
様式第１号（第４条第１項関係）

起工番号 予定価格

落札業者名

落札金額

起工第99号
㈱HKS環境建築事務所

(添田町)

(3,920,000)

4,600,000

(田川市) (田川市) (まちづくり課)

起工第109号
㈱前田組

(添田町)

(18,149,000)

19,800,000

(添田町) (添田町) (道路整備課)

起工第110号
㈲秋丸調査測量

(田川市)

(2,369,000)

2,850,000

(田川市) (田川市) (田川市) (田川市) (田川市) (学校教育課)

起工第111号
㈲中山調査測量

(田川市)

(1,640,000)

1,950,000

(田川市) (田川市) (田川市) (田川市) (まちづくり課)

起工第118号
㈱馬場組

(添田町)

(32,176,000)

34,000,000

(添田町) (添田町) (添田町) (まちづくり課)

起工第119号
佐藤工事㈱

(添田町)

(36,288,000)

38,520,000

(添田町) (添田町) (添田町) (添田町) (まちづくり課)

起工第120号
呉調査設計㈱

(田川市)

(5,416,000)

6,400,000

(田川市) (田川市) (田川市) (田川市) (田川市) (道路整備課)

起工第121号
㈱浦野組

(添田町)

(23,889,000)

24,550,000

(添田町) (添田町) (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

受付棟　延床面積A=56.268㎡　改修工　一式

ウッドデッキ工 A=104.0㎡ パーゴラ工 一式 その他

外構工事等　一式

※その他明細については図面参照

住環境整備課

道路整備課

庄西地区地籍調査業務委託(9-4-6)

調査計画面積（9-4-6）　A＝0.14ｋ㎡

実施工程

C工程　　（0.14ｋ㎡)

E工程　　（0.14ｋ㎡)

FI工程　　（0.14ｋ㎡)

R4.11.15
25,831,000 ㈱湊建設 ㈲姫野木材店アウトドアパーク管理棟建築工事

R4.11.9
6,770,000 ㈲田川測量設計

村井測量設計㈱田川

営業所

大正測量設計㈱田川

営業所

大和コンサル㈱田川

営業所 三幸設計㈱

伐採・運搬処分(ｸﾇｷﾞ・杉)A=480㎡(V=40t) 舗装版破

砕・運搬処分 A=447㎡(V=22㎥) 掘削・床掘 V=791㎥

埋戻・盛土 V=2,396㎥ Ｕ型側溝600型 L=234.0ｍ 横断

暗渠600型 L=6.0ｍ 溜桝工 N=4基駐車場舗装 A=2,657㎡

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=50基 片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ L=25.0ｍ

区画線 L=595ｍ 歩車道境界ブロック L=25.0ｍ ｶﾞｰﾄﾞ

ﾊﾟｲﾌﾟ L=25.0ｍ　ｻｲﾝﾎﾟｰﾙ N=7基

道路整備課

添田町自然共生型アウトドアパーク

駐車場整備工事（1工区）

R4.11.15

40,128,000 ㈱湊建設 ㈱浦野組 ㈱前田組 ㈱馬場組

伐採・除根・運搬処分 A=3,600㎡ 掘削・床掘 V=2,817

㎥　埋戻 V=199㎥　盛土 V=38㎥

残土処理 V=474㎥ 自由勾配側溝 L=145.0ｍ 溜桝工

N=3基 重力式擁壁 L=42.8ｍ 駐車場舗装 A=2,420㎡

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=10基 区画線 L=576.5ｍ 植栽工

N=250本

道路整備課添田町自然共生型アウトドアパーク

駐車場整備工事（2工区）

R4.11.15

35,604,000 ㈱湊建設 ㈱浦野組 ㈱前田組

木造建物A(延面積70m2未満)N=1.0

木造建物A(200m2以上300m2未満)N=1.0

木造建物C(延面積70m2未満)N=1.0

木造建物C(130m2以上200m2未満)N=1.0

道路整備課

道路整備課周辺家屋事前調査業務委託

R4.11.9
2,050,000 ㈲旭永設計 ㈲田川測量設計 ㈲日豊測量設計 南英測量設計㈱

打 合 せ 協 議 N=1.0 業 務 現 地 踏 査 （ 事 前 調 査 ）

N=1.0業務 事前調査 木造建物A 70m2未満 N=2.0棟

事前調査 木造建物A 130m2以上200m2未満 N=2.0棟

事前調査 木造建物C 70m2未満 N=1.0棟 事前調査

非木造建物ハ 200m2未満 N=1.0棟 事前調査 工作

物 100m2以上500m2未満 N=2.0箇所 事前調査 工作

物　1,000m2以上2,000m2未満　N=1.0箇所

添田町自然共生型アウトドアパーク

整備事業周辺家屋事前調査業務委託

工事長 L=132.1ｍ 管渠型側溝 L=176.1ｍ FPU側溝

L=51.5ｍ 横断暗渠 L=18.8ｍ 溜桝工 N=6箇所 地

先 境 界 ブ ロ ッ ク L=105.0 ｍ 歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク

L=105.0ｍ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ L=117.4ｍ 舗装工 A=958.0m2

薄層舗装工　A=207.0m2　区画線工　L=311.0ｍ

道路整備課朝日ヶ丘団地住宅線道路改良工事

R4.11.9

2,962,000 ㈲日豊測量設計 ㈲旭永設計 ㈲田川測量設計 ㈲中山調査測量 南英測量設計㈱

R4.11.15

20,710,000 ㈱湊建設 ㈱浦野組

中島家土蔵改修及びトイレ棟新築設計業務委託

土蔵 延べ床面積 48.7㎡程度 主構造 木造

トイレ棟設計 延べ床面積 27㎡程度 主構造 木造

住環境整備課中島家土蔵改修及びトイレ棟新築設

計業務委託R4.11.9
4,900,000 ㈲スギ設計事務所

㈱熊平建築設計事務

所

業者名 業者名 業者名 業者名 業者名

令和４年度　添田町入札結果一覧表（１1月分）

入札日

入札結果（消費税抜き）

工事（業務）概要
施工課

（主管課）
工事（委託）名 （最低制限価格） 業者名 業者名 業者名



様式第１号（第４条第１項関係）

起工番号 予定価格

落札業者名

落札金額

起工第122号
安藤水工

(添田町)

(2,180,000)

2,280,000

(添田町) (添田町) (添田町) (まちづくり課)

起工第123号
㈱添田電設

(添田町)

(2,016,000)

2,080,000

(添田町) (添田町) (添田町) (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

幹線工事 一式 配線・コンセント・スイッチ等 一式

照明器具　28台

住環境整備課アウトドアパーク管理棟電気設備工

事R4.11.15
2,194,000 ㈱中田電気 ㈲新電工 岩崎電気㈱

ルームエアコン　2台　換気扇　3台　自然給気ユニット

3台　屋外配管工　一式　水道本管布設工　一式　その他

水栓工等　一式

住環境整備課アウトドアパーク管理棟機械設備工

事R4.11.15
2,365,000 ㈲毛利管工 ㈱森下組 ㈲筑添建設

業者名 業者名 業者名 業者名 業者名

令和４年度　添田町入札結果一覧表（１1月分）

入札日

入札結果（消費税抜き）

工事（業務）概要
施工課

（主管課）
工事（委託）名 （最低制限価格） 業者名 業者名 業者名
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