
入札日 令和4年11月25日

所管課 土木建設課

件名
片鉾・天王寺線道路改良工
事

予定価格（税抜） 19,839,000 円

箇所 宮若市宮田字浮州 最低制限価格（税抜） 17,835,000 円

工　期 R4.12.1-R5.3.20 契約金額 19,618,500 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

㈲坂元建設

㈱梓工建

㈱杉園道路建設 入札辞退

㈱南王工業

㈱太陽 17,835,000

㈲建興

㈲扶桑産業 17,835,000

㈱本田興業 17,835,000 くじにより落札

㈱北部九州舗道 入札辞退

㈱山下興業 17,835,000

㈲シンワ建設 17,835,000

㈲サン企画 17,835,000

㈱花田工業 17,835,000

吉村組 17,835,000

㈲舟越土木 17,835,000

みやび産業 17,835,000

良心興業 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=80.0ｍ　土工　1式　排水構造物工　L=134.0ｍ　縁石工　L=140.0ｍ
安全施設工　1式　舗装工　A=923.0㎡　区画線工　L=213.0ｍ　擁壁工　1式
附帯工　1式　撤去工　1式

株式会社本田興業

福岡県宮若市沼口1011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。

摘要

落除き

落除き

落除き

落除き

落除き



入札日 令和4年11月25日

所管課 下水道課

件名
磯光（前村２工区）地内外汚
水管渠築造工事

予定価格（税抜） 19,652,000 円

箇所 宮若市磯光字前村　外 最低制限価格（税抜） 17,627,000 円

工　期 R4.12.1-R5.3.10 契約金額 19,389,700 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

㈲坂元建設

㈱梓工建

㈱南王工業

㈱太陽 17,627,000

㈲建興

㈲扶桑産業 17,627,000

㈱本田興業

㈱山下興業 17,627,000

㈲シンワ建設 17,627,000 　　

㈲サン企画 17,627,000

㈱花田工業 17,627,000

吉村組 17,627,000

㈲舟越土木 入札無効

みやび産業 17,627,000 くじにより落札

㈱ケイ・アイ・エイチ 17,627,000

良心興業 17,627,000

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

落除き

入札・契約の結果内容（公表用）

工事長　L=202.6ｍ　管きょ工（開削工VUφ200）　L=202.6ｍ
マンホール工　N=13箇所　取付管及びます工　N=6箇所　付帯工　1式

みやび産業

福岡県宮若市龍徳117番地10

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。

摘要

落除き

落除き

落除き

落除き

落除き



入札日 令和4年11月25日

所管課 土木建設課

件名 春日橋橋梁補修工事 予定価格（税抜） 19,125,000 円

箇所 宮若市倉久字小林 最低制限価格（税抜） 16,925,000 円

工　期 R4.12.1-R5.3.20 契約金額 18,617,500 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

㈲坂元建設

㈲清水組 16,925,000

早川産業㈱ 16,925,000 くじにより落札

㈱梓工建

㈱杉園道路建設 入札辞退

㈱南王工業 入札辞退

㈱太陽 16,925,000

㈲建興

㈱本田興業 入札辞退 　　

㈱北部九州舗道 入札辞退

㈱山下興業 入札辞退

㈲シンワ建設 16,925,000

㈲サン企画 16,925,000

㈱花田工業 16,925,000

吉村組 16,925,000

㈲舟越土木 16,925,000

良心興業 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

落除き

入札・契約の結果内容（公表用）

工事長　L＝14.99ｍ　橋面補修工（舗装打換え工・舗装復旧工・橋面防水工） １式
上部工補修工（コンクリート補修工・表面保護工）　１式
橋梁付属物工（伸縮装置設置工・防護柵修繕工・仮設工）　１式

早川産業株式会社

福岡県宮若市芹田37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。

摘要

落除き

落除き

落除き



入札日 令和4年11月25日

所管課 土木建設課

件名
宮田停車場・本城線道路改
良工事

予定価格（税抜） 16,697,000 円

箇所 宮若市本城字糸遊 最低制限価格（税抜） 15,010,000 円

工　期 R4.12.1-R5.3.10 契約金額 16,511,000 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）

