
入札日 令和4年11月24日

所管課 下水道課

件名
宮田（杉坂５工区）地内汚水
管渠築造工事

予定価格（税抜） 36,965,000 円

箇所 宮若市宮田字杉坂 最低制限価格（税抜） 33,342,000 円

工　期 R4.12.1-R5.3.26 契約金額 36,676,200 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）

㈱田代土木 33,342,000

㈱興永建設 33,342,000

㈱有吉組 入札辞退

㈱創都 33,342,000

㈲坂元建設 33,342,000

早川産業㈱ 33,342,000

㈱梓工建 33,342,000

㈱南王工業 33,342,000 くじにより落札

　　

　　

【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）

工事長　L=277.3ｍ　管きょ工（開削工　VUφ200）　L=277.3ｍ
マンホール工　N=12箇所　取付管およびます工　N=41箇所
付帯工　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。

摘要



入札日 令和4年11月24日

所管課 土木建設課

件名 宮日田線道路改良工事 予定価格（税抜） 36,272,000 円

箇所 宮若市金生字宮日田 最低制限価格（税抜） 32,789,000 円

工　期 R4.11.28-R5.3.17 契約金額 36,067,900 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）

㈱田代土木 32,789,000

㈱興永建設 32,789,000

㈱有吉組 32,789,000

㈱宮田土木 32,789,000 くじにより落札

㈱創都 32,789,000

㈲坂元建設 32,789,000

㈲清水組 32,789,000

早川産業㈱ 32,789,000

㈱梓工建 32,789,000

㈱杉園道路建設 32,789,000

㈱南王工業

【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=175.7ｍ　土工　1式　排水工　L=418.0ｍ　擁壁工　1式
舗装工　A=929.0㎡　附帯工　1式　撤去工　1式

株式会社宮田土木

福岡県宮若市長井鶴324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。

落除き



入札日 令和4年11月24日

所管課 土木建設課

件名 坂元・神田線道路改良工事 予定価格（税抜） 30,904,000 円

箇所 宮若市下有木字牟田 最低制限価格（税抜） 27,844,000 円

工　期 R4.11.28-R5.3.17 契約金額 30,628,400 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 27,844,000

㈲坂元建設 入札無効

㈲清水組 27,844,000

早川産業㈱ 27,844,000

㈱梓工建 27,844,000 くじにより落札

㈱杉園道路建設 27,844,000

㈱南王工業

　　

【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=167ｍ　土工　1式　法面工　A=173㎡　擁壁工　L=190ｍ
排水工　L=180ｍ　舗装工　A=928㎡　路側工　L=85ｍ　区画線工　L=355ｍ
附帯工　1式　撤去工　1式

株式会社梓工建

福岡県宮若市鶴田1891番地295

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



入札日 令和4年11月24日

所管課 下水道課

件名
宮田（杉坂４工区）地内汚水
管渠築造工事

予定価格（税抜） 28,880,000 円

箇所 宮若市宮田字杉坂 最低制限価格（税抜） 25,992,000 円

工　期 R4.12.1-R5.3.16 契約金額 28,591,200 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）

㈱創都 25,992,000

㈲坂元建設 25,992,000 くじにより落札

早川産業㈱ 25,992,000

㈱梓工建

㈱南王工業

　　

【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=283.7ｍ　管きょ工（開削工　VUφ200）　L=283.7ｍ
マンホール工　N=13箇所　取付管およびます工　N=29箇所　付帯工　1式

有限会社坂元建設

福岡県宮若市磯光1558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。

摘要

落除き

落除き



入札日 令和4年11月24日

所管課 土木建設課

件名 大地原橋橋梁補修工事 予定価格（税抜） 21,931,000 円

箇所 宮若市湯原字大地原 最低制限価格（税抜） 19,452,000 円

工　期 R4.11.28-R5.3.17 契約金額 21,397,200 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）

㈱創都 19,452,000

㈲坂元建設

㈲清水組 19,452,000

早川産業㈱ 19,452,000

㈱梓工建

㈱杉園道路建設 19,452,000

㈱南王工業 入札辞退

㈱太陽 19,452,000

㈲建興 19,452,000 くじにより落札

㈱本田興業 入札辞退 　　

㈱北部九州舗道 19,452,000

㈱山下興業 入札辞退

㈲シンワ建設 19,452,000

㈲サン企画 19,452,000

㈱花田工業 19,452,000

吉村組 19,452,000

㈲舟越土木 19,452,000

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＝20.0ｍ　橋面補修工（舗装撤去工・舗装復旧工・橋面防水工）　１式
橋梁付属物工（伸縮装置工・排水装置工・水切り設置工）　１式
コンクリート補修工（コンクリート補修工）　１式　仮設工（仮設工）　1式

有限会社建興

福岡県宮若市宮田1388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。

摘要

落除き



入札日 令和4年11月24日

所管課 下水道課

件名
本城（板井田１工区）地内外
汚水管渠築造工事

予定価格（税抜） 21,822,000 円

箇所 宮若市本城字板井田　外 最低制限価格（税抜） 19,596,000 円

工　期 R4.11.29-R5.3.22 契約金額 21,555,600 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 19,596,000 くじにより落札

㈲坂元建設

早川産業㈱ 19,596,000

㈱梓工建

㈱南王工業

㈱太陽 19,596,000

㈲建興

㈲扶桑産業 19,596,000

㈱本田興業 19,596,000 　　

㈱山下興業 19,596,000

㈲シンワ建設 19,596,000

㈲サン企画 19,596,000

㈱花田工業 19,596,000

吉村組 19,596,000

㈲舟越土木 19,596,000

みやび産業 19,596,000

㈱ケイ・アイ・エイチ 19,596,000

良心興業 19,596,000 　　

【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=175.0ｍ　管きょ工（開削工VUφ200）　L=175.0ｍ
マンホール工　N=4箇所　取付管及びます工　N=6箇所　付帯工　1式

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。

摘要

落除き

落除き

落除き

落除き



入札日 令和4年11月24日

所管課 社会教育課

件名
宮若市文化財収蔵・展示・
交流センター外壁補修等工
事

予定価格（税抜） 35,568,000 円

箇所 宮若市宮永１１番地１ 最低制限価格（税抜） 32,722,000 円

工　期 R4.11.28-R5.3.27 契約金額 35,994,200 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）

㈱石橋建設 入札辞退

㈱宮田土木

上田建設 35,568,000

㈲広門建設 35,500,000

中田ホームズ㈲

剛己企画 入札辞退

山本建設 32,722,000 落札

㈲野曽板金工業 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

落除き

摘要

入札・契約の結果内容（公表用）

宮若市文化財収蔵・展示・交流センター外壁補修等工事（防水工事、塗装工事、
劣化部補修工事、撤去工事等）　1式

山本建設

福岡県宮若市上大隈634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。


