所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

1

建築都市 若松高等学校特別教室棟 建築一式工事
総務課
改築工事

北九州市若松区上原町

671,171,600

617,477,300

R1.12.19

下川都市企画・東特
定建設工事共同企業
体

（1）大同・吉元特定建設工事共同企業体
（2）宮本・九新特定建設工事共同企業体
（3）九鉄・池田・大島特定建設工事共同企業体
（4）美里・東洋特定建設工事共同企業体
（5）下川都市企画・東特定建設工事共同企業体

2

建築都市
総務課
建築都市
総務課

大牟田市大字草木

580,340,200

561,000,000

R1.12.19

（1）瀬口・日新特定建設工事共同企業体

北九州市八幡西区元城町

88,959,200

80,924,800

R1.11.11

瀬口・日新特定建設
工事共同企業体
北辰建設（株）

3

三池高等学校体育館改築 建築一式工事
工事
八幡中央高等学校体育館 建築一式工事
他大規模改修工事

（1）（株）千葉工務店（辞退）
（2）（株）澁川工務店（無効）
（3）北辰建設（株）
（4）拓進建設（株）

4

建築都市 八幡工業高等学校特別教 建築一式工事
総務課
室棟他大規模改修工事

北九州市八幡西区別所町

117,304,000

107,011,300

R1.11.11

（株）澁川工務店

（1）（株）千葉工務店（辞退）
（2）（株）澁川工務店
（3）拓進建設（株）
（4）北辰建設（株）

5

建築都市
総務課
建築都市
総務課
建築都市
総務課
建築都市
総務課

建築一式工事

福岡市南区柏原4丁目

111,499,300

101,612,500

R1.11.11

（1）（株）ニシムラ
（2）ユーライフホーム（株）

建築一式工事

京都郡苅田町大字集

89,471,800

80,187,800

R1.11.13

ユーライフホーム
（株）
（有）大塚建材店

建築一式工事

北九州市門司区猿喰

69,597,000

63,279,700

R1.11.12

（有）簾工務店

（1）（有）簾工務店
（2）福嶋建設（株）

建築一式工事

福岡市博多区堅粕１丁目

101,622,400

92,533,100

R1.12.9

（株）ビルディングＤｒ．

（1）（株）栄住産業（辞退）
（2）（株）西建（辞退）
（3）（株）トーヨーアドテクノ
（4）（株）ビルディングＤｒ．

旧ホテルレガロ福岡内部 建築一式工事
改造他工事
令和元年度事業 福岡県 建築一式工事
公営住宅 月の浦団地 個
別改善工事
11 建築都市 令和元年度事業福岡県公 土木一式工事
総務課
営住宅吉田団地第三期敷
地造成工事

福岡市博多区千代１丁目

244,110,900

223,677,300

R1.12.6

松本建設（株）

（1）松本建設（株）
（2）（株）ビルディングＤｒ．

54,094,700

53,900,000

R1.12.20

（株）釜堀組

（1）入江建設（株）（無効）
（2）（株）釜堀組

北九州市小倉南区上吉田
３丁目

108,906,600

96,167,500

R1.12.20

福東（株）

（1）福山総合建設（株）（辞退）
（2）北辰建設（株）（辞退）
（3）福東（株）
（4）（株）大和総合建設
（5）小西建設工業（株）
（6）松山建設（株）

12 建築都市 令和元年度事業 福岡県 建築一式工事
総務課
公営住宅 西本町団地 第
３工区建築工事

田川郡川崎町大字川崎

379,793,700

348,843,000

R1.12.23

谷口・桑野特定建設
工事共同企業体

（1）谷口・桑野特定建設工事共同企業体
（2）浦野工務店（株）
（3）（有）植田建設（無効）
（4）古本建設（株）
（5）（株）巽工業
（6）（有）成田建設

13 建築都市 令和元年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅花瀬団地個別改善
工事

飯塚市伊川

81,337,300

73,913,400

R1.12.23

前田建設（株）

（1）（株）瑞建工務店（辞退）
（2）（株）鈴木建設（辞退）
（3）（株）中村建設
（4）（株）春田建設
（5）前田建設（株）
（6）友信建設（株）

14 建築都市 令和元年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅金丸団地建築工事

宮若市金丸

363,154,000

333,658,600

R1.12.23

（有）塩川組

（1）浦野工務店（株）
（2）（有）塩川組
（3）（株）春田建設

6
7
8

柏陵高等学校体育館他大
規模改修工事
苅田工業高等学校実習棟
１他大規模改修工事
門司学園高等学校教室棟
他大規模改修工事
福岡高等学校コモンホール
棟他大規模改修他工事

9

建築都市
総務課
10 建築都市
総務課

大野城市月の浦３丁目

（1）（有）大塚建材店

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
番
号

事務所名

工

事

名
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工 事
箇 所

予定価格
（円）
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(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)

33 建築都市 令和元年度事業 福岡県 解体工事業
総務課
公営住宅 西本町団地 第
５工区解体工事

田川郡川崎町大字川崎

16,992,800

15,287,800

R1.10.2

（株）タテイシ建設

（1）黒田建設（株）（辞退）
（2）蔵内興産（有）（辞退）
（3）（株）太平産業
（4）（有）タオ
（5）（株）森野工業
（6）（有）泰成工務店
（7）（株）タテイシ建設（くじ決定）
（8）（有）植田建設
（9）（有）稲友建設
（10）（株）浦野組
（11）（有）豊永重機建設
（12）水谷建設工業（株）
（13）谷口建設

34 建築都市 令和元年度事業 福岡県 解体工事業
総務課
公営住宅 西本町団地 第
６工区解体工事

田川郡川崎町大字川崎

18,121,400

16,294,300

R1.10.1

（有）山口組

（1）大正興産（株）（辞退）
（2）（株）藤本工務店（辞退）
（3）（株）大和土木（辞退）
（4）（有）隆将カンパニー（辞退）
（5）（株）秋田建設（辞退）
（6）（株）巽工業
（7）（有）タオ
（8）（有）稲友建設
（9）清水丸源建設（株）
（10）（有）澤井建設
（11）（有）山口組（くじ決定）
（12）（株）みずおか
（13）（株）大栄工業

35 建築都市 令和元年度事業 福岡県 解体工事業
総務課
公営住宅 西本町団地 第
７工区解体工事

田川郡川崎町大字川崎

11,548,900

10,326,800

R1.10.2

（有）マルイ産業

（1）鶴田工業（辞退）
（2）（有）池永建設（辞退）
（3）（有）杉本建設（辞退）
（4）（有）徳州建設（辞退）
（5）（有）押川開発（辞退）
（6）（株）丸建
（7）春本工業
（8）（株）小堤工務店
（9）（有）マルイ産業（くじ決定）
（10）（株）鈴見組
（11）（株）大谷開発
（12）（有）栄和建設
（13）（有）堀政建設
（14）（有）永末工務店

36 建築都市 筑後広域公園フィットネス 建築一式工事
総務課
エリア東側トイレ新築工事

みやま市瀬高町本郷他

49,967,500

45,391,500

R1.10.2

（株）吉村組

（1）（株）廣松組（辞退）
（2）（有）土本工務店（辞退）
（3）（株）田中工務店（辞退）
（4）九州ハウス工業（株）（辞退）
（5）（有）兼行組（辞退）
（6）（有）永島建設（辞退）
（7）（有）金子工務店（辞退）
（8）（株）光建設（辞退）
（9）小宮建設（辞退）
（10）牟田口建設（辞退）
（11）藤岡建設（株）（辞退）
（12）（株）鍋倉建設（辞退）
（13）（株）坂口建設産業（辞退）
（14）（株）吉村組（くじ決定）
（15）（株）モロインテリア
（16）（有）松尾左建
（17）（株）マツウラ

37 建築都市 大川樟風高校弓道場新築 電気工事
総務課
電気設備工事

大川市大字向島

6,208,400

5,671,600

R1.10.7

（有）ミツトモ電工

（1）森野電工（辞退）
（2）古賀電工社（辞退）
（3）大川電気興業（有）（辞退）
（4）（有）志晃電設（辞退）
（5）久保田電設（辞退）
（6）（株）池松電設（辞退）
（7）（有）大牟田エンジニアリングサービス（辞退）
（8）（有）中崎電業社（辞退）
（9）（有）ミツトモ電工（くじ決定）
（10）（株）藤木電気工業
（11）信成電気工事

備

考

所属別発注工事一覧表
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38 建築都市 飯塚研究開発センター空
総務課
調改修電気設備工事

電気工事

飯塚市川津

8,465,600

8,030,000

R1.10.7

（株）デンシン

（1）（株）トリオ電工（辞退）
（2）（有）八千代電設工業社（辞退）
（3）（有）村上電気（辞退）
（4）（株）デンシン
（5）（有）丸徳電機商会
（6）（株）デンシード
（7）（株）セブンテクノ
（8）（株）三光電業社
（9）（有）システムハウジングタイセイ
（10）（株）ハシザキ電気
（11）小田電気工事
（12）藤川電気工事店

