
（２）東合川野伏間線照明設備工事【一般競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 都市計画道路東合川野伏間線は、国道 210 号、九州自動車道久留米インターチェンジ、

国道３２２号、国道３号、国道２０９号を結ぶ全体計画延長約６．５ｋｍ、標準幅員２

５ｍの４車線道路で、本市の都市内道路ネットワークの根幹を形成する外環状道路です。 
 
◇ この道路は、国直轄事業の国道３号鳥栖久留米道路及び久留米市事業の都市計画道路東

合川野伏間線と一体的に市街地東部の環状道路を形成し、市街地における幹線道路の交

通渋滞緩和等を目的とするものです。 
 
 
【工事概要】 
◇ 東合川野伏間線沿いに照明柱を設置するもの。 



第４号様式（第７条関係） 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 東合川野伏間線照明設備工事 

工事場所 国分町 

工事概要 

東合川野伏間線建設に伴う照明設備工事 
 道路照明柱（10ｍ）  7 基 
 交差点照明柱（10ｍ） 2 基 
 引込柱   1 基 
 引込盤   1 基 

予定価格 11,204,550 円 （税込） 

入札方法  条件付一般競争入札 

構成  単体 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  電気工事・1 位希望 

ランク  Ｂ及びＣ 

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者 

 入札参加資格 
（工事発注表参

照） 

その他  － 

入札参加業者数 25 者 

入札参加資格者
又は指名者数 54 者 

見積期間 10 日 

落札決定 24 者抽選（入札結果参照） 
入札の経緯及 
び結果の説明 1 月 21 日：公告 

1 月 30 日：入札書の提出締切 
2 月 1 日：開札 

 



平成２５年１月２１日 久留米市公告第８号に基づく工事発注表 

 

入札番号 １－１ 

工種 電気工事 

工事名 東合川野伏間線照明設備工事  

工事場所 久留米市  国分町 

工期 平成２５年５月３１日 まで 

予定価格 １０，６７１，０００円(税(相当額)抜き) 

最低制限価格  ９，２０８，０００円(税(相当額)抜き) 

工事内訳書の提出 有り  ※入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

平成２５年１月２１日（月） １３時００分  から 

平成２５年１月２５日（金） １８時００分  まで 

タイガー商工株式会社 : 久留米市中央町３４－２ 

（℡ ０９４２－３４－３３４３  Fax ０９４２－３２－４５８４） 

購入する際は、あらかじめ Fax にて予約すること。 

設計図書(ＣＤ－ＲＯＭ) 

の購入期間 

及び購入場所 

 

購入予約期限 ：  平成２５年１月２５日（金） １２時００分  まで 

公告の翌日 から 平成２５年１月２８日（月） １２時００分  まで  質問書受付期間 

及び受付場所 工事施工課 （設備課 Fax 番号 ０９４２－３０－９７０７） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注

意ください。 

入開札日時及び場所 平成２５年２月１日（金） １０時００分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階）  

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 支払条件 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加条件 ・ 久留米市内に本社を有すること。 

・ 久留米市の入札参加有資格者名簿に第一希望で登録されている電気工事の業者で、ランク基準が

ＢランクまたはＣランクであること。 

・ この工事に関して、技術者を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い主任技術者として配

置できること。 

・ 常駐の現場代理人を配置できること。 

入札参加必要書類 配置予定技術者等調書（第９号様式） 

資格審査の方法 事後審査型  ※落札候補となった者のみ資格審査を行う。 

入札の方法 郵便入札 

 

その他留意事項 

・入札参加必要書類及び入札金額積算内訳書は、設計図書（ＣＤ-ＲＯＭ）中の様式を使用すること。 

（入札参加必要書類及び入札金額積算内訳書の提出が無い場合、入札は無効となります。） 

・入札に参加を希望する場合は、購入期間内に設計図書(ＣＤ－ＲＯＭ)を購入し、締切日時内に入札

書を指定の場所へ郵送すること。 

 締切日時  平成２５年１月３０日（水） ２４時００分（木曜 午前０時００分）（必着） 

 指定場所  久留米郵便局（久留米市日吉町２３－７） 

 

・郵送する際は、「指定封筒・小」に、入札書・入札金額積算内訳書・配置予定技術者等調書（添付

書類を含む）を入れ郵送すること。「指定封筒・小」に入りきれない場合は、「指定封筒・大」でも

可。 

・立会人に選ばれた場合は、開札時間までに開札場所に来ること。（開札の立会人は開札日の前日ま

でに決定し、立会人に直接電話連絡します。） 

・その他入札手続きに関しては、郵便入札要領（ＣＤ-ＲＯＭ中）を参照すること。 

土曜・日曜・祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日まで並びに１２時から１３時は除く。 

  



9,208,000

１３ 末次電気工事商会 9,208,000

１４ 正和電機（株）

１２ （株）新栄電業社 9,208,000

１１ 三光電気工事（株） 9,208,000

9,208,000

　９ 旭洋電気工事（株） 10,360,000

１０ （有）小松電気商会

　８ （有）川浪電設商会 ○ 9,208,000

　７ 川浪電気工事（株） 9,208,000

9,208,000

　５ （有）栄進電業 9,208,000

　６ （有）オーム電工

　４ 牛島電設 9,208,000

　３ （株）池田電気商会 9,208,000

9,208,000

　１ 旭電設工業（株） 9,208,000

　２ アザレア・システム（株）

指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

無し

落札または
決定業者

（有）深町電設 契約金額 9,668,400

  月   

宮ノ陣1-6-38 

日   時   分
現場説明
日　　　時

　　   年

05 日迄
入札場所 総務部契約課入札室

月 31
01 日 10 時 00 分

平成 25
入札日時 平成 25 年 02 月

年

年

月 日～

電気工事

工 事 名 東合川野伏間線照明設備工事

工事場所 国分町
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 日間

入札・見積結果等公表簿

予定価格
（消費税（相当額）抜き)

\10,671,000
最低制限価格
（消費税（相当額）抜き)

\9,208,000

工　　種起工番号 第 街015 号

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

無し

落札または
決定業者

（有）深町電設 契約金額 9,668,400

  月   

宮ノ陣1-6-38 

日   時   分
現場説明
日　　　時

　　   年

05 日迄
入札場所 総務部契約課入札室

月 31
01 日 10 時 00 分

平成 25
入札日時 平成 25 年 02 月

年

年

月 日～

電気工事

工 事 名 東合川野伏間線照明設備工事

工事場所 国分町
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 日間

入札・見積結果等公表簿

予定価格
（消費税（相当額）抜き)

\10,671,000
最低制限価格
（消費税（相当額）抜き)

\9,208,000

工　　種起工番号 第 街015 号

２７

２８

２５ 宮川電気工事（株） 9,208,000

２６

（有）深町電設 ○ 9,208,000

9,208,000

２４者同額のため、抽選により決
定

２３ （有）ハセガワ電工 9,208,000

２４

２１ 日進電業（株） 9,208,000

２２ 日生電気工事

２０ 西日本電気工事（株） 9,208,000

１９ 富松電気工事店 9,208,000

9,208,000

１７ （株）筑後電設 9,208,000

１８ （有）筑陽電設

１６ 田中電業（株） 9,208,000

１５ （有）第一電気 9,208,000

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。