㈱創都

㈲坂元建設

㈲清水組 入札辞退

㈱梓工建

㈱杉園道路建設 入札辞退

㈱南王工業

㈱太陽 15,010,000

㈲建興

㈲扶桑産業 15,010,000

㈱本田興業 　　

㈱北部九州舗道 入札辞退

㈱山下興業 15,010,000

㈲シンワ建設 15,010,000

㈲サン企画 15,010,000 くじにより落札

㈱花田工業 15,010,000

吉村組 15,010,000

㈲舟越土木 15,010,000

みやび産業

㈱ケイ・アイ・エイチ 15,010,000

良心興業 15,010,000 　　

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

落除き

入札・契約の結果内容（公表用）

工事長　L=72.5ｍ　土工　1式　排水工　L=148ｍ　縁石工　L=238ｍ
舗装工　A=840㎡　区画線工　L=244ｍ　撤去工　1式

有限会社サン企画

福岡県宮若市本城1592番地50

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。

摘要

落除き

落除き

落除き

落除き

落除き

落除き



入札日 令和4年11月25日

所管課 土木建設課

件名 沼口線道路改良工事 予定価格（税抜） 7,095,000 円

箇所 宮若市沼口字中川原 最低制限価格（税抜） 6,371,000 円

工　期 R4.12.1-R5.3.20 契約金額 7,008,100 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）

㈱太陽 6,371,000

㈲建興 入札辞退

㈱本田興業

㈱山下興業 入札辞退

㈲シンワ建設

㈲サン企画

㈱花田工業 6,371,000

㈲舟越土木 6,371,000 くじにより落札

良心興業 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=15ｍ　土工　1式　法面工　A=8.0㎡　擁壁工　L=10.4ｍ
排水工　L=12.5ｍ　防護柵工　L=8.0ｍ　撤去工　1式　仮設工　1式

有限会社舟越土木

福岡県宮若市龍徳707番地6

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。

摘要

落除き

未受領

落除き



入札日 令和4年11月25日

所管課 水道課

件名
白百合団地給水管修繕工
事

予定価格（税抜） 2,100,000 円

箇所 宮若市龍徳字奥百合野 最低制限価格（税抜） 1,879,000 円

工　期 R4.12.1-R5.1.29 契約金額 2,066,900 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）

吉岡設備 2,000,000

㈱足立工作所 入札辞退

(合)入来田建設 1,879,000 落札

(有)梶原設備工業 入札無効

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

摘要

入札・契約の結果内容（公表用）

工事箇所　N=17箇所　給水管（ポリエチレン管φ13mm）布設替え　N=17箇所

合同会社入来田建設

福岡県直方市大字知古705-16-1

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11月25日

所管課 環境保全課

件名
「緑水園」受入・貯留設備等
修繕工事

予定価格（税抜） 2,364,000 円

箇所 宮若市芹田３３５番地１ 最低制限価格（税抜） 2,167,000 円

工　期 R4.12.1-R5.2.18 契約金額 2,383,700 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）

アーク工業㈲ 入札辞退

㈲クリアテック

大信興業㈱ 2,167,000

㈱クリタス 2,167,000 くじにより落札

㈱ケイ・イー・エス　直
方支店

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

摘要

未受領

入札・契約の結果内容（公表用）

破砕装置（し尿破砕A）修繕　1式　床排水ポンプ更新　5台

株式会社クリタス

東京都豊島区南池袋1-11-22

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11月25日

所管課 産業観光課

件名
宮田バス停交流スペース整
備事業基本設計業務委託

予定価格（税抜） 2,747,000 円

箇所 宮若市宮田４８１３番 最低制限価格（税抜） 無

工期（契約期間） R4.12.1-R5.3.20 契約金額 2,200,000 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）

㈱あい設計　九州支
社

6,500,000

ユニオン設計㈱ 9,000,000

アトリエＢＢＳ㈱ 2,000,000 落札

㈱傳設計 4,800,000

㈱佐藤総合計画　九
州オフィス

入札辞退

㈱大建エンジニアリン
グ

入札辞退

㈱蟻ノ塔設計事務所 10,000,000

㈱綜企画設計 福岡
支店

入札辞退

㈱和田設計 8,500,000

【契約変更　　回目】

契約変更額（円） 工　期

工事概要

変更理由

摘要

入札・契約の結果内容（公表用）

宮田バス停交流スペース整備事業基本設計業務　1式

アトリエＢＢＳ株式会社

福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１

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。