39 建築都市 飯塚研究開発センター照
総務課
明設備改修工事

電気工事

飯塚市川津

36,223,000

32,875,700

R1.10.7

（有）水電舎

（1）アイテックシステム（株）（辞退）
（2）（有）水電舎
（3）（有）入江電気工事店
（4）（株）福田電気商会
（5）（有）碓井電気商会
（6）西日本電波工業（株）
（7）（有）オカ電
（8）（株）昌栄電設
（9）（有）山田電気
（10）（株）嘉穂製作所
（11）（有）みつる電気商会
（12）（株）雄電社
（13）（株）幸袋テクノ
（14）米村電気工事（株）
（15）（株）飯塚電設

6,143,500

5,830,000

R1.10.7

信成電気工事

（1）古賀電工社（辞退）
（2）森野電工（辞退）
（3）（有）志晃電設（辞退）
（4）（有）ミツトモ電工（無効）
（5）（有）大牟田エンジニアリングサービス（辞退）
（6）（株）池松電設（辞退）
（7）久保田電設（辞退）
（8）（有）中崎電業社（辞退）
（9）大川電気興業（有）（辞退）
（10）信成電気工事
（11）（株）藤木電気工業

42,268,600

38,164,500

R1.10.7

（株）岩佐工務店

（1）（有）マスダ工務店（辞退）
（2）（有）原建設工業（辞退）
（3）新谷建設（株）（辞退）
（4）（有）林田建設（辞退）
（5）（株）藤岡建設（辞退）
（6）（株）内野三建設（辞退）
（7）（有）栗丸工業（辞退）
（8）ケンショーハウス工業（株）（辞退）
（9）ティー・ツー（株）（辞退）
（10）（株）シゲマツ（辞退）
（11）福島建設（株）（辞退）
（12）（株）鳥越建設（辞退）
（13）椿建設（辞退）
（14）（株）岩佐工務店
（15）（有）古賀建設
（16）（株）貴重企画
（17）（有）和廣建設

40 建築都市 筑後広域公園フィットネス 電気工事
総務課
エリア東側トイレ新築電気
設備工事

みやま市瀬高町本郷他

41 建築都市 平成３０年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅 開団地第３工区駐
輪場設置他工事

小郡市寺福童

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
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42 建築都市 久留米高校図書館棟他解 解体工事業
総務課
体工事

久留米市西町

43,323,500

39,372,300

R1.10.8

滉王（株）

（1）（株）大久保建設（辞退）
（2）（株）中村組（辞退）
（3）（株）加月組（辞退）
（4）コンテック（株）（辞退）
（5）（株）テイク（無効）
（6）滉王（株）（くじ決定）
（7）（株）フクナン開発
（8）（株）木村産業
（9）（株）案納工務店
（10）高口工業（株）
（11）（株）仲組
（12）建武工業（株）
（13）（株）永幸建設
（14）（有）エイワ産業
（15）（株）フチガミ
（16）（有）野中斫工業

43 建築都市 久留米高校受水槽工事
総務課

久留米市西町

35,678,500

35,640,000

R1.10.8

（有）福沢住宅設備

（1）第三設備工業（株）（辞退）
（2）（株）平山工務店（無効）
（3）（有）古川工業（辞退）
（4）（株）坂田ガス住設（辞退）
（5）（株）レイダン（辞退）
（6）（株）梅野工務店（辞退）
（7）（株）国益（辞退）
（8）吉原住設（辞退）
（9）（有）福沢住宅設備
（10）協栄住設工業（株）
（11）（株）和泉オークス
（12）（有）光設備工業

44 建築都市 久留米高校改築先行迂回 電気工事
総務課
電気設備工事

久留米市西町

44,930,600

41,335,800

R1.10.9

（有）深町電設

（1）（株）上野製作所（辞退）
（2）正和電機（株）（辞退）
（3）大東電気工事（株）（辞退）
（4）（株）筑後電設（辞退）
（5）サンケイ（株）（辞退）
（6）（有）オーム電工（辞退）
（7）川浪電気工事（株）（辞退）
（8）西部電業（株）
（9）田中電業（株）
（10）（有）ハセガワ電工
（11）（有）深町電設（くじ決定）
（12）（株）新栄電業社
（13）三光電気工事（株）
（14）（有）第一電気
（15）（有）川浪電設商会
（16）西日本電気工事（株）

45 建築都市 築上西高校特別教室棟改 電気工事
総務課
築屋内電気設備工事

築上郡築上町大字椎田

47,410,000

42,937,400

R1.10.10

（有）サトル電設

（1）（株）荏原電気
（2）（株）しげもり
（3）（株）カミジョウ
（4）（有）サトル電設（くじ決定）
（5）（株）下畑電設工業
（6）（有）岩崎電気
（7）（株）テクノネット
（8）（有）有松電気
（9）梅木電設（株）
（10）（有）辻電気

46 建築都市 若松高校同窓会館大規模 建築一式工事
総務課
改造他工事

北九州市若松区上原町

41,589,900

37,756,400

R1.10.9

（株）カサロ

（1）藤幸建設（有）（辞退）
（2）タダノ総建（株）（辞退）
（3）（有）石松建設（辞退）
（4）梶原建設（辞退）
（5）（株）ＡＴＳ（辞退）
（6）（株）園田建設（辞退）
（7）（株）遠見（辞退）
（8）三好建設（株）（辞退）
（9）（有）石黒産業（辞退）
（10）（株）城川組（辞退）
（11）（株）三吉（辞退）
（12）（株）コダマ店舗流通センター
（13）（株）カサロ（くじ決定）
（14）（有）翔鷹技建

管工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

47 建築都市 筑後広域公園フィットネス 管工事
総務課
エリア東側トイレ新築汚水
処理設備工事

みやま市瀬高町本郷他

47,627,800

43,488,500

R1.10.15

西日本整水（株）

（1）（株）エフ・テクノ（辞退）
（2）蔵田工業（株）（辞退）
（3）（株）森商事（辞退）
（4）三友工業（株）
（5）西日本整水（株）（くじ決定）
（6）沖産業
（7）カッパー工業（株）
（8）（株）ケイ・エスクラフト工業
（9）（有）吉開住設工業
（10）フジクリーン久留米（株）
（11）九州藤吉工業（株）
（12）大管工業（株）

48 建築都市 八幡高校管理棟大規模改 管工事
総務課
造他第１工区空調設備工
事

北九州市八幡東区清田３
丁目

40,142,300

36,481,500

R1.10.18

（株）ダック技建

（1）藤建設工業（株）（無効）
（2）（株）木下設備（辞退）
（3）三和産業（株）（辞退）
（4）（有）竹内設備（辞退）
（5）（株）金屋商会（辞退）
（6）（株）敷田水道設備（辞退）
（7）（株）安部水道設備（辞退）
（8）（有）石母田電業社（辞退）
（9）（株）椛組（辞退）
（10）日鐵空調（株）（辞退）
（11）東洋設備工業（株）（辞退）
（12）菅設備（株）（辞退）
（13）（株）城山水道設備（辞退）
（14）日興建設（株）
（15）（株）ダック技建（くじ決定）

49 建築都市 福岡視覚特別支援学校自 電気工事
総務課
家発電設備更新工事

筑紫野市大字牛島

11,902,000

10,726,100

R1.10.11

ニシカワ工業（株）

（1）岡崎石油瓦斯（株）（辞退）
（2）（有）松浦電業社（辞退）
（3）大部電工（株）（辞退）
（4）（株）ウイット・システム
（5）（株）勝電設
（6）（株）周電気工事
（7）（株）かず電工
（8）（株）福南電設
（9）（有）堀電気商会
（10）ニシカワ工業（株）（くじ決定）
（11）大祐電気工事（有）
（12）西海電気工事（株）
（13）山菱電業（有）

50 建築都市 北九州高等学園下水道接 管工事
総務課
続工事

中間市大字中間大辻町

41,283,000

41,283,000

R1.10.18

（株）村上工務店

（1）（株）佐藤商店（辞退）
（2）（有）九州設備工業所（辞退）
（3）（有）佐伯工務店（辞退）
（4）（株）大興設備工業（辞退）
（5）（株）不動商会（辞退）
（6）（株）福田工務店（無効）
（7）（株）若松水道工業所（辞退）
（8）（株）大弥（辞退）
（9）（株）高野工務店（辞退）
（10）（有）入江設備（辞退）
（11）（有）むらた水工（辞退）
（12）第一設備工業（株）（辞退）
（13）（有）吉田工務店（辞退）
（14）（有）エス・アイ・エス（辞退）
（15）（有）岡田設備工業（辞退）
（16）（株）村上工務店

51 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅吉田団地第６工区
解体工事

北九州市小倉南区上吉田
３丁目

26,255,900

23,789,700

R1.10.23

（株）大山組

（1）（株）川口建設（辞退）
（2）（有）曽我商事（無効）
（3）池田興業（株）（辞退）
（4）（株）金城興業
（5）（株）大山組（くじ決定）
（6）（株）延吉工業
（7）（株）山本建工
（8）（有）細川工業
（9）河建工業（株）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
番
号

