所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

1 建築都市総
務課

八幡高等学校体育館大規模改造 建築一式工 北九州市八幡東区清
他工事
事
田３丁目

255,678,120

230,110,200

2 建築都市総
務課

直方特別支援学校第２期寄宿舎 建築一式工 直方市下境４１０－２
棟内部改造工事
事

75,312,720

3 建築都市総
務課

福岡聴覚特別支援学校小中学部 建築一式工 福岡市早良区荒江３
棟他大規模改修工事
事
丁目

4 建築都市総
務課

福岡県総合福祉センターアリーナ 建築一式工 春日市原町３丁目１
棟特定天井改修工事
事
－７

5 建築都市総
務課

6 建築都市総
務課

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

H30.7.9 （株）福山組

（1）（株）千葉工務店（辞退）
（2）（株）首藤工務店（辞退）
（3）九豊建設（株）（辞退）
（4）（株）福山組
（5）拓進建設（株）

67,780,800

H30.7.9 丸龍産業（株）

（1）（株）松浦組（辞退）
（2）Ｉ・Ｋ（株）
（3）（株）佐久間産業
（4）（有）塩川組
（5）丸龍産業（株）
（6）三新建設
（7）たしろ住宅産業（株）
（8）（株）アリオ建設工業

112,840,560

101,555,640

H30.7.10 （株）津田建設

（1）（株）テシマ工業（辞退）
（2）小川建設（株）
（3）（株）津田建設
（4）（株）ノザワ工事

156,727,440

141,054,480

H30.7.10 北辰建設（株）

（1）ナガタ建設（株）（辞退）
（2）（株）浮羽工務店
（3）北辰建設（株）
（4）（株）小嶋建設
（5）匠建設（株）

明善高等学校校地整備（駐車場・ 土木一式工 久留米市城南町
中庭）工事
事

67,315,320

59,884,920

H30.7.20 （株）辻組

（1）（株）高木組（辞退）
（2）井樋建設（株）（辞退）
（3）濱崎建設（株）（辞退）
（4）（株）久富組（辞退）
（5）（株）大久保建設
（6）（株）辻組
（7）（株）毛利土建
（8）山川建設（株）

西田川高等学校校地整備（駐車
場・テニスコート）工事

84,796,200

75,477,960

H30.7.17 （株）鷹羽建設

（1）（株）石橋組
（2）（株）高瀬組
（3）（有）隆将カンパニー
（4）正木工業（株）
（5）（株）関野建設
（6）（株）大場組
（7）清水丸源建設（株）
（8）（株）鷹羽建設

土木一式工 田川市上本町
事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

7 建築都市総
務課

鞍手高等学校校地整備（野球グ
ラウンド）工事

8 建築都市総
務課

工事の種類

工 事
箇 所

土木一式工 直方市大字山部
事

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

181,582,560

163,179,360

門司学園高等学校特別教室棟他 建築一式工 北九州市門司区大字
大規模改修他工事
事
猿喰他

93,113,280

9 建築都市総
務課

福岡高等視覚特別支援学校第１ 建築一式工 筑紫野市大字牛島１
期寄宿舎棟内部改造工事
事
５１

10 建築都市総
務課

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

H30.7.17 （株）双一開發

（1）清水丸源建設（株）（辞退）
（2）（株）双一開發
（3）（株）佐久間産業
（4）（株）大場組
（5）興栄建設（株）
（6）丸彦産業（株）
（7）（株）堀組土建
（8）協和建設（株）
（9）有田建設（株）
（10）津和野産業（株）（入札無効）

83,801,520

H30.7.25 （株）瀬戸組

（1）九鉄工業（株）（辞退）
（2）（株）瀬戸組

87,342,840

78,607,800

H30.7.20 （株）大名建設

（1）眞鍋建設（株）
（2）（株）大名建設
（3）（株）新栄建設
（4）（株）山口工務店

九州歴史資料館展示室特定天井 建築一式工 小郡市三沢５２０８－
改修工事
事
３

68,044,320

61,239,240

H30.7.25 （株）岩佐工務店

（1）（株）貴重企画（辞退）
（2）大橋建設工業（株）（辞退）
（3）（株）岩佐工務店
（4）（株）嘉賀工務店

11 建築都市総
務課

浮羽究真館高等学校校地整備
（第１グラウンド）工事

97,839,360

92,340,000

H30.8.2 （株）稲富組

（1）（株）大久保建設（辞退）
（2）（株）稲富組
（3）（株）安達組
（4）丸山管工事（株）
（5）（株）高橋組
（6）山一建設工業（株）
（7）（株）郷原組

12 建築都市総
務課

北九州高等学園寄宿舎棟他大規 建築一式工 中間市大字中間大辻
模改修工事
事
町

93,680,280

84,311,280

H30.8.7 （株）貴屋建設

（1）（株）貴屋建設
（2）山藤建設（株）
（3）（株）井上組

13 建築都市総
務課

ももち文化センター熱源改修機械 管工事
設備その他工事

77,092,560

69,382,440

H30.8.7 シナノ設備（株）

（1）山本設備工業（株）（辞退）
（2）大橋エアシステム（株）（辞退）
（3）シナノ設備（株）
（4）（株）千代田工業所

14 建築都市総
務課

田川高等学校管理教室棟改築工 建築一式工 田川郡香春町大字中
事
事
津原

827,648,280

744,882,480

H30.9.27 成定・早田・菅野特定建設工事
共同企業体

15 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅城浜団地第１工区建築工事

527,237,640

474,513,120

H30.9.27 東部・西鉄特定建設工事共同企 （1）東部・西鉄特定建設工事共同企業体
（2）岩崎・柿原特定建設工事共同企業体
業体

土木一式工 うきは市吉井町生葉
事

福岡市早良区百道２
丁目

建築一式工 福岡市東区城浜団地
事

（1）成定・早田・菅野特定建設工事共同企業体
（2）古本・成田・植田特定建設工事共同企業体
（3）鈴木・大和・前田特定建設工事共同企業体

（3）アルシス・香椎特定建設工事共同企業体
（4）大高・三軌特定建設工事共同企業体

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

16 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅城浜団地第２工区建築工事

建築一式工 福岡市東区城浜団地
事

503,076,960

17 建築都市総
務課

香住丘高等学校普通教室棟他大 建築一式工 福岡市東区香住ケ丘
規模改修工事
事
１丁目

184,988,880

166,489,560

H30.8.13 占部建設（株）

（1）因建設（株）（条件付指名）
（2）（株）竹澤建設（辞退）
（3）（株）因幡工務店
（4）（株）荻原工務店
（5）（株）小柳技建
（6）（株）アルシスホーム
（7）占部建設（株）
（8）（株）飯田工務店

18 建築都市総
務課

福岡高等学校講堂棟改築工事

493,366,680

444,029,040

H30.8.13 （株）サンコービルド

（1）大高建設（株）（辞退）
（2）因建設（株）（入札無効）
（3）（株）竹澤建設（辞退）
（4）オークス・旭特定建設工事共同企業体（辞退）
（5）（株）サンコービルド

19 建築都市総
務課

須恵高等学校体育館第１期内部 建築一式工 糟屋郡須恵町大字旅
改造他工事
事
石

189,230,040

170,306,280

H30.8.13 因建設（株）

（1）（株）まつい工務店（辞退）
（2）（株）竹澤建設（辞退）
（3）（株）小柳技建（辞退）
（4）因建設（株）
（5）（株）飯田工務店
（6）（株）荻原工務店

20 建築都市総
務課
21 建築都市総
務課

八女工業高等学校校地整備（第２
グラウンド）工事
筑豊緑地屋内プール特定天井他
改修工事

242,325,000

234,900,000

H30.8.23 （株）むつみ工業

（1）（株）むつみ工業

235,257,480

211,730,760

H30.8.28 （株）中村建設

（1）竹並建設（株）（辞退）
（2）大和興業（株）
（3）（株）鈴木建設
（4）（株）曽根組
（5）（株）西組
（6）（株）中村建設
（7）前田建設（株）
（8）（株）共和建設工業
（9）（株）春田建設
（10）（有）植田建設

22 建築都市総
務課

玄洋高等学校普通教室棟他防水 建築一式工 福岡市西区大字田尻
改修他工事
事
２４９０

71,359,920

64,223,280

H30.8.29 （有）久保田建設

（1）（株）馬場組
（2）（株）石和総建
（3）（有）久保田建設（くじ決定）
（4）トータルハウス工業（株）
（5）小川建設（株）
（6）（株）上田組

建築一式工 福岡市博多区堅粕１
事
丁目

土木一式工 筑後市大字羽犬塚
事
建築一式工 飯塚市仁保
事

452,768,400

契約日

H30.9.27 まつい・照栄特定建設工事共同 （1）東部・西鉄特定建設工事共同企業体（辞退）
（2）まつい・照栄特定建設工事共同企業体
企業体
（3）有澤・溝江特定建設工事共同企業体
（4）サンコー・北洋特定建設工事共同企業体
（5）岩崎・柿原特定建設工事共同企業体
（6）黒木・広田特定建設工事共同企業体
（7）大高・三軌特定建設工事共同企業体
（8）アルシス・香椎特定建設工事共同企業体

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工 事
箇 所

工事の種類

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

23 建築都市総
務課

早良高等学校体育館大規模改修 建築一式工 福岡市早良区大字小
工事
事
笠木４０３

90,129,240

81,115,560

H30.8.28 （株）ＴＡＩＨＥＩ

（1）（株）ＴＡＩＨＥＩ
（2）（株）ノザワ工事
（3）（株）テシマ工業
（4）小川建設（株）
（5）（株）上田組
（6）（株）広田工務店

24 建築都市総
務課

福岡高等技術専門校第４工区解 解体工事
体工事

福岡市東区千早４丁
目

85,665,600

77,099,040

H30.8.29 （有）妹尾産業

（1）（有）妹尾産業
（2）タダスエ建設（株）
（3）木村土建（株）

25 建築都市総
務課

福岡高等学校講堂棟改築電気設 電気工事
備工事

福岡市博多区堅粕１
丁目

100,605,240

90,543,960

H30.9.10 （株）福岡電設

（1）（株）木村電気工事店（条件付指名）
（2）第一電建（株）（辞退）
（3）筑紫電業（株）
（4）（株）秀電社
（5）三和電気工事（株）
（6）（株）福岡電設
（7）トキワ電気工業（株）
（8）横田電気工事（株）
（9）大洋電気（株）
（10）（株）サン電工社
（11）アユミ電業（株）
（12）藤榮電氣工事（株）
（13）野上電気（株）

