㎢　一筆地測量
（ＦⅡ-1工程）　A=0.27㎢
長井鶴の一部(20-5)　　地積測定（G工程）　A=0.31㎢　閲覧時の申出に係る作業
（H3工程）　A=0.31㎢　地籍図複図（H工程）　Ｎ＝46枚

宮若市測量設計業協同組合

福岡県宮若市鶴田２０４６番地４３

宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第５条（請負業者の選定）の
規定に基づき選定した。

落除き



工事名（件名） 宮若市戸籍システム用機器リース契約

工事箇所 宮若市宮田29番地1

入札日

23,221 円

（ 21,110 円）

― 円

（ ― 円）

入札業者名 第１回入札（円）

㈲小田文具店 入札辞退

㈱玉置 入札辞退

㈱オーイーシー　福岡
支社

入札辞退

行政システム九州㈱ 13,080 落札

㈱ＢＣＣ 入札辞退

富士フイルムビジネスイ
ノベーションジャパン㈱

入札辞退

㈱レイメイ藤井 14,700

㈱ウチダシステムズ
九州支社

28,250

㈱三和通商 入札辞退

㈱サンテック 入札辞退

㈱麻生情報システム
飯塚事業所

入札辞退

㈲小川商事　直方店 14,500

㈱ツシマ 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 結 果 調 書

令和4年6月2日

入札予定価格

最低制限価格



入札日 令和4年6月2日

所管課 土地対策課

件名
地籍調査事業現場用タブ
レット端末リース契約

予定価格（税抜） 円

箇所
岡山県岡山市北区平田
117-120

最低制限価格（税抜） 無

期間 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）

㈲小田文具店 入札辞退

㈱玉置 入札辞退

㈱オーイーシー　福
岡支社

入札辞退

行政システム九州㈱ 入札辞退

㈱ＢＣＣ 入札辞退

富士フイルムビジネスイ
ノベーションジャパン㈱

入札辞退

㈱レイメイ藤井 入札辞退

㈱ウチダシステムズ
九州支社

入札辞退

㈱三和通商 入札辞退

㈱サンテック 入札辞退

㈱麻生情報システム
飯塚事業所

入札辞退

㈲小川商事　直方店 入札辞退

㈱ツシマ 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

入札参加者全者辞退
により入札不成立

入札・契約の結果内容（公表用）

地積調査事業現場用タブレット端末　2台

宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第５条（請負業者の選定）の
規定に基づき選定した。



入札日 令和4年6月2日

所管課 土木建設課

件名
令和４年度常温合材（全天
候型舗装補修材）購入

予定価格（税抜） 2,000 円

箇所 宮若市宮田４７０５番地１ 外 最低制限価格（税抜） 無

納入期限 R5.3.31 契約金額（1袋単価） 1,760 円

購入物品（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）

ニチレキ㈱　九州支店 入札辞退

㈱ユウキコーポレー
ション

1,800

㈱寿陽建設 1,900

山王㈱　福岡営業所 1,690

旭日保安工業㈲ 1,600 落札

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 納　期

変更概要

変更理由

入札・契約の結果内容（公表用）

常温合材（全天候型舗装補修材）20ｋｇ／袋　購入予定数量　1,000袋

旭日保安工業有限会社

福岡県福岡市東区社領３丁目１４番２７号

宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第５条（請負業者の選定）の
規定に基づき選定した。