事務所名

工

事

名
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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)

52 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅吉田団地第７工区
解体工事

北九州市小倉南区上吉田
３丁目

22,401,500

20,268,600

R1.10.23

（株）金城興業

（1）（有）曽我商事（無効）
（2）松田土木（株）
（3）（株）麻生島工務店
（4）（株）延吉工業
（5）（有）細川工業
（6）太陽建設（株）
（7）金山建設工業（株）
（8）（有）木戸司工務店
（9）河建工業（株）
（10）（株）金城興業（くじ決定）

53 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅吉田団地第８工区
解体工事

北九州市小倉南区上吉田
３丁目

19,479,900

17,609,900

R1.10.23

（有）細川工業

（1）光進工業（株）（辞退）
（2）（有）高木工務店（辞退）
（3）（株）金城興業（無効）
（4）西港建設工業（株）
（5）（有）細川工業（くじ決定）
（6）（株）延吉工業
（7）重光工業（株）
（8）河建工業（株）
（9）（株）井上光産
（10）（有）曽我商事（無効）

54 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅吉田団地第９工区
解体工事

北九州市小倉南区上吉田
３丁目

17,728,700

16,028,100

R1.10.23

河建工業（株）

（1）（有）細川工業（無効）
（2）宮本建設工業（株）（辞退）
（3）（株）金城興業（辞退）
（4）（株）小田組（辞退）
（5）（有）岩建設（辞退）
（6）（有）曽我商事（無効）
（7）山田土建（株）
（8）（有）テラ
（9）（株）福成
（10）（株）延吉工業
（11）河建工業（株）（くじ決定）

55 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅吉田団地第１０工区
解体工事

北九州市小倉南区上吉田
３丁目

18,239,100

16,465,900

R1.10.17

（株）山本工業

（1）（有）細川工業（無効）
（2）（株）東洋ビルド（辞退）
（3）（株）金城興業（辞退）
（4）（有）曽我商事（無効）
（5）（株）大森工業（辞退）
（6）共和土木（株）（辞退）
（7）ヱビス（株）
（8）（株）山本工業（くじ決定）
（9）（株）延吉工業
（10）河建工業（株）
（11）（有）金岩建設

56 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅中鶴団地第６工区
解体工事

中間市中鶴２丁目

33,028,600

29,876,000

R1.10.24

大正道路産業（株）

（1）黒山興産（株）
（2）山藤建設（株）
（3）山兼工業（有）
（4）（株）末岡工務店
（5）（株）東栄建設
（6）大正道路産業（株）（くじ決定）
（7）（株）進建
（8）（株）河村建設
（9）（株）貴屋建設
（10）（有）大建設
（11）福山総合建設（株）
（12）鮫島建設（株）
（13）（株）成雄

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
番
号

事務所名
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名
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工 事
箇 所

予定価格
（円）
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(落札金額)
（円）
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(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

57 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅中鶴団地第７工区
解体工事

中間市中鶴２丁目

33,269,500

30,109,200

R1.10.24

（株）河村組

（1）環境開発興業（株）（辞退）
（2）安川産業（株）（辞退）
（3）（有）大膳建設
（4）（有）タカネ建設工業
（5）大西建設産業（株）
（6）（株）河村組（くじ決定）
（7）（株）大和総合建設
（8）山藤建設（株）
（9）（株）佐知産業
（10）日慶建設（株）
（11）小西建設工業（株）
（12）（株）山賀
（13）武巳建設（株）

58 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅中鶴団地第８工区
解体工事

中間市中鶴２丁目

33,705,100

30,481,000

R1.10.24

三幸産業（有）

（1）三喜建設工業（辞退）
（2）別所建設（株）（辞退）
（3）（株）山本組（辞退）
（4）（株）新井組（辞退）
（5）（有）山栄工業
（6）三幸産業（有）（くじ決定）
（7）ヤクシン開発（株）
（8）喜秀建設工業（株）
（9）小林建設（株）
（10）山藤建設（株）
（11）久米建設（株）
（12）ミクニ建設（株）

59 建築都市 平成３０年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅中津熊団地受水槽
工事

行橋市大字中津熊

9,765,800

8,877,000

R1.10.23

（株）雄志

（1）（有）西口住宅設備（辞退）
（2）（有）太田綜合設備（辞退）
（3）（有）小路設備工業（辞退）
（4）（有）中村空調設備（辞退）
（5）永末工業（株）
（6）アーム管工
（7）（株）雄志（くじ決定）
（8）平川ガス（有）

60 建築都市 福岡県立総合プ－ル直流 電気工事
総務課
電源装置更新工事

福岡市博多区東平尾公園
２丁目

22,816,200

20,683,300

R1.10.23

サンテック（株）

（1）桑本電気商会（辞退）
（2）（有）城電設（辞退）
（3）（有）新和電設（辞退）
（4）（有）田中電機製作所（無効）
（5）（株）エイチ・エル・ソリューション（辞退）
（6）シンセイ電気工事（株）（辞退）
（7）（株）幸伸電気
（8）サンテック（株）（くじ決定）
（9）福岡道路照明（株）
（10）（有）アポロ電気工事商会
（11）（株）アポロ電子
（12）ＩＴヘルスケア（株）
（13）（株）共電創

61 建築都市 筑後農林事務所照明設備 電気工事
総務課
改修工事

筑後市大字和泉

24,511,300

22,221,100

R1.10.28

（有）中島電工

（1）ダイワ・エンジニアリング
（2）（資）柴尾電気商会
（3）（株）山口電設
（4）（株）高鍋電工
（5）（有）中島電工（くじ決定）
（6）師富電業（株）
（7）（株）笠島電設
（8）（株）井手電工
（9）緒方通信（株）
（10）（有）姫野電気

62 建築都市 若松高校同窓会館大規模 電気工事
総務課
改造他電気設備工事

北九州市若松区上原町

9,270,800

8,369,900

R1.10.24

（有）エコー

（1）（有）戸畑電設（辞退）
（2）山下電設（株）（辞退）
（3）三栄電気工事（株）（辞退）
（4）（有）飯浦電気商会（辞退）
（5）（株）岡島電気（無効）
（6）（株）上田電設（辞退）
（7）（有）響電器（辞退）
（8）（有）阿南電設（辞退）
（9）（有）エコー（くじ決定）
（10）アスノ電工（有）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
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63 建築都市 宇美商業高校弓道場新築 建築一式工事
総務課
工事

糟屋郡宇美町大字井野

47,627,800

43,249,800

R1.10.30

（株）日本伝統建築サ
ンジョウ

（1）博多装工（株）（辞退）
（2）川崎建設（株）（辞退）
（3）（株）野田工務店（辞退）
（4）（株）元木組（辞退）
（5）吉松建設（株）（辞退）
（6）（有）中園工務店（辞退）
（7）（株）福岡技建工業（辞退）
（8）（有）大庭建設（辞退）
（9）（株）不動産総合センター（辞退）
（10）（株）ティスプランニング（辞退）
（11）サンフィット（株）（辞退）
（12）（株）東福岡（辞退）
（13）（株）秀嶋工務店
（14）（株）日本伝統建築サンジョウ（くじ決定）
（15）（株）落合工務店

64 建築都市 香住丘高校第４期便所改
総務課
修工事

建築一式工事

福岡市東区香住ケ丘１丁
目

25,985,300

23,442,100

R1.10.30

（株）興亜

（1）大明建設（株）（辞退）
（2）須河内建設（辞退）
（3）（株）ジェイ・テック（無効）
（4）（株）福遼建設（辞退）
（5）（有）霧島建築事務所（辞退）
（6）敷島テクノ建設（有）（辞退）
（7）（株）協栄建設（辞退）
（8）ヤチヨ住建（有）（辞退）
（9）（株）細川建設（辞退）
（10）平島建設（株）（辞退）
（11）敷島建設工業（株）（辞退）
（12）（有）荒川工務店
（13）（株）興亜（くじ決定）
（14）（株）匠永工務店

65 建築都市 玄界高校第１期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

古賀市舞の里３丁目

21,154,100

19,093,800

R1.10.30

（株）秀嶋工務店

（1）敷島建設工業（株）（辞退）
（2）川崎建設（株）（辞退）
（3）平島建設（株）（辞退）
（4）大明建設（株）（辞退）
（5）吉松建設（株）（辞退）
（6）（有）中園工務店（辞退）
（7）（株）ジェイ・テック（無効）
（8）（合）安永工務店（辞退）
（9）（株）ティスプランニング（辞退）
（10）ヤチヨ住建（有）（辞退）
（11）中ムラ建設（有）（辞退）
（12）（株）秀嶋工務店
（13）（有）荒川工務店
（14）（株）匠永工務店

筑紫野市大字吉木

22,867,900

20,726,200

R1.11.1

（有）秀栄電業

（1）大部電工（株）（辞退）
（2）岡崎石油瓦斯（株）（辞退）
（3）（株）かず電工（辞退）
（4）西海電気工事（株）（辞退）
（5）（有）松浦電業社（辞退）
（6）大祐電気工事（有）
（7）（有）堀電気商会
（8）（株）周電気工事
（9）（有）秀栄電業（くじ決定）
（10）（株）ウイット・システム
（11）（株）勝電設
（12）（株）福南電設
（13）山菱電業（有）