26 建築都市総
務課

春日公園野球場スコアボード改修 電気工事
工事

春日市

148,897,440

134,007,480

H30.9.10 （株）木村電気工事店

（1）三交電気工事（株）
（2）（株）電友社
（3）（株）木村電気工事店
（4）イーエレクス（株）
（5）（株）平和電興
（6）（株）サン電工社

27 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅 開団地第１工区建築工事

建築一式工 小郡市寺福童
事

340,868,520

306,781,560

H30.9.12 （株）シャルム建築デザイン

（1）（株）メンテック（辞退）
（2）東建・平田特定建設工事共同企業体
（3）（株）シャルム建築デザイン
（4）（株）栗木工務店
（5）（株）行徳建設
（6）半田建設（株）

28 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅 開団地第２工区建築工事

建築一式工 小郡市寺福童
事

148,015,080

133,212,600

H30.9.12 （株）嘉賀工務店

（1）（株）嘉賀工務店

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

29 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅 大善寺団地第３工区個別改
善工事

建築一式工 久留米市大善寺南
事

98,622,360

88,759,800

H30.9.13 大橋建設工業（株）

（1）（株）シャルム建築デザイン（条件付指名）
（2）黒田建設（株）（辞退）
（3）梅原建設（株）（辞退）
（4）大橋建設工業（株）
（5）滉王（株）
（6）東建工業（株）
（7）（株）テラシマ
（8）九州防水（株）
（9）（株）メンテック
（10）ヤマト建設（株）

30 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅 大善寺団地第４工区個別改
善工事

建築一式工 久留米市大善寺南
事

90,059,040

81,052,920

H30.9.13 東建工業（株）

（1）大橋建設工業（株）（条件付指名）
（2）（株）シャルム建築デザイン（条件付指名）
（3）梅原建設（株）（辞退）
（4）黒田建設（株）（辞退）
（5）ヤマト建設（株）
（6）滉王（株）
（7）（株）メンテック
（8）東建工業（株）
（9）九州防水（株）
（10）（株）テラシマ
（11）（株）栗木工務店

31 建築都市総
務課
32 直方県土整
備事務所

小倉東高等学校第１期体育館内
部改造工事
直方幹線（１０工区）下水管築造
工事（橋梁添架）

建築一式工 北九州市小倉南区田
事
原５丁目他
土木一式工 直方市大字知古
事

76,229,640

70,860,000

H30.9.27 宮脇工業（株）

（1）宮脇工業（株）

147,465,360

131,945,760

H30.9.6 協和建設（株）

(1)協和建設（株）
(2)（株）サカヒラ
(3)（株）堀組土建
(4)興栄建設（株）

33 流域下水道
事務所

水処理施設第２系列築造工事

土木一式工 直方市大字植木
事

136,327,320

122,176,080

H30.9.27 協和建設（株）

(1)有田建設（株）（辞退）
(2)協和建設（株）
(3)（株）サカヒラ（辞退）
(4)（株）堀組土建
(5)丸彦産業（株）（辞退）

34 流域下水道
事務所
35 建築都市総
務課

汚泥処理電気設備更新工事

電気工事

121,154,400

118,800,000

H30.9.21 三菱電機（株）九州支社

(1)三菱電機（株）九州支社

33,986,520

30,019,680

福岡市博多区

平成３０年度事業福岡県公営住 土木一式工 福岡市中央区鳥飼２
宅鳥飼団地駐車場整備（３工区） 事
丁目
工事

H30.7.3 （株）西日本光創

（1）（株）タカオカ（辞退）
（2）（株）三友（辞退）
（3）カズコーポレーション（株）（辞退）
（4）隈組（有）（辞退）
（5）（有）土成興産（辞退）
（6）（株）梶原組（辞退）
（7）新谷建設（株）（辞退）
（8）（株）竹内土建（辞退）
（9）九州海運（株）（辞退）
（10）（有）宏和建設
（11）（株）林技建
（12）（株）西日本光創（くじ決定）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

36 建築都市総
務課

小倉西高校第２期便所改修電気 電気工事
設備工事

北九州市小倉北区下
到津５丁目

6,982,200

6,257,520

37 建築都市総
務課

小倉西高校第２期便所改修機械 管工事
設備工事

北九州市小倉北区下
到津５丁目

38,389,680

38 建築都市総
務課

平成３０年度事業 福岡県公営住 土木一式工 福津市東福間８丁目
宅東福間団地駐車場整備（８工 事
区）工事

39 建築都市総
務課

福岡学園照明設備改修工事

電気工事

筑紫郡那珂川町大字
後野

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

H30.7.4 （株）杉本電設

（1）（有）森友電機製作所（辞退）
（2）（有）ショーエイ電機（辞退）
（3）（有）新日本通信工業（辞退）
（4）槇電機（辞退）
（5）（株）甲斐伝説
（6）（株）Ｎｅｘｔ ｓｔａｇｅ
（7）（株）杉本電設（くじ決定）
（8）（株）リズ・トーチク

34,550,280

H30.7.4 大久保設備工業（株）

（1）九倉シールテックジャパン（株）（辞退）
（2）九州機電（株）（辞退）
（3）山和（株）（辞退）
（4）福設サービス（株）（辞退）
（5）（株）丸善設備（辞退）
（6）（株）青木空調工業（辞退）
（7）（株）古島（辞退）
（8）（株）明光設備工業（辞退）
（9）鉄王管工（有）（辞退）
（10）綜合冷機（株）（辞退）
（11）新栄設備（株）（辞退）
（12）西部住機（株）（辞退）
（13）酒井冷凍工業（株）（辞退）
（14）大久保設備工業（株）
（15）総合洗管（株）

38,270,880

33,858,000

H30.7.4 （株）古賀建設

（1）（株）井上建設（辞退）
（2）（有）明永建設
（3）（有）柴田工業
（4）小野産業（株）
（5）（株）井手建設
（6）古賀土木工業（株）
（7）（株）古賀建設（くじ決定）
（8）（株）福津建設
（9）（株）松原組
（10）（株）創優
（11）（有）砂留組
（12）（株）ハナダ建設

36,465,120

32,817,960

H30.7.4 テクノシステム（株）

（1）三和電気工事（株）
（2）第一電建（株）
（3）高橋電業（株）
（4）博栄電設工業（株）
（5）（株）関屋電設
（6）木原電機設備（株）
（7）内田電工（株）
（8）アユミ電業（株）
（9）三交電気工事（株）
（10）テクノシステム（株）（くじ決定）
（11）大洋電気（株）
（12）（株）木村電気工事店

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

40 建築都市総
務課

戸畑工業高校受変電設備他改修 電気工事
工事

北九州市戸畑区丸町
３丁目

49,742,640

44,768,160

H30.7.5 若戸電設（株）

（1）（株）香川電気商会（辞退）
（2）（有）山澄電気商会（辞退）
（3）太陽電設工業（有）（辞退）
（4）（株）朝日電機工業所（辞退）
（5）（株）電波（辞退）
（6）（有）田中電気商会（辞退）
（7）（有）中西電気商会（辞退）
（8）大和電気（株）
（9）若戸電設（株）（くじ決定）
（10）（有）サコノ電気商会
（11）三勝電機（株）

41 建築都市総
務課

八幡高校受変電設備工事

電気工事

北九州市八幡東区清
田３丁目

37,230,840

33,507,000

H30.7.5 （有）木村電設工業

（1）平尾電気（株）（辞退）
（2）帝電設（株）（辞退）
（3）北筑電業（株）
（4）（株）平和電業社
（5）（株）ふちわき
（6）（株）野口商会
（7）（有）木村電設工業（くじ決定）
（8）（有）安部電気商会
（9）（株）菅原
（10）（株）あいはら
（11）（株）新栄
（12）（有）トキオ
（13）小川電気（株）
（14）（株）ハッセイ
（15）（株）ドーワテクノス

42 建築都市総
務課

八幡高校屋外電気設備工事

電気工事

北九州市八幡東区清
田３丁目

32,326,560

29,093,040

H30.7.2 （有）光和電設

（1）（株）進電工（辞退）
（2）山内電気（株）（辞退）
（3）第一電設工業（株）（辞退）
（4）（有）友永電設工業（辞退）
（5）（株）八幡電工（辞退）
（6）（株）マツモト（辞退）
（7）（有）古川電工（辞退）
（8）（有）さめしま（辞退）
（9）九州電気設備工事（株）（辞退）
（10）伊藤電機（株）（辞退）
（11）満井電気計測（株）（辞退）
（12）大熊電機（株）
（13）（株）イ卜デン
（14）光電工（株）
（15）（有）光和電設（くじ決定）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

管工事

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

43 建築都市総
務課

築上西高校下水道接続工事

築上郡築上町大字椎
田

9,574,200

8,616,240

H30.7.2 アーム管工

（1）永末工業（株）（辞退）
（2）（有）小路設備工業（辞退）
（3）（有）太田綜合設備（辞退）
（4）（有）田守産業（辞退）
（5）アーム管工（くじ決定）
（6）（有）西口住宅設備
（7）（有）ダイワ工業
（8）平川ガス（有）

44 建築都市総
務課

小郡特別支援学校第２期便所改 建築一式工 小郡市下岩田２３４１
修工事
事
－３

26,138,160

23,523,480

H30.7.6 加月工務店

（1）若宮建設（辞退）
（2）（株）井上工務店（辞退）
（3）晃榮住宅（株）（辞退）
（4）（有）権藤工務店（辞退）
（5）（株）佐々木建設（辞退）
（6）（有）タカハマ（辞退）
（7）丸山都市開発（株）（辞退）
（8）坂本建設（辞退）
（9）（有）家永建設
（10）加月工務店（くじ決定）
（11）（資）中野商会

45 建築都市総
務課

飯塚総合庁舎便所改修工事

22,088,160

19,878,480

H30.7.3 （有）川上建設

（1）（有）浅野技建（辞退）
（2）（有）大村建設（辞退）
（3）（有）真成建設（辞退）
（4）伊藤組（辞退）
（5）（有）フクダ技建（辞退）
（6）（株）ログファーム（辞退）
（7）永水土木建設（辞退）
（8）（有）まつよし
（9）（株）久保山産業
（10）福岡クリエーション開発（有）
（11）（有）エムハウジング
（12）（有）川上建設（くじ決定）