66 建築都市 農林業総合試験場本館棟 電気工事
総務課
照明設備改修工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
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67 建築都市 福岡県立総合射撃場トラッ 建築一式工事
総務課
プ射撃場屋外便所改築工
事

筑紫野市大字柚須原

13,838,000

12,444,300

R1.10.30

中西建設（株）

（1）柴田商事（辞退）
（2）楠田工務店（株）（辞退）
（3）（有）タクミホーム（辞退）
（4）（株）大成工務店（辞退）
（5）ヨシオハウジング（有）（辞退）
（6）（株）山一ホーム（辞退）
（7）桜田建設（辞退）
（8）（有）松屋工務店（辞退）
（9）（株）池田組（辞退）
（10）青南建設（株）（辞退）
（11）高藤工務店（辞退）
（12）中西建設（株）
（13）成信建設（株）

68 建築都市 田川高校教室棟他第３期
総務課
内部改造工事

田川郡香春町大字中津原

44,639,100

40,640,600

R1.11.6

（株）地建ハウジング

（1）（有）誠建設（辞退）
（2）（有）迫製材所（辞退）
（3）（株）春本産業（辞退）
（4）進建産業（株）（辞退）
（5）中村建設（辞退）
（6）（有）太田組（辞退）
（7）中村建設（辞退）
（8）（有）杉本建設（辞退）
（9）（有）池永武工務店（辞退）
（10）白石建築（辞退）
（11）信栄建設（辞退）
（12）佐津摩組（辞退）
（13）（有）姫野木材店（辞退）
（14）（株）地建ハウジング
（15）長野興産
（16）（有）長畑建設

69 建築都市 水産海洋技術センター豊 電気工事
総務課
前海研究所照明設備改修
工事

豊前市大字宇島

23,580,700

21,370,800

R1.11.6

（株）しげもり

（1）（株）カミジョウ
（2）田村電気商会
（3）（株）下畑電設工業
（4）（株）しげもり（くじ決定）
（5）（有）有松電気
（6）（有）岩崎電気
（7）（株）荏原電気
（8）（株）テクノネット
（9）梅木電設（株）
（10）（有）辻電気

70 建築都市 京築教育事務所照明設備 電気工事
総務課
改修工事

豊前市大字吉木

14,056,900

12,679,700

R1.11.1

梅木電設（株）

（1）（株）しげもり（無効）
（2）梅木電設（株）（くじ決定）
（3）（株）荏原電気
（4）（株）テクノネット
（5）（有）岩崎電気
（6）（有）有松電気
（7）（有）協大電気設備商会
（8）田村電気商会
（9）（株）カミジョウ
（10）（株）下畑電設工業
（11）（有）辻電気

71 建築都市 小倉商業高校管理棟照明 電気工事
総務課
制御盤改修工事

北九州市小倉南区富士見
３丁目

9,576,600

8,607,500

R1.11.7

（株）杉本電設

（1）（有）ダイテック（無効）
（2）林電機（株）（辞退）
（3）（有）新日本通信工業（辞退）
（4）共和電気（株）（辞退）
（5）興成電気（株）
（6）（株）杉本電設（くじ決定）
（7）（有）志徳電設工業
（8）（株）Ｎｅｘｔ ｓｔａｇｅ
（9）（有）大桑電設
（10）（株）ＭＤＳ

建築一式工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

北九州市戸畑区丸町３丁
目

30,820,900

27,122,700

R1.11.7

（有）三高産業

（1）武巳建設（株）（辞退）
（2）久米建設（株）
（3）ミクニ建設（株）
（4）（有）三高産業（くじ決定）
（5）（株）友建
（6）九州防災メンテナンス（株）
（7）栄和建設（株）
（8）西部建設工業（株）
（9）（株）マキノグリーン九州支店
（10）（株）ケイリン開発
（11）（株）セイケン
（12）（株）Ｋ・Ｋ

73 建築都市 田川高等技術専門校照明 電気工事
総務課
設備改修工事

田川市大字糒

26,961,000

24,457,400

R1.11.7

（株）中田電気

（1）（有）竹宗電気商会（辞退）
（2）池永電気（辞退）
（3）健電社（辞退）
（4）（株）西北
（5）（株）中田電気（くじ決定）
（6）（有）広布電業社
（7）材木電気工事
（8）（有）光進電気
（9）藤川電気
（10）（有）西本電気工事
（11）（有）本永電気工事

74 建築都市 県立図書館自動火災報知 消防施設工事
総務課
設備更新工事

福岡市東区箱崎１丁目

22,996,600

20,812,000

R1.11.7

寿防災工業（株）

（1）（株）三和エス・ピー（辞退）
（2）ユージー・防災設備（株）（無効）
（3）（株）ファイネル（辞退）
（4）西部防災工業（株）（辞退）
（5）（株）にしけい（辞退）
（6）（有）協和防災（辞退）
（7）イワタ工業（株）（辞退）
（8）梅崎防災（株）（辞退）
（9）寿防災工業（株）（くじ決定）
（10）（株）設備保守センター
（11）九州ノーミ（株）
（12）（株）日本消防機材商会
（13）三和防災工業（株）

75 建築都市 宇美商業高校弓道場新築 電気工事
総務課
電気設備工事

糟屋郡宇美町大字井野

4,274,600

4,099,700

R1.11.7

（株）みやぎ電気

（1）（株）新日本エナジー（辞退）
（2）（有）眞島電気（辞退）
（3）（株）井上電設（無効）
（4）朝日電業社（辞退）
（5）よしてる電気（辞退）
（6）（株）サンシャイン九州本部（辞退）
（7）（株）みやぎ電気
（8）阿部電工（株）
（9）（有）吉村電気商会
（10）（株）丸善電業

76 建築都市 香住丘高校第４期便所改
総務課
修機械設備工事

福岡市東区香住ケ丘１丁
目

20,940,700

19,000,300

R1.11.8

（株）ミヤビ工業

（1）岩屋工務店（辞退）
（2）（有）栄和工業所（辞退）
（3）（株）小竹輝男工業（辞退）
（4）（有）大宝（無効）
（5）（株）不二光（辞退）
（6）小林興商（株）（辞退）
（7）（有）嶋村設備（辞退）
（8）（有）成管工業（辞退）
（9）（株）おさむ工房
（10）（株）ミヤビ工業（くじ決定）
（11）（有）ワイ・エム・エス
（12）（株）鬼木商店（無効）

72 建築都市 戸畑工業高校校地整備
総務課
（法面対策）工事

とび・土工・コンクリート工
事

管工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

77 建築都市 鞍手高校第１期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

直方市大字山部

18,250,100

16,441,700

R1.11.8

（株）比山工建

（1）（有）川原工務店（辞退）
（2）（株）引地興業（辞退）
（3）直方工業（株）（辞退）
（4）（有）渕脇建設（辞退）
（5）（有）広門建設（辞退）
（6）（有）クリエイトホーム（辞退）
（7）山本建設（辞退）
（8）リフォームセンタークスミ（株）（辞退）
（9）（株）トップＱ（辞退）
（10）（株）相互建設産業（辞退）
（11）松本建築
（12）（株）比山工建（くじ決定）
（13）（有）新谷製作所

78 建築都市 直方高校第１期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

直方市頓野ほか

26,602,400

24,027,300

R1.11.8

（株）柿原工務店

（1）（有）渕脇建設（辞退）
（2）（有）クリエイトホーム（辞退）
（3）福田工務店（辞退）
（4）（有）池組（辞退）
（5）（有）川原工務店（辞退）
（6）リフォームセンタークスミ（株）（辞退）
（7）（有）野曽板金工業（辞退）
（8）（株）引地興業（辞退）
（9）（株）相互建設産業（辞退）
（10）直方工業（株）（辞退）
（11）（株）柿原工務店（くじ決定）
（12）（株）比山工建

79 建築都市 直方高校第１期便所改修
総務課
機械設備工事

管工事

直方市頓野ほか

30,655,900

27,919,100

R1.11.13

（株）山野住設

（1）（株）ＱーＳＡＮリフォームおがわ（辞退）
（2）（有）有泉管工（辞退）
（3）エスエスエンジニア（株）（辞退）
（4）（有）梶原設備工業（辞退）
（5）（有）三成工業（辞退）
（6）（有）千歳工業
（7）（有）光邦水道工事店
（8）（有）河村設備
（9）（株）山野住設（くじ決定）
（10）鷹見工業（有）
（11）（株）テクノゼック
（12）南設備企画

80 建築都市 北九州高等学園第１期便
総務課
所改修工事

建築一式工事

中間市大字中間大辻町

13,357,300

11,980,100

R1.11.13

（有）勇康建設

（1）（株）ムサシ（辞退）
（2）（株）ディック（辞退）
（3）（有）翔鷹技建（辞退）
（4）（有）ファイン（辞退）
（5）（株）ＡＴＳ（辞退）
（6）（有）松本技建（辞退）
（7）（株）井上組（辞退）
（8）（有）久治建設（辞退）
（9）（株）ハヤシ（辞退）
（10）ヒヤムタ興産（株）
（11）（有）勇康建設（くじ決定）
（12）（株）光ハウジング

福岡市西区壱岐団地

44,419,100

40,385,400

R1.11.18

（株）岩室商会

（1）中村工業（株）（辞退）
（2）（株）イシキヨ（辞退）
（3）（株）五代（辞退）
（4）（株）山義建設（辞退）
（5）（株）藤山組
（6）（有）池工業
（7）（株）石橋高組
（8）（株）岩室商会（くじ決定）
（9）（株）橘組（無効）
（10）（有）蓮池工業
（11）徳丸建設工業（株）
（12）（株）藤田土木
（13）（有）内川工業
（14）アスミオ．（株）

81 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅壱岐団地第１工区
解体工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

82 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅壱岐団地第３工区
解体工事

福岡市西区壱岐団地

7,269,900

6,556,000

R1.11.18

（株）福重産業

（1）（株）山義建設（辞退）
（2）（株）五代（辞退）
（3）（有）楓工業
（4）モリタ企画産業（株）
（5）（株）福重産業（くじ決定）
（6）（有）池工業
（7）徳丸建設工業（株）
（8）（株）鈴建ワークス

83 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅壱岐団地第４工区
解体工事

福岡市西区壱岐団地

25,234,000

22,801,900

R1.11.12

（株）ダイアン

（1）（株）西日本光創（辞退）
（2）（株）吉建（辞退）
（3）（株）橘組（無効）
（4）麻生商事（株）（辞退）
（5）（株）藤山組
（6）（株）イシキヨ
（7）（株）石橋高組
（8）（有）蓮池工業
（9）（株）ダイアン（くじ決定）
（10）（有）内川工業
（11）アスミオ．（株）

84 建築都市 直方高校第１期便所改修
総務課
電気設備工事

直方市頓野ほか

4,756,400

4,249,300

R1.11.14

（有）システムハウジ
ングタイセイ

（1）（有）栄技研（無効）
（2）（株）ハシザキ電気（辞退）
（3）サクラ電工（有）（辞退）
（4）稲益電気（辞退）
（5）宗像電気
（6）（有）システムハウジングタイセイ（くじ決定）
（7）大信興業（株）
（8）（株）デンシード
（9）（有）八千代電設工業社
（10）（有）丸徳電機商会

12,601,600

11,053,900

R1.11.20

（株）都市造園

（1）（株）西鉄グリーン土木（辞退）
（2）（株）中村緑地建設（辞退）
（3）（株）大和造園（辞退）
（4）九州林産（株）（辞退）
（5）（株）都市造園（くじ決定）
（6）（株）横溝豊樹園
（7）木下緑化建設（株）
（8）（株）素鶴園
（9）安藤造園土木（株）

電気工事

85 建築都市 大濠公園便益施設造成工 造園工事
総務課
事

福岡市中央区大濠公園

86 建築都市 柳川総合庁舎内部改造電 電気工事
総務課
気設備工事

柳川市三橋町今古賀

4,375,800

4,147,000

R1.11.19

師富電業（株）

（1）（有）中崎電業社（辞退）
（2）久保田電設（辞退）
（3）（株）池松電設（辞退）
（4）（有）大牟田エンジニアリングサービス（辞退）
（5）（株）藤木電気工業（無効）
（6）（有）志晃電設（辞退）
（7）森野電工（辞退）
（8）師富電業（株）
（9）大川電気興業（有）
（10）古賀電工社
（11）（株）笠島電設

87 建築都市 南筑後普及指導センター
総務課
照明設備改修工事

みやま市瀬高町下庄

18,464,600

16,671,600

R1.11.20

（株）藤木電気工業

（1）森野電工（辞退）
（2）久保田電設（辞退）
（3）（有）大牟田エンジニアリングサービス（辞退）
（4）（株）池松電設（辞退）
（5）（有）中崎電業社（辞退）
（6）大川電気興業（有）（辞退）
（7）（株）藤木電気工業（くじ決定）
（8）ダイワ・エンジニアリング
（9）古賀電工社
（10）緒方通信（株）
（11）（有）姫野電気
（12）（株）山口電設
（13）（有）志晃電設

電気工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

88 建築都市 北九州教育事務所照明設 電気工事
総務課
備改修工事

直方市大字植木

15,929,100

14,388,000

R1.11.20

大新工業（有）

（1）吉田電興社（辞退）
（2）（株）原田電気工事（辞退）
（3）藤川電気工事店（辞退）
（4）（株）トリオ電工（辞退）
（5）須山電気
（6）（有）セイデン
（7）坂田電気工事商会
（8）（株）セブンテクノ
（9）キミコーポレーション（株）
（10）大新工業（有）（くじ決定）
（11）（株）三光電業社

89 建築都市 玄界高校第１期便所改修
総務課
電気設備工事

電気工事

古賀市舞の里３丁目

10,591,900

9,531,500

R1.11.21

ＩＴヘルスケア（株）

（1）永渕電機（株）（辞退）
（2）（株）エイチ・エル・ソリューション（辞退）
（3）（株）ＫＤＫ（辞退）
（4）（株）サンシャイン九州本部（無効）
（5）シンセイ電気工事（株）（辞退）
（6）（有）吉村電気商会（辞退）
（7）（有）田中電機製作所（辞退）
（8）ＩＴヘルスケア（株）（くじ決定）
（9）（株）井上電設
（10）南郷電気（株）
（11）アリマ電光
（12）（株）幸伸電気
（13）阿部電工（株）

90 建築都市 玄界高校第１期便所改修
総務課
機械設備工事

管工事

古賀市舞の里３丁目

24,347,400

22,138,600

R1.11.21

（有）大宝

（1）（有）小西設備（辞退）
（2）（株）協和設備工業（辞退）
（3）藤木良弘設備（株）（辞退）
（4）（有）桐明設備工業（辞退）
（5）（株）不二光（辞退）
（6）（有）森広設備工業（辞退）
（7）（株）小竹輝男工業（辞退）
（8）（有）ホットサポート（辞退）
（9）中牟田製作所（辞退）
（10）（有）久山設備工業（辞退）
（11）（有）坂口設備工業
（12）（有）大宝（くじ決定）
（13）（株）おさむ工房

91 建築都市 田川高校教室棟他第３期
総務課
内部改造電気設備工事

電気工事

田川郡香春町大字中津原

15,050,200

13,735,700

R1.11.19

岩崎電気

（1）（有）広布電業社（辞退）
（2）（有）本永電気工事（辞退）
（3）（有）竹宗電気商会（辞退）
（4）健電社（辞退）
（5）（株）西北（辞退）
（6）玉眞電気工事（辞退）
（7）池永電気（辞退）
（8）材木電気工事（辞退）
（9）岩崎電気
（10）藤川電気
（11）（有）光進電気

田川市上本町

10,730,500

9,665,700

R1.11.21

（有）小堤電器

（1）（有）広布電業社（辞退）
（2）栄電工（辞退）
（3）（有）竹宗電気商会（辞退）
（4）中村電設（辞退）
（5）池永電気（辞退）
（6）（有）本永電気工事（辞退）
（7）（株）西北（辞退）
（8）材木電気工事（辞退）
（9）（有）小堤電器（くじ決定）
（10）藤川電気
（11）健電社
（12）（有）光進電気

92 建築都市 西田川高校太陽光発電設 電気工事
総務課
備設置工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

93 建築都市 北筑後教育事務所照明設 電気工事
総務課
備改修工事

久留米市津福本町

18,084,000

16,328,400

R1.11.21

（株）村上電設

（1）（有）電興設計工業（辞退）
（2）深山電気（辞退）
（3）（株）ナイガイ（辞退）
（4）（株）オージーエイ（辞退）
（5）三共電気工事（株）（辞退）
（6）中野電気
（7）鹿毛電設（株）
（8）（株）古賀電設商会
（9）（株）村上電設（くじ決定）
（10）（有）野口電気工事
（11）（株）福岡電化商事
（12）（有）栄進電業
（13）（株）安徳電設工業

94 建築都市 北九州高等学園第１期便
総務課
所改修機械設備工事

管工事

中間市大字中間大辻町

18,620,800

16,891,600

R1.11.22

（有）倉光設備

（1）（有）吉田工務店（辞退）
（2）（有）大庭鉄工所（辞退）
（3）（有）佐伯工務店（辞退）
（4）（有）岡田設備工業（辞退）
（5）（有）来島工業（辞退）
（6）（株）ダイワ設備（辞退）
（7）（株）佐藤商店（辞退）
（8）（有）入江設備（辞退）
（9）（有）倉光設備
（10）（株）福田工務店
（11）（有）むらた水工