46 建築都市総
務課

小倉西高校第２期便所改修工事 建築一式工 北九州市小倉北区下
事
到津５丁目

49,805,280

44,824,320

H30.7.11 （株）堀建ホーム

（1）（株）佐々木工務店（辞退）
（2）（有）ゼムケンサービス（辞退）
（3）（株）軸丸工務店（辞退）
（4）鶴田建設（株）（辞退）
（5）（株）月形（辞退）
（6）（株）山田組（辞退）
（7）（有）一宮工務店（辞退）
（8）大和黄金建設（株）（辞退）
（9）（有）大徳建設（辞退）
（10）宮脇工業（株）（辞退）
（11）（株）バトス（辞退）
（12）（有）簾工務店
（13）観己（株）
（14）（株）堀建ホーム（くじ決定）
（15）竹中建設（株）
（16）（株）友建

建築一式工 飯塚市新立岩
事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

47 建築都市総
務課

西田川高校駐輪場改築他工事

48 建築都市総
務課

49 建築都市総
務課

工事の種類

工 事
箇 所

建築一式工 田川市上本町
事

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

11,619,720

10,457,640

平成３０年度事業福岡県公営住 土木一式工 田川市大字伊加利
宅城山団地駐車場整備（２工区） 事
工事

44,599,680

39,536,640

平成３０年度事業福岡県公営住 土木一式工 糟屋郡志免町
宅坂瀬団地駐車場整備（６工区） 事
工事

32,259,600

28,495,800

契約日

契約者名
(落札者名)

H30.7.11 中山工務店

H30.7.5 （株）太平産業

H30.7.12 （株）岩切

入札業者名
(見積参加業者名)

（1）（有）久喜建設工業（辞退）
（2）長野興産（辞退）
（3）信栄建設（辞退）
（4）和廣総業（辞退）
（5）（有）河端建設（辞退）
（6）（株）大地（辞退）
（7）（有）アサベ工務店（辞退）
（8）（有）文川工業
（9）総合建設業 大日建築工業
（10）（株）神田商店
（11）中山工務店（くじ決定）
（12）（株）富士開発
（1）（株）成定建設（辞退）
（2）清水丸源建設（株）（辞退）
（3）（株）高瀬組（辞退）
（4）（株）太平産業（くじ決定）
（5）（株）大栄工業
（6）（有）田渕組
（7）水谷建設工業（株）
（8）正木工業（株）
（9）光工業（株）
（10）木戸安産業（株）
（11）（株）菅野建設
（12）（株）鷹羽建設
（13）（株）石橋組
（14）（株）みずおか
（1）（株）田中建設（辞退）
（2）（株）マルミ吉住組
（3）（有）相良建設工業
（4）（株）岩切（くじ決定）
（5）（株）マツトク建設
（6）（株）音成組
（7）（株）タカハシ
（8）（株）折居産業建設
（9）（株）日栄
（10）（株）山翔
（11）（有）萩尾土木
（12）（株）若杉建設

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

50 建築都市総
務課

福岡魁誠高校校地整備（第２グラ 土木一式工 糟屋郡粕屋町大字長
ウンド）工事
事
者原

31,043,520

30,110,400

H30.7.12 （株）安武

（1）（株）城戸組（辞退）
（2）博高工業（有）（辞退）
（3）久山建設（株）（辞退）
（4）（株）安武
（5）（株）平昭
（6）東小川建設（株）
（7）（株）國崎組
（8）（株）ヤマケン
（9）（有）新恵商店
（10）（株）土屋組
（11）（有）因土木
（12）（株）廣田建設

51 建築都市総
務課

小郡特別支援学校第２期便所改 管工事
修機械設備工事

小郡市下岩田２３４１
－３

28,211,760

25,389,720

H30.7.10 （有）アズマ設備

（1）（有）藤本商事（辞退）
（2）（株）藤田設備（辞退）
（3）（有）高山設備工業（辞退）
（4）（有）興英（辞退）
（5）（有）尾形設備（辞退）
（6）和泉プロパン住宅設備（有）
（7）（株）井上工業
（8）（有）田中商会
（9）（有）アズマ設備（くじ決定）
（10）（株）今村隆次商店
（11）（有）前田住宅設備
（12）浮羽ボーリング設備（株）

52 建築都市総
務課

福岡県総合福祉センターアリーナ 電気工事
棟特定天井改修電気設備工事

春日市原町３丁目１
－７

48,453,120

43,607,160

H30.7.13 ナガノ電気（株）

（1）九州大電設備（株）（辞退）
（2）（株）アスカ電設（辞退）
（3）（株）花森（入札無効）
（4）（株）谷川電気工事（入札無効）
（5）アルプス工業（株）
（6）石丸電設（株）
（7）甲斐電気工事（株）
（8）（株）浜田
（9）ナガノ電気（株）（くじ決定）
（10）井上電気（株）
（11）（株）高原電設
（12）和光電設（株）

53 建築都市総
務課

飯塚総合庁舎便所改修電気設備 電気工事
工事

飯塚市新立岩

4,651,560

4,428,000

H30.7.13 （有）八千代電設工業社

（1）（有）月原電気（辞退）
（2）（株）トリオ電工（辞退）
（3）（有）八千代電設工業社
（4）（有）丸徳電機商会
（5）（株）デンシード
（6）藤川電気工事店
（7）（有）村上電気

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

54 建築都市総
務課

飯塚総合庁舎便所改修機械設備 管工事
工事

飯塚市新立岩

25,839,000

25,326,000

H30.7.18 南設備企画

（1）（株）ナガミツ商会（辞退）
（2）内山空調（辞退）
（3）（有）三和設備工業（辞退）
（4）（有）三成工業（辞退）
（5）（株）リビングシステム（辞退）
（6）（有）中村工務店（辞退）
（7）（有）中村設備工業所（辞退）
（8）高木冷機店装（株）（辞退）
（9）南設備企画
（10）谷口住設
（11）（株）山野住設

55 建築都市総
務課

直方特別支援学校第２期寄宿舎 管工事
棟内部改造衛生設備工事

直方市下境４１０－２

32,949,720

31,968,000

H30.7.19 （有）千歳工業

（1）（株）昭和管工（辞退）
（2）ユゲデンキ（株）（辞退）
（3）（有）稲築環境衛生（辞退）
（4）池田設備（株）（辞退）
（5）（株）筑豊冷機（辞退）
（6）（株）有光工務店（辞退）
（7）（有）福岡設備（辞退）
（8）（株）深田環境開発工業（辞退）
（9）オガワ設備工業（株）（辞退）
（10）（有）大塚給水工業（辞退）
（11）（有）千歳工業
（12）（株）豊熱

56 建築都市総
務課

平成３０年度事業 福岡県公営住 土木一式工 嘉穂郡桂川町大字土
宅 泉ヶ丘団地駐車場整備（１工 事
師
区）工事

21,013,560

20,174,400

H30.7.26 三開発（株）

（1）三開発（株）
（2）（株）香翠園
（3）（株）藤川重機建設
（4）松岡興業（有）
（5）（有）田川組
（6）（有）林組
（7）（有）小田建設
（8）（株）大親
（9）（有）福岡建材

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

57 建築都市総
務課

八幡高校体育館大規模改造他電 電気工事
気設備工事

北九州市八幡東区清
田３丁目

46,772,640

42,095,160

H30.7.30 北筑電業（株）

（1）平尾電気（株）（辞退）
（2）（有）安部電気商会（辞退）
（3）九州電気設備工事（株）（辞退）
（4）満井電気計測（株）（辞退）
（5）（株）菅原（辞退）
（6）（株）ドーワテクノス（辞退）
（7）帝電設（株）（辞退）
（8）（有）トキオ（辞退）
（9）（株）ふちわき
（10）（株）平和電業社
（11）北筑電業（株）（くじ決定）
（12）小川電気（株）
（13）（株）新栄
（14）（株）ハッセイ
（15）（株）あいはら
（16）（株）野口商会（入札無効）

58 建築都市総
務課

八幡高校体育館大規模改造他機 管工事
械設備工事

北九州市八幡東区清
田３丁目

46,515,600

41,864,040

H30.7.30 （株）ダック技建

（1）第一設備工業（株）（辞退）
（2）（有）竹内設備（辞退）
（3）（株）敷田水道設備（辞退）
（4）石母田電業社（辞退）
（5）（株）木下設備（辞退）
（6）（株）大弥（辞退）
（7）日鐵空調（株）（辞退）
（8）東洋設備工業（株）（辞退）
（9）菅設備（株）（辞退）
（10）（株）城山水道設備（辞退）
（11）（株）椛組（辞退）
（12）（株）岡部組（辞退）
（13）太平商事（株）（辞退）
（14）西本建設工業（株）
（15）（株）ダック技建（くじ決定）

59 建築都市総
務課

育徳館高校昇降機設備工事

機械器具設 京都郡みやこ町豊津
置工事

11,433,960

10,290,240

H30.7.30 日本昇降機（株）

（1）フジテック（株）西日本支社 九州支店（辞退）
（2）東芝エレベータ（株）九州支社（辞退）
（3）三菱電機ビルテクノサービス（株）九州支社（辞
退）
（4）（株）日立ビルシステム九州支社（辞退）
（5）（株）ジェイ・イー（辞退）
（6）ダイコー（株）福岡営業所（辞退）
（7）中央エレベーター工業（株）九州支店（辞退）
（8）日本エレベーター製造（株）福岡営業所
（9）日本昇降機（株）（くじ決定）
（10）三精テクノロジーズ（株）九州営業所

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

60 建築都市総
務課

九州歴史資料館展示室特定天井 管工事
改修機械設備工事

小郡市三沢５２０８－
３

32,338,440

29,103,840

H30.7.26 （株）レイダン

（1）（有）光設備工業（辞退）
（2）（株）安徳設備（辞退）
（3）（有）福沢住宅設備（辞退）
（4）（株）藤田設備（辞退）
（5）（株）大成（辞退）
（6）（株）坂田ガス住設（辞退）
（7）（有）古川工業（辞退）
（8）（株）平山工務店（辞退）
（9）第三設備工業（株）（辞退）
（10）（株）梅野工務店（辞退）
（11）（株）吉川製作所（辞退）
（12）（株）レイダン
（13）（有）田中商会
（14）（有）前田住宅設備
（15）和泉プロパン住宅設備（有）
（16）協栄住設工業（株）