95 建築都市 北九州高等学園第１期便
総務課
所改修電気設備工事

電気工事

中間市大字中間大辻町

6,013,700

5,383,400

R1.11.20

（有）ビジテック

（1）岡本電気工務店（辞退）
（2）刀根電気工事店（辞退）
（3）（有）響電器（辞退）
（4）（株）ヨシダ電気（辞退）
（5）（有）早野電気商会（辞退）
（6）（有）坂尾電気商会（辞退）
（7）高宮電気商会（辞退）
（8）（株）上田電設（辞退）
（9）（有）ビジテック
（10）山下電設（株）

96 建築都市 田川高校教室棟他第３期
総務課
内部改造機械設備工事

管工事

田川郡香春町大字中津原

14,214,200

13,420,000

R1.11.28

香春設備

（1）宇都宮工業（辞退）
（2）中村設備工業（辞退）
（3）（株）中央工務店（辞退）
（4）梶原エアーサービス（辞退）
（5）カイシン工業（辞退）
（6）安藤水工（辞退）
（7）（有）篠原設備（辞退）
（8）香春設備
（9）（株）大場工業
（10）（株）ナカシマ水道
（11）豊福空調工業（株）
（12）（有）新生工務店

97 建築都市 玄洋高校第１期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

福岡市西区田尻

19,809,900

17,834,300

R1.12.3

石井建設（株）

（1）ピープルホーム樋口組（辞退）
（2）（株）トップシステム（辞退）
（3）（有）タワラ（辞退）
（4）脇建（辞退）
（5）やまて建設（辞退）
（6）大福建設（有）（辞退）
（7）稲永工務店（辞退）
（8）（株）岡部建築社（辞退）
（9）（株）弘和（辞退）
（10）松浦建設（株）（辞退）
（11）成田建設（辞退）
（12）石井建設（株）
（13）（有）松井工務店
（14）（有）山本建設

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

98 建築都市 平成２８年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅中鶴団地第１・２・
３・４工区駐輪場設置他工
事（その２）

中間市中鶴２丁目

46,897,400

42,167,400

R1.12.4

（株）西幸工務店

（1）（有）久治建設（辞退）
（2）（株）千原建設（辞退）
（3）（有）翔鷹技建（辞退）
（4）（有）ファイン（辞退）
（5）（株）ＡＴＳ（辞退）
（6）（株）山内工務店（辞退）
（7）（株）中柴工務店（辞退）
（8）（株）東栄建設（辞退）
（9）（株）二村工務店（辞退）
（10）（株）友澤工業（辞退）
（11）（株）ディック（辞退）
（12）（株）ムサシ（辞退）
（13）（株）永善建設（辞退）
（14）（株）西幸工務店（くじ決定）
（15）（有）松本技建
（16）（株）光ハウジング
（17）（株）田中

99 建築都市 八幡高校管理棟大規模改 電気工事
総務課
造他電気設備工事

北九州市八幡東区清田３
丁目

34,488,300

31,479,800

R1.12.3

大熊電機（株）

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

100 建築都市 久留米高校先行改造機械 管工事
総務課
設備工事

久留米市西町

11,214,500

10,128,800

R1.12.5

（株）中島設備

（1）（有）北島工業所（辞退）
（2）（株）中央建設工業（辞退）
（3）（有）ＳＴ工業（辞退）
（4）（株）福井設備（辞退）
（5）（有）松雪重設（辞退）
（6）（株）井上工業（辞退）
（7）中野設備（辞退）
（8）（株）太陽インフラテック九州（辞退）
（9）（株）中島設備（くじ決定）
（10）（有）アズマ設備

101 建築都市 福岡視覚特別支援学校屋 管工事
総務課
外配管改修機械設備工事

筑紫野市大字牛島

17,516,400

15,875,200

R1.12.5

（株）一新工業

（1）（有）太成興業（辞退）
（2）（有）天山工業（辞退）
（3）田中住宅産業（株）（辞退）
（4）中央設備（株）（辞退）
（5）（株）東筑設備工業（辞退）
（6）（有）馬場崎設備（辞退）
（7）（株）帆足設備（辞退）
（8）（有）ムサシ工業（辞退）
（9）林田建材（株）（辞退）
（10）（株）一新工業
（11）（株）三機産業
（12）（有）青木工業

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

102 建築都市 少年自然の家「玄海の家」 管工事
総務課
空調改修機械設備工事

宗像市神湊

40,595,500

37,046,900

R1.12.10

協和管工（株）

（1）（株）福間住設（辞退）
（2）（有）田中設備工業（辞退）
（3）（有）松尾設備（辞退）
（4）ミノル設備工業（株）（辞退）
（5）（株）白川設備工業（辞退）
（6）（株）森田設備開発（辞退）
（7）（有）姫路屋建材（辞退）
（8）小田設備（株）（辞退）
（9）（株）大和設備（辞退）
（10）（株）マスダ設備工業（辞退）
（11）（有）力丸住宅設備店
（12）（株）カクダイ
（13）（有）石松設備工業
（14）協和管工（株）（くじ決定）

103 建築都市 令和元年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅大島団地全面的改
善工事

宗像市大島

46,504,700

45,980,000

R1.12.10

（株）井上組

（1）（株）西建（辞退）
（2）サンフィット（株）（辞退）
（3）有吉工務店（株）（辞退）
（4）（株）東福岡（辞退）
（5）（合）安永工務店（辞退）
（6）児島建設（株）（辞退）
（7）（株）細川建設（辞退）
（8）（株）グリーン企画（辞退）
（9）本田工業（株）（辞退）
（10）（株）弘江組（辞退）
（11）川崎建設（株）（辞退）
（12）平川工務店（有）（辞退）
（13）（株）井上組
（14）中ムラ建設（有）

104 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅愛宕団地第３工区
解体工事

飯塚市鯰田

27,494,500

24,823,700

R1.12.11

（有）清水組

（1）（株）緑豊開発（辞退）
（2）（有）平成産業（辞退）
（3）（株）多田組（辞退）
（4）（株）サカヒラ（辞退）
（5）九特興業（株）（辞退）
（6）（株）のがみ組
（7）（有）富士土木
（8）（有）清水組（くじ決定）
（9）（株）イワキン工業
（10）（株）大熊
（11）三智産業（株）
（12）（株）イオス
（13）（株）春田建設

105 建築都市 令和元年度事業 福岡県 解体工事業
総務課
公営住宅 愛宕団地 第４
工区 解体工事

飯塚市鯰田

25,956,700

23,419,000

R1.12.11

（株）小山産業

（1）（株）修成工業（辞退）
（2）友栄土木（株）
（3）（株）石山工業
（4）（株）小山産業（くじ決定）
（5）（有）栄建設
（6）（有）瓜生産業
（7）茜建設（株）
（8）（有）松本建興
（9）松尾建設（有）
（10）龍穂産業（株）
（11）（有）日ノ出建設工業
（12）（株）泰恵産業

106 建築都市 玄洋高校第１期便所改修
総務課
電気設備工事

福岡市西区田尻

8,614,100

7,720,900

R1.12.12

（有）工田電気工業

（1）（株）カヤシマ電気工事（辞退）
（2）（株）新電工（辞退）
（3）前田電機商会（辞退）
（4）マツフジ（辞退）
（5）（有）ヒトシ電気工事店（辞退）
（6）（有）米川電業社（辞退）
（7）（株）仲電気工事
（8）（有）工田電気工業（くじ決定）
（9）（株）石川電気工事

電気工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
番
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事
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工 事
箇 所

予定価格
（円）
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(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)

20,705,300

18,778,100

R1.12.12

（有）寺崎設備工事店

（1）（株）サンセツ（辞退）
（2）（有）菰田設備（辞退）
（3）（有）長島設備（辞退）
（4）（株）大研（辞退）
（5）井手設備工業所（辞退）
（6）小池住宅産業（株）（辞退）
（7）（有）藤原設備工業（辞退）
（8）タイセイ商事（有）（辞退）
（9）ロート・ルーターサービス（株）福岡（辞退）
（10）エトウ工業（株）（辞退）
（11）（有）寺崎設備工事店（くじ決定）
（12）（株）龍設備工業
（13）（株）イタクラ

福岡市早良区大字小笠木

6,697,900

5,987,300

R1.12.10

内之倉電機（株）

（1）鹿島電機（株）（辞退）
（2）（有）吉田電業（無効）
（3）井上電気工事店（辞退）
（4）（有）ムクモト電機（辞退）
（5）（株）神宮電設（辞退）
（6）前田電機商会（辞退）
（7）國竹電設（辞退）
（8）ジェイピーエス電工（株）（辞退）
（9）（株）電広舎（辞退）
（10）（有）三電（辞退）
（11）内之倉電機（株）
（12）ヨネカワ電気システム（株）

福岡市早良区大字小笠木

28,994,900

26,378,000

R1.12.12

タイセイ商事（有）

（1）エトウ工業（株）（辞退）
（2）（株）秋山工業（辞退）
（3）（株）落合設備（辞退）
（4）（有）菰田設備（辞退）
（5）（株）サンセツ（辞退）
（6）（有）長島設備（辞退）
（7）（株）大研（辞退）
（8）（有）古藤冷熱機工（辞退）
（9）ロート・ルーターサービス（株）福岡（辞退）
（10）（有）寺崎設備工事店
（11）タイセイ商事（有）（くじ決定）
（12）（株）イタクラ

110 建築都市 久留米高校先行改造電気 電気工事
総務課
設備工事（第２工区）

久留米市西町

11,558,800

10,425,800

R1.12.12

（株）福岡電化商事

（1）（株）ナイガイ（辞退）
（2）深山電気（辞退）
（3）（有）電興設計工業（辞退）
（4）（株）オージーエイ（辞退）
（5）（有）栄進電業（辞退）
（6）鹿毛電設（株）（辞退）
（7）三共電気工事（株）（辞退）
（8）中野電気
（9）（株）福岡電化商事（くじ決定）
（10）（株）古賀電設商会
（11）（有）野口電気工事
（12）（株）安徳電設工業

111 建築都市 若松高校特別教室棟改築 管工事
総務課
空調設備工事

北九州市若松区上原町

48,994,000

44,624,800

R1.12.17

三和産業（株）

（1）（有）戸畑ホーム設備（辞退）
（2）高崎設備（株）（辞退）
（3）（株）敷田水道設備（辞退）
（4）（株）若松水道工業所（辞退）
（5）（株）不動商会（辞退）
（6）（株）大興設備工業（辞退）
（7）（株）椛組（辞退）
（8）（有）九州設備工業所（辞退）
（9）（株）木下設備（辞退）
（10）（有）エス・アイ・エス
（11）（有）吉本工務店
（12）西本建設工業（株）
（13）（株）瀬登
（14）三和産業（株）（くじ決定）

107 建築都市 玄洋高校第１期便所改修
総務課
機械設備工事

管工事

福岡市西区田尻

108 建築都市 早良高校第１期便所改修
総務課
電気設備工事

電気工事

109 建築都市 早良高校第１期便所改修
総務課
機械設備工事

管工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

112 建築都市 八幡中央高校屋外配管改 管工事
総務課
修機械設備工事

北九州市八幡西区元城町

11,925,100

11,687,500

R1.12.17

永久工業（株）

（1）（有）吉田工務店（辞退）
（2）（株）八幡ビルエンジニアリング（辞退）
（3）（有）徳重環境設備（辞退）
（4）アントメンテナンスサービス（株）（辞退）
（5）藤建設工業（株）（辞退）
（6）（有）佐伯工務店（辞退）
（7）菅設備（株）（辞退）
（8）（株）安部水道設備（辞退）
（9）東洋設備工業（株）（辞退）
（10）土居工業（株）（辞退）
（11）（有）来島工業（辞退）
（12）（株）金屋商会（辞退）
（13）永久工業（株）
（14）日興建設（株）

113 建築都市 福岡高校コモンホール棟他 電気工事
総務課
大規模改修他電気設備工
事

福岡市博多区堅粕１丁目

7,942,000

7,086,200

R1.12.13

（株）新日本エナジー

（1）阿部電工（株）（辞退）
（2）（有）田中電機製作所（辞退）
（3）（株）丸善電業（辞退）
（4）朝日電業社（辞退）
（5）（株）サンシャイン九州本部（辞退）
（6）よしてる電気（辞退）
（7）（有）吉村電気商会（辞退）
（8）（株）井上電設（辞退）
（9）アリマ電光
（10）（株）新日本エナジー（くじ決定）

114 建築都市 平成２８年度事業福岡県公 造園工事
総務課
営住宅中鶴団地第１・２・
３・４工区植栽工事（その
２）

中間市中鶴２丁目

4,066,700

3,741,100

R1.12.16

重光造園

（1）中村工業（辞退）
（2）正信緑化建設（有）（辞退）
（3）（有）田代緑香園（辞退）
（4）香月園芸
（5）重光造園（くじ決定）
（6）大成緑地建設（株）
（7）樋熊造園
（8）徳丸造園建設
（9）城緑化建設（株）

115 建築都市 平成３０年度事業 福岡県 内装仕上工事
総務課
公営住宅 中津熊団地襖
工事

行橋市大字中津熊

3,408,900

3,136,100

R1.12.16

（有）松風堂吉田表具
店

（1）（株）采霞堂（辞退）
（2）落合大雅堂（辞退）
（3）（有）インテリア十字道
（4）（有）松風堂吉田表具店（くじ決定）
（5）（有）明成堂
（6）寺下畳襖店

116 建築都市 平成２８年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅中鶴団地第１・２・
３・４工区駐輪場設置他電
気設備工事

中間市中鶴２丁目

9,011,200

8,060,800

R1.12.20

（株）イトデン

（1）（有）響電器（辞退）
（2）（有）早野電気商会（辞退）
（3）刀根電気工事店（辞退）
（4）山下電設（株）（辞退）
（5）（株）ヨシダ電気（辞退）
（6）辰和電工（有）（無効）
（7）高宮電気商会（無効）
（8）（有）坂尾電気商会（辞退）
（9）（株）イトデン
（10）岡本電気工務店

117 建築都市 早良高校第１期便所改修
総務課
工事

福岡市早良区大字小笠木

29,134,600

28,871,689

R1.12.25

（株）エム・アイ工房

（1）中尾正工務店（辞退）
（2）吉洋建設（株）（辞退）
（3）（株）エヌピーシー福岡（辞退）
（4）松栄ランテック（株）（辞退）
（5）谷口建設（株）（辞退）
（6）吉川建築工房（辞退）
（7）（有）吉川建設（辞退）
（8）（株）アート・スタッフ（無効）
（9）（株）馬場組（辞退）
（10）（株）白石建設（辞退）
（11）清家建設（株）（辞退）
（12）（株）エム・アイ工房

建築一式工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

5,374,600

4,944,500

R1.12.26

（株）らっく商会

（1）前田電機商会（辞退）
（2）（株）拓デン（辞退）
（3）木下電気商会（辞退）
（4）井上電気工事店（辞退）
（5）鹿島電機（株）（辞退）
（6）（有）ヒトシ電気工事店（辞退）
（7）日成工業（株）（辞退）
（8）マツフジ（辞退）
（9）（有）米川電業社（辞退）
（10）（株）電広舎（辞退）
（11）（株）らっく商会
（12）（有）三和電子

宗像市大島

15,181,100

13,704,900

R1.12.25

南郷電気（株）

（1）銭花電工（辞退）
（2）阿部電工（株）（辞退）
（3）朝日電業社（辞退）
（4）（株）井上電設（辞退）
（5）（株）幸伸電気（辞退）
（6）アリマ電光（辞退）
（7）よしてる電気（辞退）
（8）（株）サンシャイン九州本部（辞退）
（9）（有）吉村電気商会（辞退）
（10）（株）ライフ電気
（11）（株）ＫＤＫ
（12）南郷電気（株）（くじ決定）

180 建築都市 令和元年度事業 福岡県 建築一式工事
総務課
公営住宅 佃団地 第３工
区個別改善工事

柳川市佃町

34,860,100

32,780,000

R1.10.2

（株）マツウラ

（1）（株）マツウラ（見積決定）
（2）山口建設
（3）（有）松尾左建
（4）（株）高口直建設

181 建築都市 小倉東高校第２期体育館
総務課
内部改造機械設備工事

北九州市小倉南区田原５
丁目

4,781,700

4,620,000

R1.10.2

日田建工（株）

（1）日田建工（株）（見積決定）
（2）（有）杉寿設備
（3）（有）西工業所

118 建築都市 福岡聴覚特別支援学校昇 電気工事
総務課
降機設備更新電気設備工
事

福岡市早良区荒江３丁目

119 建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅大島団地全面的改
善電気設備工事

管工事

182 建築都市 令和元年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅 鴨生藤見台団地
第３工区個別改善工事

嘉麻市鴨生

39,103,900

28,347,000

R1.10.10

（株）進光開発

（1）（株）進光開発（見積決定）
（2）（有）川上建設
（3）（株）プロスホーム
（4）仲工務店
（5）（有）まつよし
（6）（株）南里住建
（7）福岡クリエーション開発（有）
（8）（株）オカベ工事

183 建築都市 筑後広域公園フィットネス 管工事
総務課
エリア東側トイレ新築機械
設備工事
184 建築都市 福岡県立スポーツ科学情 管工事
総務課
報センター給湯用ボイラー
更新工事
185 建築都市 若松高校同窓会館大規模 管工事
総務課
改造他機械設備工事