61 建築都市総
務課

育徳館高校渡り廊下棟増築工事 建築一式工 京都郡みやこ町豊津
事

48,540,600

43,686,000

H30.7.31 （株）サンエイ

（1）（株）大和エンジニアリング（辞退）
（2）衛藤建設（辞退）
（3）田辺建設（辞退）
（4）福田建設（辞退）
（5）（有）カワイチ建設（辞退）
（6）（株）西村組（辞退）
（7）（株）サンエイ（くじ決定）
（8）（株）サダイシ
（9）（有）笹原
（10）（株）クレアール
（11）（株）進組
（12）すえまつ興産（株）
（13）（株）加藤工務店

62 建築都市総
務課

職員研修所管理・研修棟他照明
改修工事

47,208,960

42,487,200

H30.7.31 第一電建（株）

（1）（株）アイデックス（辞退）
（2）イーデン電気技研（株）（辞退）
（3）大部電工（株）（辞退）
（4）（有）信電工社（辞退）
（5）三交電気工事（株）（辞退）
（6）（株）高野電業社
（7）（株）エヌケイテクノス
（8）第一電建（株）（くじ決定）
（9）大祐電気工事（有）
（10）大洋電気（株）
（11）昭和電設工業（株）
（12）アユミ電業（株）
（13）（有）太宰府電工
（14）玄洋電機（株）

電気工事

大野城市大字乙金

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

63 建築都市総
務課

職員研修所宿泊棟照明改修工事 電気工事

大野城市大字乙金

46,616,040

41,953,680

H30.7.24 （株）浜田

（1）九州大電設備（株）（辞退）
（2）高橋電業（株）
（3）（株）花森
（4）（株）高原電設
（5）井上電気（株）
（6）（株）谷川電気工事
（7）（株）浜田（くじ決定）
（8）三和電気工事（株）
（9）アルプス工業（株）
（10）和光電設（株）
（11）博栄電設工業（株）
（12）（株）関屋電設
（13）（株）木村電気工事店
（14）内田電工（株）

64 建築都市総
務課

職員研修所共用棟他照明改修工 電気工事
事

大野城市大字乙金

37,341,000

33,606,360

H30.7.31 甲斐電気工事（株）

（1）イーデン電気技研（株）（辞退）
（2）大部電工（株）（辞退）
（3）（有）信電工社（辞退）
（4）甲斐電気工事（株）（くじ決定）
（5）（株）アイデックス
（6）木原電機設備（株）
（7）（株）エヌケイテクノス
（8）（株）高野電業社
（9）（有）太宰府電工
（10）大祐電気工事（有）
（11）石丸電設（株）
（12）昭和電設工業（株）
（13）玄洋電機（株）

65 建築都市総
務課

京都高校 校地整備（防球ネット１ 土木一式工 行橋市南大橋４丁目
工区）工事
事

30,585,600

26,915,760

H30.7.27 （株）寿陽建設

（1）（有）エスアールシステム（条件付指名）
（2）日本道路総合施設（株）
（3）（株）寿陽建設（くじ決定）
（4）（有）九州ライン建設
（5）（有）北部安全
（6）（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ
（7）（有）只松商会
（8）福本金網製作所
（9）九州交通安全（株）
（10）黒山興産（株）
（11）大正道路産業（株）
（12）東洋興産（株）
（13）（有）セフティーリード

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

66 建築都市総
務課

京都高校 校地整備（バックネット 土木一式工 行橋市南大橋４丁目
２工区）工事
事

47,046,960

41,686,920

H30.7.27 （有）エスアールシステム

（1）（株）寿陽建設（入札無効）
（2）（有）エスアールシステム（くじ決定）
（3）日本エスエム（株）
（4）（有）北部安全
（5）九州交通安全（株）
（6）筑豊金網北九州（株）
（7）（株）九州標識
（8）九州道路器材（株）
（9）（株）白石道路施設
（10）日本道路総合施設（株）
（11）道路安全施設（株）
（12）（有）只松商会

67 建築都市総
務課

京都高校 校地整備（防球ネット３ 土木一式工 行橋市南大橋４丁目
工区）工事
事

33,652,800

29,704,320

H30.7.27 （株）森野工業

（1）（株）田川ライン
（2）大東産業（株）
（3）（有）マルイ産業
（4）（有）藤秀産業
（5）（株）山文
（6）安全工業（株）
（7）交通システム（株）
（8）（株）フクモト
（9）（株）和幸産業
（10）（株）森野工業（くじ決定）
（11）（有）ヤマウ興産
（12）蔵内興産（有）

68 建築都市総
務課

九州歴史資料館展示室特定天井 電気工事
改修電気設備工事

11,973,960

11,340,000

小郡市三沢５２０８－
３

H30.8.3 （株）富松電気工事

（1）山之内電気工事（株）（辞退）
（2）（株）シーテック（辞退）
（3）（株）古賀電設商会（辞退）
（4）牛島電設（辞退）
（5）（株）富松電気工事
（6）中野電気
（7）（株）カワデン
（8）（株）オージーエイ
（9）（株）ナイガイ
（10）（株）タナカエンジニア
（11）（株）小河電気
（12）（株）安徳電設工業

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

69 建築都市総
務課

福岡高校講堂棟改築空調設備工 管工事
事

福岡市博多区堅粕１
丁目

38,665,080

34,797,600

H30.8.8 九州三冷工業（株）

（1）（株）菱熱（辞退）
（2）ＪＲ九州エンジニアリング（株）（辞退）
（3）昭和ネオス（株）（辞退）
（4）楠原工業（有）（辞退）
（5）三陽工事（株）（辞退）
（6）大同設備工業（株）（辞退）
（7）（株）福進設備（辞退）
（8）福岡工業（株）（辞退）
（9）（株）リョーテック（辞退）
（10）（株）新盛（辞退）
（11）（株）石田設備（辞退）
（12）（株）西日本空調システム（辞退）
（13）（有）山口冷凍工業（辞退）
（14）サンリツ工業（株）（辞退）
（15）九州三冷工業（株）（くじ決定）
（16）（有）ワイ・エム・エス

70 建築都市総
務課

平成３０年度事業 福岡県公営住 土木一式工 行橋市南大橋５丁目
宅豊団地駐車場整備（１工区）工 事
事

42,749,640

37,787,040

H30.8.3 （有）富田建設

（1）（株）浜内工業（辞退）
（2）（有）出口建設（辞退）
（3）（株）出口工務所
（4）（有）繁永建設工業
（5）（有）豊田建設
（6）協和工業（株）
（7）（有）堀本建設
（8）（有）富田建設（くじ決定）
（9）（有）吉村組
（10）（株）有門組
（11）（有）昇央建設
（12）（株）清翔産業

71 建築都市総
務課

育徳館高校渡り廊下棟増築他電 電気工事
気設備工事

5,971,320

5,315,760

72 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 建築一式工 直方市大字頓野
宅頓野団地第１工区個別改善工 事
事

49,568,760

44,611,560

京都郡みやこ町豊津

H30.8.10 （株）林田電気工業

（1）（株）テクノネット（辞退）
（2）（有）サトル電設
（3）（株）林田電気工業（くじ決定）
（4）梅木電設（株）
（5）（株）カミジョウ
（6）（有）協大電気設備商会
（7）（有）岩崎電気
（8）（有）辻電気

H30.8.10 （有）サヤ建設

（1）（有）野曽板金工業（辞退）
（2）（有）三島住建（辞退）
（3）（有）クリエイトホーム（辞退）
（4）（有）広門建設（入札無効）
（5）キミコーポレーション（株）
（6）（株）柿原工務店
（7）（有）サヤ建設（くじ決定）
（8）リフォームセンタークスミ（株）
（9）（株）相互建設産業
（10）直方工業（株）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）
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工 事
箇 所

予定価格
（円）
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入札業者名
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73 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 建築一式工 直方市大字頓野
宅頓野団地第２工区個別改善工 事
事

49,563,360

44,606,160

H30.8.10 リフォームセンタークスミ（株）

（1）（有）サヤ建設（条件付指名）
（2）（株）引地興業（辞退）
（3）（株）トップＱ（辞退）
（4）（有）クリエイトホーム（辞退）
（5）福田工務店（辞退）
（6）リフォームセンタークスミ（株）（くじ決定）
（7）（株）相互建設産業
（8）キミコーポレーション（株）
（9）（有）池組
（10）直方工業（株）

74 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 建築一式工 直方市大字頓野
宅頓野団地第３工区個別改善工 事
事

35,553,600

31,998,240

H30.8.10 （株）山公地産

（1）リフォームセンタークスミ（株）（条件付指名）
（2）振興建設（有）（辞退）
（3）（有）川原工務店（辞退）
（4）（有）山岡建設（辞退）
（5）（有）新谷製作所（入札無効）
（6）（有）クリエイトホーム（辞退）
（7）山本建設（辞退）
（8）（有）サヤ建設（条件付指名）
（9）（有）万永産業（辞退）
（10）キミコーポレーション（株）
（11）松本建築
（12）（有）渕脇建設
（13）（株）山公地産（くじ決定）
（14）（株）相互建設産業
（15）直方工業（株）

75 建築都市総
務課

明善高校校地整備（駐車場・中
庭）電気設備工事

10,216,800

9,133,560

H30.8.14 （株）オージーエイ

（1）山之内電気工事（株）（辞退）
（2）（株）小河電気（辞退）
（3）（株）古賀電設商会（入札無効）
（4）（株）安徳電設工業（入札無効）
（5）（株）カワデン（辞退）
（6）（株）シーテック（辞退）
（7）牛島電設（辞退）
（8）（株）オージーエイ（くじ決定）
（9）（株）タナカエンジニア
（10）中野電気
（11）（株）ナイガイ

電気工事

久留米市城南町

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

76 建築都市総
務課

福岡高等視覚特別支援学校第１ 電気工事
期寄宿舎棟内部改造電気設備工
事

77 建築都市総
務課

78 建築都市総
務課

工 事
箇 所

筑紫野市大字牛島１
５１

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

30,948,480

27,853,200

H30.8.8 （株）関屋電設

（1）（株）木村電気工事店（辞退）
（2）高橋電業（株）（辞退）
（3）三交電気工事（株）（辞退）
（4）アユミ電業（株）
（5）三和電気工事（株）
（6）博栄電設工業（株）
（7）（株）関屋電設（くじ決定）
（8）（株）高野電業社
（9）内田電工（株）
（10）石丸電設（株）
（11）大洋電気（株）
（12）（有）太宰府電工

平成３０年度事業福岡県公営住 建築一式工 筑後市大字長浜
宅長浜団地第２工区個別改善工 事
事

22,661,640

20,394,720

H30.8.10 （有）丸の内建設

（1）スサキ（辞退）
（2）牟田口建設（辞退）
（3）（株）モロインテリア（辞退）
（4）橋村建設工業（有）（辞退）
（5）（有）セイコー綜合企画（辞退）
（6）小宮建設（辞退）
（7）（有）馬場建設（辞退）
（8）（有）立石工務店（辞退）
（9）（株）コアテクノ（辞退）
（10）エヌプランニング（辞退）
（11）（有）古賀順一建設（辞退）
（12）（株）ロイヤル住建
（13）（有）丸の内建設（くじ決定）

福岡中央高校校地整備（法面）工 土木一式工 福岡市中央区平尾３
事
事
丁目

49,038,480

43,282,080

H30.9.3 日本乾溜工業（株）

（1）筑紫総合開発（株）（辞退）
（2）（株）ジャパン
（3）（株）伍栄建設
（4）日本乾溜工業（株）（くじ決定）
（5）（株）ニチボー
（6）（株）テクノスグリーン
（7）（株）九州緑化産業
（8）（株）緑研産業
（9）不二グラウト工業（株）
（10）東邦地下工機（株）
（11）新日本グラウト工業（株）
（12）九州日植（株）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

79 建築都市総
務課

伝習館高校校地整備（テニスコー 土木一式工 柳川市本町
ト）工事
事

47,007,000

45,522,000

H30.9.3 （株）荻島組

（1）（有）宮本組（辞退）
（2）（株）豊建設（辞退）
（3）（有）古賀嘉一建設（辞退）
（4）（株）荻島組
（5）（株）待鳥建設
（6）コガ信工業（有）
（7）九州洗罐工事（株）
（8）堤工業（株）
（9）（株）古賀建設工業所
（10）（有）伍大建設
（11）（株）梅崎工業
（12）大翔建設（株）

80 建築都市総
務課

春日高校第３期便所改修工事

建築一式工 春日市春日公園５丁
事
目

26,501,040

23,850,720

H30.9.4 徳田建設（株）

（1）（有）松屋工務店（辞退）
（2）青南建設（株）（辞退）
（3）げんき住宅（株）（辞退）
（4）（株）大成工務店（辞退）
（5）（株）池田建設（辞退）
（6）徳田建設（株）
（7）（有）須和建設
（8）（有）タクミホーム
（9）（有）大和工務所
（10）（株）アラツホーム

81 建築都市総
務課

直方高校コモンホール吊天井改
修工事

建築一式工 直方市大字頓野
事

19,725,120

17,716,320

H30.9.4 （有）新谷製作所

（1）（株）相互建設産業（辞退）
（2）（有）渕脇建設（辞退）
（3）（有）クリエイトホーム（辞退）
（4）（有）万永産業（辞退）
（5）直方工業（株）（辞退）
（6）振興建設（有）（辞退）
（7）山本建設（辞退）
（8）（有）川原工務店（辞退）
（9）（有）山岡建設（辞退）
（10）松本建築
（11）（有）新谷製作所（くじ決定）

82 建築都市総
務課

福岡高等学園実習棟大規模改修 建築一式工 筑紫野市大字古賀
工事
事

46,992,960

42,292,800

H30.9.3 ケイオーコーポレーション（有）

（1）（有）大建設（入札無効）
（2）（有）松吉繁工務店（辞退）
（3）リビング工業（株）（辞退）
（4）フクパ建設（株）（辞退）
（5）（有）池田建設（辞退）
（6）成信建設（株）（辞退）
（7）（株）中村政工務店（辞退）
（8）（株）柿本建設
（9）桜田建設
（10）（株）エム・アール・イー
（11）（株）ｉｔ’ｓ・ダイワ
（12）ケイオーコーポレーション（有）（くじ決定）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

83 建築都市総
務課

明善高校中庭他植栽工事

造園工事

84 建築都市総
務課

福岡高等視覚特別支援学校第１ 管工事
期寄宿舎棟内部改造機械設備工
事

85 建築都市総
務課

86 建築都市総
務課

工 事
箇 所

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

H30.8.31 佐藤緑化

入札業者名
(見積参加業者名)

6,508,080

5,848,200

筑紫野市大字牛島１
５１

28,031,400

25,227,720

H30.9.4 ユニオン（株）

（1）（株）コスモリサーチ（辞退）
（2）中央設備（株）（辞退）
（3）（株）徳永設備工業（辞退）
（4）（株）東筑設備工業（辞退）
（5）（有）馬場崎設備（辞退）
（6）（有）ヤマミ設備（辞退）
（7）林田建材（株）（辞退）
（8）田中住宅産業（株）（辞退）
（9）（有）太成興業（辞退）
（10）（株）一新工業
（11）ユニオン（株）（くじ決定）
（12）（有）青木工業

須恵高校体育館第１期内部改造 電気工事
他電気設備工事

糟屋郡須恵町大字旅
石

21,126,960

19,013,400

H30.9.6 吉松電装（株）

（1）（有）映光社（辞退）
（2）（有）田中電機製作所（欠席）
（3）よしてる電気（辞退）
（4）（株）福岡計装エンジニアリング（辞退）
（5）（有）池辺電気（辞退）
（6）永渕電機（株）（辞退）
（7）（株）志賀電設（辞退）
（8）ＩＴヘルスケア（株）
（9）吉松電装（株）（くじ決定）
（10）（有）城電設
（11）上野電設工業

直方高校コモンホール吊天井改
修電気設備工事

直方市大字頓野

4,382,640

3,917,160

H30.9.6 吉田電興社

（1）三栄電気（有）（辞退）
（2）（株）原田電気工事（辞退）
（3）サクラ電工（有）（辞退）
（4）坂田電気工事商会
（5）稲益電気
（6）大信興業（株）
（7）吉田電興社（くじ決定）
（8）キミコーポレーション（株）
（9）（有）セイデン

電気工事

久留米市城南町

予定価格
（円）

（1）（有）緑建システム（辞退）
（2）陽春グリーン（辞退）
（3）宮崎環境緑地（辞退）
（4）宝樹園
（5）（株）河北晃樹園
（6）白水園芸
（7）佐藤緑化（くじ決定）
（8）（有）橋本緑園
（9）西牟田造園

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

87 建築都市総
務課

福岡県教育センター照明設備改
修工事

電気工事

88 建築都市総
務課

筑豊緑地屋内プール特定天井改 電気工事
修電気設備工事

89 建築都市総
務課

90 建築都市総
務課

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

糟屋郡篠栗町大字高
田

29,696,760

26,726,760

H30.9.6 （有）吉原電工社

（1）（有）原竹電工（辞退）
（2）（株）三森屋（辞退）
（3）福和電設（有）（辞退）
（4）（有）横田電設（入札無効）
（5）（株）西日本計装（辞退）
（6）（有）池辺電気（入札無効）
（7）（株）ライフクリエイト
（8）（有）吉原電工社（くじ決定）
（9）（有）城電設
（10）永渕電機（株）
（11）（株）信栄
（12）（株）幸伸電気

飯塚市仁保

21,405,600

19,265,040

H30.9.7 （有）水電舎

（1）（株）トリオ電工（辞退）
（2）（有）水電舎
（3）（有）入江電気工事店
（4）（有）岩下電気商会
（5）（有）碓井電気商会
（6）（有）瓜生電設工業
（7）（有）桑野電気工事
（8）（株）博光社
（9）（有）ショウデン
（10）（株）三光電業社

久留米スポーツセンター陸上競技 土木一式工 久留米市東櫛原町
場改修（舗装撤去１工区）工事
事

22,538,520

22,140,000

H30.9.13 （株）永幸建設

（1）脇建設（株）（条件付指名）
（2）（株）永幸建設
（3）（株）石橋組
（4）（株）渡辺道路
（5）久留米アスコン（株）
（6）建武工業（株）
（7）立花建設（有）
（8）（株）福田組

久留米スポーツセンター陸上競技 土木一式工 久留米市東櫛原町
場改修（舗装撤去２工区）工事
事

23,162,760

22,788,000

H30.9.13 脇建設（株）

（1）脇建設（株）
（2）（株）石橋組
（3）久留米アスコン（株）
（4）（株）渡辺道路
（5）（株）永幸建設
（6）立花建設（有）
（7）建武工業（株）
（8）（株）福田組

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

91 建築都市総
務課

春日高校第３期便所改修機械設 管工事
備工事

春日市春日公園５丁
目

19,812,600

17,830,800

H30.9.14 （株）クリアライト

（1）（有）上下水道開発（辞退）
（2）（有）木本設備工業（辞退）
（3）（株）真冷産業（辞退）
（4）（株）帆足設備（辞退）
（5）東環工業（株）（辞退）
（6）（有）曙総合設備（辞退）
（7）（株）クリアライト（くじ決定）
（8）水研工業（株）
（9）（株）吉竹設備工業
（10）（株）テクノエンジニア
（11）（株）カワキタ

92 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅 開団地第１工区電気設備工
事

電気工事

小郡市寺福童

39,103,560

35,192,880

H30.9.18 （株）アイワ・エンジニアリング

（1）西日本電気工事（株）（辞退）
（2）（株）上野製作所（辞退）
（3）川浪電気工事（株）
（4）（有）第一電気
（5）（株）筑後電設
（6）三光電気工事（株）
（7）（株）久留米電気商会
（8）大東電気工事（株）
（9）（株）アイワ・エンジニアリング（くじ決定）
（10）西部電業（株）
（11）サンケイ（株）
（12）（株）新栄電業社

93 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅 開団地第２工区電気設備工
事

電気工事

小郡市寺福童

23,328,000

22,086,000

H30.9.19 （株）カワデン

（1）（株）古賀電設商会（辞退）
（2）（株）ナイガイ（辞退）
（3）（株）タナカエンジニア（辞退）
（4）（株）シーテック（辞退）
（5）日生電気工事（辞退）
（6）山之内電気工事（株）（辞退）
（7）牛島電設（辞退）
（8）（株）カワデン
（9）（株）安徳電設工業

94 建築都市総
務課

朝倉市営住宅 （仮称）頓田団地 建築一式工 朝倉市頓田
第１工区建築工事
事

225,736,200

223,560,000

H30.9.20 （株）古賀組

（1）（株）大坪組（辞退）
（2）（株）梶原工務店（辞退）
（3）（株）才田組（辞退）
（4）（株）柿原工務店（辞退）
（5）（株）小嶋建設（辞退）
（6）（株）手嶋組（辞退）
（7）（株）梶原建設（辞退）
（8）（株）古賀組
（9）（株）環境施設
（10）（株）羽野組

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

95 建築都市総
務課

朝倉市営住宅 （仮称）頓田団地 建築一式工 朝倉市頓田
第２工区 建築工事
事

217,040,040

212,652,000

H30.9.20 （株）環境施設

（1）（株）柿原工務店（辞退）
（2）（株）才田組（辞退）
（3）矢野建設工業（株）（辞退）
（4）（株）大坪組（辞退）
（5）（株）古賀組（辞退）
（6）（株）手嶋組（辞退）
（7）（株）小嶋建設（辞退）
（8）（株）梶原工務店（辞退）
（9）（株）梶原建設（辞退）
（10）（株）環境施設
（11）（株）ヒミコ建設
（12）西依建設（株）
（13）（株）羽野組

96 建築都市総
務課

朝倉市営住宅 （仮称）杷木団地 建築一式工 朝倉市杷木林田
第１工区 建築工事
事

285,853,320

280,260,000

H30.9.20 （株）小嶋建設

（1）（株）羽野組（辞退）
（2）（株）大坪組（入札無効）
（3）（株）環境施設（辞退）
（4）（株）柿原工務店（辞退）
（5）（株）古賀組（辞退）
（6）（株）手嶋組（辞退）
（7）（株）梶原建設（辞退）
（8）（株）小嶋建設
（9）（株）梶原工務店
（10）（株）才田組

97 建築都市総
務課

朝倉市営住宅 （仮称）杷木団地 建築一式工 朝倉市杷木林田
第２工区 建築工事
事

254,280,600

249,156,000

H30.9.20 （株）才田組

（1）（株）環境施設（辞退）
（2）（株）柿原工務店（辞退）
（3）（株）梶原工務店（辞退）
（4）（株）小嶋建設（辞退）
（5）（株）梶原建設（辞退）
（6）（株）手嶋組（辞退）
（7）（株）羽野組（辞退）
（8）（株）才田組
（9）（株）大坪組
（10）（株）古賀組

98 建築都市総
務課

朝倉市営住宅 （仮称）杷木団地 建築一式工 朝倉市杷木林田
第３工区 建築工事
事

214,263,360

210,924,000

H30.9.20 （株）ヒミコ建設

（1）（株）環境施設（辞退）
（2）（株）古賀組（辞退）
（3）（株）羽野組（辞退）
（4）（株）才田組（辞退）
（5）矢野建設工業（株）（辞退）
（6）（株）梶原建設（辞退）
（7）（株）手嶋組（辞退）
（8）（株）小嶋建設（辞退）
（9）（株）柿原工務店（辞退）
（10）（株）大坪組（辞退）
（11）（株）ヒミコ建設
（12）（株）梶原工務店
（13）西依建設（株）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

99 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 土木一式工 春日市日の出町２丁
宅日の出町団地駐車場整備（１工 事
目
区）工事

100 建築都市総
務課

平成２８年度事業福岡県公営住
宅中鶴団地第１工区畳工事

101 建築都市総
務課

102 建築都市総
務課

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

44,181,720

42,746,400

内装仕上工 中間市中鶴２丁目
事

2,626,560

平成２８年度事業福岡県公営住
宅中鶴団地第１工区襖工事

内装仕上工 中間市中鶴２丁目
事

平成２８年度事業福岡県公営住
宅中鶴団地第２工区襖工事

内装仕上工 中間市中鶴２丁目
事

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

H30.9.20 （株）塩月工業

（1）アビル工業（株）（辞退）
（2）（株）塩月工業
（3）（有）木下土木
（4）小倉建設（株）
（5）（株）藤野組
（6）（株）畑中土木
（7）（株）吉山建設
（8）山近工業（株）
（9）（株）成世建設
（10）（株）龍建設工業
（11）（有）宮原商店
（12）（有）石場建設

2,570,400

H30.9.20 西日本内装（株）

（1）（株）花口商店（入札無効）
（2）西日本内装（株）
（3）手島畳店
（4）末永畳商店
（5）（有）酒見製畳所
（6）（有）三ヶ森製畳
（7）（有）大阪屋畳製造販売所
（8）小島製畳
（9）長門屋畳店
（10）山田畳店
（11）馬場畳店

5,325,480

4,791,960

H30.9.21 正木表具店

（1）（有）吉鹿襖製作所（辞退）
（2）（有）しみず工芸（辞退）
（3）（有）ミヤハラ（辞退）
（4）（有）濱田表具店
（5）木元表具店
（6）郡谷利昇堂
（7）帆足表具店
（8）正木表具店（くじ決定）

4,733,640

4,259,520

H30.9.21 郡谷利昇堂

（1）（有）ミヤハラ（辞退）
（2）（有）吉鹿襖製作所（辞退）
（3）正木表具店（条件付指名）
（4）木元表具店
（5）（有）濱田表具店
（6）（有）しみず工芸
（7）郡谷利昇堂（くじ決定）
（8）帆足表具店

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

103 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅旭ヶ丘団地第１工区個別改善
工事

建築一式工 福岡市南区若久１丁
事
目

45,810,360

41,229,000

H30.9.25 （株）ヒロケンｃｏｒｐ．

（1）宮嶋建設工業（株）（辞退）
（2）リニューアル福岡（同）（入札無効）
（3）スペース・ワーク（株）（辞退）
（4）（有）池田建設（辞退）
（5）（株）中村政工務店（辞退）
（6）東洋テクニカ（株）（辞退）
（7）（有）松吉繁工務店（辞退）
（8）（有）白石工務店
（9）リビング工業（株）
（10）タカキ住建
（11）（株）柿本建設
（12）（株）ヒロケンｃｏｒｐ．（くじ決定）
（13）フクパ建設（株）

104 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅旭ヶ丘団地第２工区個別改善
工事

建築一式工 福岡市南区若久１丁
事
目

24,157,440

21,741,480

H30.9.25 （株）アラツホーム

（1）青南建設（株）（辞退）
（2）（株）共栄（辞退）
（3）（株）池田建設（辞退）
（4）げんき住宅（株）（辞退）
（5）（有）松屋工務店（辞退）
（6）（株）大成工務店（辞退）
（7）（有）タクミホーム
（8）（株）アラツホーム（くじ決定）
（9）（有）須和建設
（10）（有）大和工務所

105 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 解体工事
宅中津熊団地第１工区解体工事

行橋市大字中津熊

16,754,040

15,077,880

H30.9.26 （株）清翔産業

（1）（株）北翁（辞退）
（2）（株）緑豊テック（辞退）
（3）（株）清翔産業（くじ決定）
（4）（株）放作
（5）（株）ナガイ
（6）大興開発（株）
（7）（株）出口工務所
（8）永和工業

106 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 解体工事
宅中津熊団地第２工区解体工事

行橋市大字中津熊

7,596,720

6,831,000

H30.9.26 竹下建設（株）

（1）宮崎建設（辞退）
（2）かんてつ（株）（辞退）
（3）（株）豊建設（辞退）
（4）（有）西座建設
（5）（株）中谷組
（6）竹下建設（株）（くじ決定）
（7）（有）笹山建設工業
（8）（有）沖永衛生社

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

107 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 電気工事
宅大善寺団地第３工区個別改善
電気設備工事

久留米市大善寺南

8,991,000

8,027,640

H30.9.28 鹿毛電設（株）

（1）深山電気（辞退）
（2）（有）電興設計工業（辞退）
（3）三共電気工事（株）（辞退）
（4）（有）船越電業（辞退）
（5）（有）大日電設（入札無効）
（6）森本電設工業（辞退）
（7）（株）村上電設
（8）（株）武電気システム
（9）鹿毛電設（株）（くじ決定）

108 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住 電気工事
宅大善寺団地第４工区個別改善
電気設備工事

久留米市大善寺南

8,023,320

7,158,240

H30.9.26 （株）武電気システム

（1）三共電気工事（株）（辞退）
（2）（有）船越電業（辞退）
（3）（有）大日電設（辞退）
（4）森本電設工業（辞退）
（5）鹿毛電設（株）（条件付指名）
（6）深山電気（辞退）
（7）（有）電興設計工業（辞退）
（8）（株）武電気システム（くじ決定）
（9）（株）村上電設

109 建築都市総
務課

平成３０年度事業福岡県公営住
宅開団地第１・２工区ガス工事

管工事

小郡市寺福童

21,635,640

19,471,320

H30.9.27 和泉プロパン住宅設備（有）

（1）藤吉設備（株）（辞退）
（2）（株）森山（辞退）
（3）（株）鬼木商店（辞退）
（4）（株）坂田ガス住設（辞退）
（5）三陽ガステック（株）（辞退）
（6）（有）松栄設備（辞退）
（7）タック設備（株）（辞退）
（8）（有）田中商会
（9）和泉プロパン住宅設備（有）（くじ決定）
（10）（株）和泉オークス
（11）（有）藤原設備工業
（12）テックホームガス（株）

110 福岡県土整
備事務所

西公園伐木工事

造園工事

福岡市中央区西公園

5,411,880

4,713,120

H30.7.18 安藤造園土木（株）

(1)九州林産（株）
(2)木下緑化建設（株）
(3)（株）西鉄グリーン土木
(4)（株）都市造園
(5)古賀緑地建設（株）
(6)（株）中村緑地建設
(7)安藤造園土木（株）（ くじ決定）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

111 福岡県土整
備事務所

（都）粕屋久山線 函渠設置工事 土木一式工 糟屋郡粕屋町大字戸
事
原

36,915,480

36,180,000

H30.9.6 東小川建設（株）

(1)（株）城戸組
(2)（株）國崎組（辞退）
(3)（株）土屋組
(4)久山建設（株）
(5)東小川建設（株）
(6)博高工業（有）（辞退）
(7)（株）折居産業建設
(8)（株）安武
(9)（有）因土木
(10)（有）新恵商店
(11)（株）ヤマケン
(12)（株）平昭

112 南筑後県土
整備事務所

筑後広域公園フィットネスエリア施 土木一式工 みやま市瀬高町 本
設整備工事（５工区）
事
郷

39,646,800

35,094,600

H30.9.5 （有）久冨組

(1)今村産業（株）
(2)瀬口開発（株）
(3)（株）大洋建設（辞退）
(4)（有）久冨組（ くじ決定）
(5)（株）鍋田土木
(6)（株）鍋田組
(7)金子建設（有）
(8)（有）松本組
(9)（有）ユウキ
(10)（有）協和工業（無効）
(11)（有）成清建設（無効）
(12)（株）幸龍（無効）
(13)（株）躍進

113 南筑後県土
整備事務所

筑後広域公園フィットネスエリア施 土木一式工 みやま市瀬高町 本
設整備工事（６工区）
事
郷

45,449,640

40,287,240

H30.8.30 （株）幸龍

(1)今村産業（株）
(2)（有）江崎建設（辞退）
(3)瀬口開発（株）
(4)（株）飛龍建設
(5)（有）久冨組
(6)（株）鍋田組
(7)金子建設（有）
(8)（有）松本組
(9)（有）ユウキ
(10)（有）協和工業（無効）
(11)（有）成清建設（無効）
(12)（株）幸龍（ くじ決定）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

114 朝倉県土整
備事務所

甘木朝倉田主丸線 景観整備工 土木一式工 朝倉市秋月
事
事

115 八女県土整
備事務所

筑後広域公園（体験エリア）植栽
（２６工区）工事

造園工事

116 八女県土整
備事務所

筑後広域公園（体験エリア）植栽
（２７工区）工事

造園工事

117 北九州県土
整備事務所

中央公園多目的広場改修工事

土木一式工 北九州市小倉北区井
事
堀５丁目

118 北九州県土
整備事務所

中央公園園路照明設備更新工事 電気工事
（１工区）

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

22,644,360

21,492,000

筑後市大字津島

5,824,440

筑後市大字津島

北九州市小倉北区井
堀５丁目

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

H30.7.17 （株）泉組

(1)（株）泉組
(2)（株）浦設備工業
(3)（株）平田組
(4)（株）渕上建設（辞退）
(5)（株）別府土建（辞退）
(6)（株）原工業（無効）
(7)（株）中野建設
(8)（株）大内田組
(9)（有）原田

5,562,000

H30.8.28 （株）緑幸園

(1)栗原造園
(2)（有）青光園
(3)村上ガーデン
(4)（株）緑幸園
(5)（有）ミキ企画
(6)諸冨造園
(7)緑光園

4,392,360

4,210,920

H30.8.28 （有）ミキ企画

(1)栗原造園
(2)（有）青光園
(3)村上ガーデン
(4)（株）緑幸園（無効）
(5)（有）ミキ企画
(6)諸冨造園
(7)（株）北原造園土木
(8)緑光園

10,767,600

9,418,680

H30.9.21 マルイ造園

(1)西港建設工業（株）
(2)和田建設（株）
(3)（有）聖興業（辞退）
(4)岡崎建工（株）（辞退）
(5)建設業新屋工業（無効）
(6)（株）木下鉱産（無効）
(7)水上工業（株）
(8)マルイ造園（ くじ決定）
(9)松田土木（株）（辞退）

6,666,840

5,835,240

H30.9.18 九昭電設工業（株）

(1)日本リーテック（株）九州営業所
(2)（株）きたせつ（辞退）
(3)九昭電設工業（株）（ くじ決定）
(4)協栄電気（株）（辞退）
(5)（株）間部組電気工事
(6)若戸電設（株）（無効）
(7)（有）友永電設工業
(8)（株）Ｑｕａｌｉｔｙ Ｔｅｃｈｎｏｓ

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

119 北九州県土
整備事務所

中央公園園路照明設備更新工事 電気工事
（２工区）

北九州市小倉北区井
堀５丁目

6,203,520

5,430,240

H30.9.18 昭和プラント（株）

(1)三勝電機（株）
(2)（株）きたせつ（辞退）
(3)九昭電設工業（株）（無効）
(4)（株）間部組電気工事
(5)若戸電設（株）（無効）
(6)（有）友永電設工業
(7)昭和プラント（株）（ くじ決定）
(8)（有）大幸電気（無効）
(9)（株）Ｑｕａｌｉｔｙ Ｔｅｃｈｎｏｓ

120 北九州県土
整備事務所

中央公園交通公園施設更新工事 電気工事

北九州市小倉北区井
堀５丁目

7,584,840

6,618,240

H30.9.18 （有）大幸電気

(1)日本リーテック（株）九州営業所
(2)三勝電機（株）（辞退）
(3)（株）きたせつ（辞退）
(4)九昭電設工業（株）
(5)協栄電気（株）（辞退）
(6)昭和プラント（株）（辞退）
(7)（有）大幸電気（ くじ決定）

121 飯塚県土整
備事務所

筑豊緑地 運動施設更新工事（１ 舗装工事
工区）

飯塚市仁保

22,857,120

20,224,080

H30.8.24 （有）三国道路工業

(1)興和道路（株）
(2)三秀舗道（株）
(3)（株）永和建設
(4)平和舗道（株）
(5)飯塚道路建設（株）
(6)（有）三国道路工業（ くじ決定）
(7)（株）三新建設
(8)（有）明豊舗道
(9)北部道路（株）

122 飯塚県土整
備事務所

筑豊緑地 運動施設更新工事（２ 舗装工事
工区）

飯塚市仁保

12,895,200

11,331,360

H30.8.28 （株）響建設

(1)興和道路（株）
(2)三秀舗道（株）
(3)飯塚道路建設（株）
(4)（有）大熊土木
(5)（有）小田組
(6)（有）秀英建設
(7)（有）シティ道路
(8)（株）ワークカンパニー
(9)（株）響建設（ くじ決定）
(10)（株）ＩＣＭエンジニアリング

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

H30.7.3 （株）曽根組

入札業者名
(見積参加業者名)

123 飯塚県土整
備事務所

都市計画道路鯰田中線 道路改 土木一式工 飯塚市川島
良工事（２工区）
事

28,826,280

25,481,520

124 飯塚県土整
備事務所

都市計画道路鯰田中線道路改良 土木一式工 飯塚市川島
工事（３工区）
事

14,739,840

12,883,320

125 飯塚県土整
備事務所

都市計画道路鯰田中線 遮音壁 土木一式工 飯塚市川島
設置工事（１工区）
事

16,345,800

14,344,560

H30.7.4 中村設計土木

(1)（株）栄六津開発（辞退）
(2)下川建設（株）
(3)竹中機設（株）
(4)中村設計土木（ くじ決定）
(5)ナガオカ産業
(6)（株）小山産業
(7)（有）柳組
(8)（有）泉工業
(9)福岡クリエーション開発（有）

126 飯塚県土整
備事務所

（都）鯰田中線 遮音壁設置工事 土木一式工 飯塚市川島
（２工区）
事

21,695,040

19,056,600

H30.7.4 （有）豊進建設

(1)毛利土木（株）
(2)（有）日ノ出建設工業
(3)竹並建設（株）
(4)（株）グリーンロード
(5)（有）不二建
(6)（株）瓜生建設一工業
(7)（有）豊進建設（ くじ決定）
(8)林田コンクリート工業（株）
(9)（株）白神工業

H30.9.20 （株）西組

(1)（株）石山工業
(2)（株）曽根組（ くじ決定）
(3)（株）中並組
(4)（株）多賀谷建設
(5)（株）中村建設
(6)（株）大原組
(7)（株）クボイ
(8)岩永建設（有）
(9)（有）唯建設
(1)（株）諫山組（辞退）
(2)（株）西組（ くじ決定）
(3)（株）多賀谷建設
(4)（有）大村建設（辞退）
(5)（株）中村建設
(6)（株）グリーンロード
(7)（株）瓜生建設一工業
(8)（有）大光社
(9)（有）唯建設（無効）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

127 飯塚県土整
備事務所

都市計画道路鯰田中線 遮音壁 土木一式工 飯塚市川島
設置工事（４工区）
事

128 那珂県土整
備事務所

春日公園児童館舗装補修工事

舗装工事

129 那珂県土整
備事務所

春日公園第５駐車場照明改修工 電気工事
事

130 流域下水道
事務所

トラックスケール設備更新（土木） 土木一式工 福岡市博多区-那珂４
工事
事
丁目

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

17,383,680

15,240,960

春日市原町３丁目

6,649,560

春日市原町３丁目

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

H30.7.2 樹建設（株）

(1)（株）多田組（辞退）
(2)（有）大谷建設
(3)鯰田建材工業所
(4)前田建設（株）（辞退）
(5)協同建設（株）
(6)（有）小川土木工業
(7)富士建興
(8)樹建設（株）（ くじ決定）
(9)（有）池田産業

6,264,000

H30.8.6 萩尾舗道（株）

(1)（株）キユウレキ
(2)筑前道路工業（株）
(3)萩尾舗道（株）
(4)ミナミ舗装（株）
(5)進誠工業（株）
(6)的野建設工業（株）
(7)浅治建設（株）

8,588,160

7,500,600

H30.8.9 第一電建（株）

(1)内田電工（株）
(2)栄共電設（株）
(3)野上電気（株）
(4)第一電建（株）（ くじ決定）
(5)（株）福東電設
(6)健和電気（株）
(7)（株）さがでん

12,927,600

12,528,000

H30.7.3 伸和土木（株）

①三和基礎㈱ (辞退)
②伸和土木㈱
③㈲松永技建
④㈲後藤技研
⑤平川工業㈲
⑥㈲長谷建設
⑦㈱オリハ
⑧エトウ建設㈱
⑨㈲斉藤建設 (辞退)

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

131 流域下水道
事務所

トラックスケール設備更新工事

132 流域下水道
事務所

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

機械器具設 福岡市博多区-那珂４
置工事
丁目

36,225,360

35,640,000

濃縮機棟計装設備更新工事

電気工事

小郡市-津古

21,840,840

19,656,000

133 流域下水道
事務所

宝満川浄化センター管廊継手耐
震化工事

土木一式工 小郡市-津古
事

6,984,360

134 流域下水道
事務所

力武ポンプ場耐震補強（１工区）
工事

土木一式工 小郡市-力武
事

25,370,280

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

H30.7.17 クボタ環境サービス（株）九州支 ①㈱石垣九州支店 (辞退)
②クボタ環境サービス㈱九州支店
店

③㈱フソウ九州支店 (辞退)
④水ｉｎｇ㈱九州支店 (辞退)
⑤三菱化工機㈱九州支店 (辞退)
⑥住友重機械エンバイロメント㈱福岡支店 (辞退)
⑦月島機械㈱福岡支店
⑧川崎重工業㈱九州支社 (辞退)
⑨日立造船㈱九州支社 (辞退)
⑩水道機工㈱九州支店 (辞退)
⑪㈱日立製作所九州支社 (辞退)
⑫ＪＦＥエンジニアリング㈱九州支店 (辞退)

H30.9.3 メタウォーター（株）九州営業部

①㈱きんでん九州支社 (辞退)
②㈱日立製作所九州支社 (辞退)
③㈱九電工 (辞退)
④㈱明電舎九州支店 (辞退)
⑤メタウォーター㈱九州営業部
⑥東芝インフラシステムズ㈱九州支社
⑦日新電機㈱九州支店 (辞退)
⑧三菱電機プラントエンジニアリング㈱九州支社
（辞退）
⑨シンフォニアテクノロジー㈱九州支店 （辞退）
⑩㈱正興電機製作所 （辞退）
⑪千代田興産㈱ （辞退）
⑫末松九機㈱ （辞退）

6,836,400

H30.9.6 （有）飯田建設

①㈱サクラ技建
②重松建設㈱
③㈲飯田建設
④㈱田中建設
⑤米倉組
⑥㈱佐々木組
⑦サンエス工業㈱

24,829,200

H30.7.31 森田建設（株）

①重松建設㈱
②森山建設㈱
③森田建設㈱
④㈱佐々木組
⑤㈲飯田建設
⑥㈱サクラ技建
⑦南筑土建㈱
⑧サンエス工業㈱
⑨㈱田中建設

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

135 流域下水道
事務所

力武ポンプ場耐震補強（２工区）
工事

136 流域下水道
事務所

力武ポンプ場耐震補強電気設備 電気工事
工事

工 事
箇 所

土木一式工 小郡市-力武
事

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

21,907,800

21,438,000

H30.7.30 南筑土建（株）

①重松建設㈱
②佐久間建設㈱ （辞退）
③サンエス工業㈱
④南筑土建㈱
⑤㈱みい舗道
⑥㈲飯田建設
⑦㈱佐々木組
⑧森田建設㈱ （無効）
⑨森山建設㈱
⑩㈱サクラ技建

小郡市-力武

35,591,400

34,560,000

H30.8.10 三菱電機（株）九州支社

①㈱九州日立 （辞退）
②千代田興産㈱ （辞退）
③㈱荏原電産九州支店 （辞退）
④㈱正興電機製作所
⑤シンフォニアテクノロジー㈱九州支店 （辞退）
⑥㈱安川電機 （辞退）
⑦日新電機㈱九州支店 （辞退）
⑧東芝インフラシステムズ㈱九州支社 （辞退）
⑨メタウォーター㈱九州営業部 （辞退）
⑩㈱明電舎九州支店 （辞退）
⑪三菱電機㈱九州支社
⑫㈱九電工 （辞退）

137 流域下水道
事務所

力武ポンプ場耐震補強機械設備 機械器具設 小郡市-力武
工事
置工事

18,314,640

16,416,000

138 流域下水道
事務所

多々良川浄化センター場内除草
工事

土木一式工 糟屋郡粕屋町-大字
事
江辻

3,466,800

3,046,680

139 流域下水道
事務所

福童浄化センター場内除草工事

土木一式工 小郡市-福童
事

4,923,720

4,806,000

H30.8.7 新明和工業（株）流体事業部営
業本部九州支

H30.7.27 （有）福岡環境保全

H30.8.1 （株）みい舗道

①共和化工㈱福岡支店 （辞退）
②ドリコ㈱福岡支店 （辞退）
③㈱ケイ・イー・エス （辞退）
④㈱菅原 （辞退）
⑤鎌田バイオ・エンジニアリング㈱ （辞退）
⑥㈱神鋼環境ソリューション九州支社 （辞退）
⑦㈱九電工
⑧新明和工業㈱流体事業部営業本部九州支店
⑨前澤工業㈱九州支店
①㈲福岡環境保全
②㈱富士
③川崎建設㈱ （辞退）
④㈲ダイコー建設 （辞退）
⑤㈱大川内組 （辞退）
①南筑土建㈱
②㈱田中建設
③佐久間建設㈱ （辞退）
④㈱みい舗道
⑤米倉組
⑥森山建設㈱
⑦森田建設㈱

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

140 流域下水道
事務所

蓮花寺ポンプ場自動除塵機№２
他電気設備工事

電気工事

141 流域下水道
事務所

脱水汚泥脱臭補機設備工事

142 流域下水道
事務所

第１汚泥棟薬注設備工事

143 流域下水道
事務所

工 事
箇 所

中間市-蓮花寺３丁目

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

25,693,200

24,840,000

機械器具設 筑後市-大字島田
置工事

16,725,960

14,801,400

電気工事

小郡市-福童

42,353,280

42,120,000

汚泥処理中央監視制御設備機能 電気工事
増設工事

小郡市-福童

24,228,720

21,805,200

契約日

契約者名
(落札者名)

H30.7.26 （株）安川電機

入札業者名
(見積参加業者名)

①メタウォーター㈱九州営業部 （辞退）
②日新電機㈱九州支店 （辞退）
③㈱安川電機
④三菱電機プラントエンジニアリング㈱九州支社
（辞退）
⑤東芝プラントシステム㈱九州支社 （辞退）
⑥㈱正興電機製作所
⑦㈱日立製作所九州支社 （辞退）
⑧㈱明電舎九州支店 （辞退）
⑨シンフォニアテクノロジー㈱九州支店 （辞退）

H30.7.6 クボタ環境サービス（株）九州支 ①月島機械㈱福岡支店
②㈱西原環境九州支店 （辞退）
店

③三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング㈱九州支店
④㈱ミゾタ福岡支店 （辞退）
⑤クボタ環境サービス㈱九州支店
⑥三菱化工機㈱九州支店 （辞退）
⑦住友重機械エンバイロメント㈱福岡支店 （辞退）
⑧メタウォーター㈱九州営業部 （辞退）
⑨㈱日立製作所九州支社 （辞退）

H30.9.11 （株）日立製作所九州支社

H30.9.6 （株）安川電機

①㈱明電舎九州支店 辞退
②末松九機㈱ 辞退
③千代田興産㈱ 辞退
④㈱正興電機製作所 辞退
⑤シンフォニアテクノロジー㈱九州支店 辞退
⑥㈱九電工 出席
⑦東芝インフラシステムズ㈱九州支社 辞退
⑧メタウォーター㈱九州営業部 辞退
⑨㈱中電工九州支社 辞退
⑩三菱電機㈱九州支社 辞退
⑪㈱日立製作所九州支社 出席
⑫日新電機㈱九州支店 辞退
①㈱明電舎九州支店 （辞退）
②東芝プラントシステム㈱九州支社 （辞退）
③アズビル㈱ビルシステムカンパニー九州 （辞
退）
④メタウォーター㈱九州営業部 （辞退）
⑤日新電機㈱九州支店 （辞退）
⑥㈱安川電機
⑦シンフォニアテクノロジー㈱九州支店 （辞退）
⑧㈱正興電機製作所
⑨千代田興産㈱ （辞退）
⑩㈱九州日立 （辞退）
⑪㈱九電工 （辞退）
⑫三菱電機㈱九州支社 辞退

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 平成30年7月1日～平成30年9月30日）
（部：建築都市部）

番
号

事務所名

工

事

名

工事の種類

工 事
箇 所

予定価格
（円）

契約金額
(落札金額)
（円）

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

144 流域下水道
事務所

濃縮排水槽ポンプ機械設備工事 機械器具設 糟屋郡粕屋町-大字
置工事
江辻

12,042,000

145 建築都市総
務課

光陵高校第３期便所改修機械設 管工事
備工事

福津市光陽台５丁目

28,941,840

25,164,000

H30.7.3 （有）相部設備工業

（1）（有）相部設備工業（見積決定）
（2）（株）ミヤビ工業
（3）（株）おさむ工房
（4）（有）力丸住宅設備店
（5）（株）福間住設

146 建築都市総
務課

水産高校寄宿舎棟厨房改修他機 管工事
械設備工事

福津市津屋崎４丁目

18,491,760

16,200,000

H30.7.3 （株）ミヤビ工業

（1）（有）相部設備工業（辞退）
（2）（株）ミヤビ工業（見積決定）
（3）（株）福間住設
（4）（株）おさむ工房
（5）（有）力丸住宅設備店

147 建築都市総
務課
148 建築都市総
務課
149 建築都市総
務課

ももち文化センター熱源改修ガス 管工事
工事
福岡高校講堂棟改築ガス工事
管工事

2,641,680

2,633,040

H30.8.27 西部瓦斯（株）営業本部

（1）西部瓦斯（株）営業本部（見積決定）

3,258,360

3,247,560

H30.8.29 西部瓦斯（株）営業本部

（1）西部瓦斯（株）営業本部（見積決定）

須恵高校第１期体育館内部改造 管工事
他機械設備工事

福岡市早良区百道２
丁目
福岡市博多区堅粕１
丁目
糟屋郡須恵町大字旅
石

19,896,840

19,872,000

H30.9.26 （株）不二光

（1）（株）おさむ工房（辞退）
（2）（株）不二光（見積決定）
（3）（有）坂口設備工業

150 建築都市総
務課

福岡高校講堂棟改築衛生設備工 管工事
事

福岡市博多区堅粕１
丁目

43,427,620

39,150,000

H30.9.26 （有）ワイ・エム・エス

（1）（有）ワイ・エム・エス（見積決定）
（2）（株）サンレイ空調
（3）（株）福菱冷機

151 八女県土整
備事務所
152 八女県土整
備事務所
153 飯塚県土整
備事務所

公園緊急対策工事

2,527,200

2,484,000

H30.7.9 下川産業（株）

(1)下川産業（株）

2,508,840

2,494,800

H30.7.9 下川産業（株）

(1)下川産業（株）

13,061,520

7,635,600

H30.7.30 （株）昌栄電設

公園緊急対策工事
筑豊緑地電気設備工事

土木一式工 筑後市大字津島
事
土木一式工 筑後市大字津島
事
電気工事
飯塚市仁保

10,837,800

契約日

H30.7.2 クボタ環境サービス（株）九州支 ①鎌田バイオ・エンジニアリング㈱
②㈱ケイ・イー・エス
店

③㈱菅原 （辞退）
④㈱ミゾタ福岡支店
⑤新明和工業㈱流体事業部営業本部九州支店
（辞退）
⑥㈱九電工
⑦三機工業㈱九州支店 （辞退）
⑧メタウォーター㈱九州営業部
⑨クボタ環境サービス㈱九州支店

(1)（株）嘉穂製作所
(2)（株）昌栄電設「（見積決定）」
(3)（株）幸袋テクノ

備

考