みやま市瀬高町本郷他

12,122,000

10,890,000

R1.10.15

井手設備

（1）井手設備（見積決定）
（2）栄和設備工業（有）
（3）（有）ボナールなかやま

福岡市博多区東平尾公園
２丁目

19,915,500

19,580,000

R1.10.23

（有）英友工業

（1）（有）英友工業（見積決定）
（2）（有）ワイ・エム・エス
（3）（株）九州レイキシステムズ

北九州市若松区上原町

5,306,400

5,093,000

R1.11.7

日信工業（株）

（1）日信工業（株）（見積決定）
（2）（有）ユニオン設備工業
（3）（有）ケイ・イー・アール

186 建築都市
総務課
187 建築都市
総務課
188 建築都市
総務課

北九州市八幡東区清田３
丁目
柳川市三橋町今古賀

4,616,700

4,603,500

R1.11.25

（1）西部瓦斯（株） 営業本部北九州都市開発部（見積決定）

12,986,600

12,980,000

R1.11.28

西部瓦斯（株） 営業
本部北九州都市開発
（株）モロインテリア

直方市大字山部

16,208,500

12,980,000

R1.12.2

鷹見工業（有）

（1）鷹見工業（有）（見積決定）
（2）（有）野見山設備
（3）（有）河村設備

八幡高校管理棟大規模改
造他ガス工事
柳川総合庁舎内部改造工 建築一式工事
事
鞍手高校第１期便所改修 管工事
機械設備工事

（1）（株）モロインテリア（見積決定）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

189 建築都市 令和元年度事業福岡県公 解体工事業
総務課
営住宅壱岐団地第２工区
解体工事

福岡市西区壱岐団地

42,879,100

29,700,000

R1.11.27

（有）蓮池工業

（1）（有）蓮池工業（見積決定）
（2）（有）森田商会
（3）（株）二木建設工業
（4）（有）内川工業
（5）徳丸建設工業（株）
（6）（株）イシキヨ
（7）（株）石橋高組

190 建築都市 福岡県立総合射撃場トラッ
総務課
プ射撃場屋外便所改築機
械設備工事
191 建築都市 平成２８年度事業福岡県公
総務課
営住宅中鶴団地第１・２・
３・４工区駐輪場設置他工
事（その３）
192 建築都市 令和元年度事業 福岡県
総務課
公営住宅 月の浦団地個
別改善ガス工事
193 建築都市 八幡高校管理棟大規模改
総務課
造他衛生設備工事

管工事

筑紫野市大字柚須原

4,539,700

4,378,000

R1.12.10

（有）ヤマミ設備

（1）（有）ヤマミ設備（見積決定）
（2）（株）カワキタ

建築一式工事

中間市中鶴２丁目

18,051,000

17,781,500

R1.12.13

（有）松本技建

（1）（有）松本技建（見積決定）
（2）（株）田中

ガス工事

大野城市月の浦３丁目

2,766,500

2,766,500

R1.12.23

西部ガスエネルギー
（株）

（1）西部ガスエネルギー（株）（見積決定）

管工事

北九州市八幡東区清田３
丁目

38,861,900

38,280,000

R1.12.27

日興建設（株）

（1）日興建設（株）（見積決定）
（2）西本建設工業（株）
（3）（株）瀬登

197,102,400

174,456,700

R1.10.16

（株）松本組

(1)（株）松本組（くじ決定）
(2)松鶴建設（株）
(3)アスミオ．（株）
(4)西光建設（株）
(5)（株）東田中建設
(6)木村土建（株）
(7)岩崎建設（株）
(8)（株）藤原組
(9)福東（株）
(10)飯田建設（株）

15 福岡県土 都市計画道路粕屋久山線 土木一式工事
整備事務 広田橋（仮称）橋梁下部工
所
工事（Ｐ１）

糟屋郡粕屋町大字戸原

120 福岡県土 北新地新田線 道路改良
整備事務 工事（２工区）
所

土木一式工事

糸島市前原北２丁目

21,399,400

18,717,600

R1.12.24

馬場建設（株）

(1)建秀ブロック（株）
(2)鈴木建設（株）（辞退）
(3)（株）西原建設
(4)（有）森田商会
(5)（有）兵頭組
(6)馬場建設（株）（ くじ決定）
(7)（株）高木建設（辞退）
(8)（有）三坂建設
(9)（株）山本建設工業（辞退）
(10)（有）井上組
(11)（有）板谷産業
(12)（株）テンホウ建設

121 福岡県土 東公園 樹木剪定伐採工
整備事務 事
所

造園工事

福岡市博多区東公園

4,683,800

4,109,600

R1.11.1

（株）大橋造園土木

122 福岡県土 西公園 さくら再生（２工
整備事務 区）工事
所

造園工事

福岡市中央区西公園

6,034,600

5,271,200

R1.12.23

長浜造園（株）

123 福岡県土 西公園 遊具更新工事
整備事務
所

造園工事

福岡市中央区西公園

24,533,300

21,690,900

R1.12.23

（株）西鉄グリーン土
木

(1)（株）香椎造園
(2)（株）大橋造園土木（ くじ決定）
(3)グリーンライフ産業（株）
(4)森盛緑地建設（株）
(5)（株）ファイブ
(6)（株）釜堀緑地建設
(7)イー・スケープ（株）（無効）
(8)大熊造園土木（株）
(1)（有）倉光造園
(2)福岡造園（株）
(3)（株）宮政緑地建設
(4)長浜造園（株）（ くじ決定）
(5)サクラグリーン（有）
(6)（株）那乃津園芸（辞退）
(7)（有）山栄緑化
(1)木下緑化建設（株）
(2)（株）西鉄グリーン土木（ くじ決定）
(3)（株）素鶴園
(4)（株）都市造園（辞退）
(5)博多グリーン開発（株）
(6)（株）横溝豊樹園
(7)（有）福岡緑地建設
(8)（株）大和造園（辞退）
(9)安藤造園土木（株）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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）
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(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)

124 福岡県土 （都）粕屋久山線 道路改
整備事務 良工事（２工区）
所

土木一式工事

糟屋郡粕屋町大字戸原

21,050,700

20,680,000

R1.11.19

東小川建設（株）

(1)川崎建設（株）
(2)東小川建設（株）
(3)博高工業（有）
(4)（株）安武
(5)（有）因土木
(6)（有）相良建設工業
(7)（有）新恵商店
(8)（株）ヤマケン
(9)（株）平昭

125 久留米県 川原川景観公園整備（造
土整備事 成）工事
務所

土木一式工事

久留米市田主丸町 石垣

42,714,100

42,075,000

R1.10.18

（株）筑邦組

(1)（株）郷原組
(2)（株）筑邦組
(3)西見総業（株）（辞退）
(4)（有）日新工務店（辞退）
(5)永松商事建設（株）（辞退）
(6)東雲建設（株）（辞退）
(7)（株）ヤマド（無効）
(8)（株）行徳建設
(9)（有）ジェイエヌ開発（辞退）
(10)（有）久大建設
(11)（株）行徳組（辞退）
(12)（株）藤弘建設（辞退）
(13)（株）森組（辞退）

126 南筑後県 筑後広域公園フィットネス 土木一式工事
土整備事 エリア施設整備工事（２５工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

46,774,200

41,384,200

R1.10.9

（株）鍋田土木

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

127 南筑後県 筑後広域公園フィットネス 土木一式工事
土整備事 エリア施設整備工事（２６工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

46,774,200

41,384,200

R1.10.10

（有）成清建設

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

128 南筑後県 筑後広域公園フィットネス 電気工事
土整備事 エリア施設整備工事（２７工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

29,813,300

26,370,300

R1.11.6

（有）丸武電気工事

(1)荒木電設（有）
(2)（有）創広電気商会
(3)吉田電気工事（株）
(4)（株）中原電工
(5)（有）大橋電気商会
(6)信和電気工事（株）
(7)（有）丸武電気工事（ くじ決定）
(8)（株）大光電設
(9)（株）マツウラ

129 南筑後県 筑後広域公園フィットネス 電気工事
土整備事 エリア施設整備工事（２８工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

23,632,400

22,440,000

R1.11.7

（株）木下電機商会

(1)（有）創広電気商会
(2)（株）森田電工
(3)（株）中原電工
(4)（株）木下電機商会
(5)（有）大橋電気商会
(6)（株）サンエス電機
(7)（有）三橋電気
(8)（有）藤垣電気商会
(9)（有）高田電設
(10)平川電気商会

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

130 南筑後県 筑後広域公園フィットネス 電気工事
土整備事 エリア施設整備工事（２９工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

23,117,600

20,421,500

R1.11.7

（株）大光電設

(1)荒木電設（有）
(2)（株）森田電工
(3)吉田電気工事（株）
(4)（株）木下電機商会（無効）
(5)信和電気工事（株）
(6)（有）丸武電気工事（無効）
(7)（株）サンエス電機
(8)（株）大光電設（ くじ決定）
(9)（有）三橋電気
(10)（有）藤垣電気商会
(11)（株）マツウラ

131 南筑後県 筑後広域公園フィットネス 土木一式工事
土整備事 エリア施設整備（３０工区）
務所
工事

みやま市瀬高町 本郷

42,020,000

40,700,000

R1.12.17

（有）松本組

(1)今村産業（株）
(2)（有）江崎建設
(3)瀬口開発（株）
(4)（株）大洋建設
(5)（株）飛龍建設
(6)（有）久冨組
(7)（株）鍋田組
(8)金子建設（有）
(9)（有）松本組
(10)（有）ユウキ
(11)（有）成清建設
(12)（株）躍進

132 南筑後県 筑後広域公園フィットネス 土木一式工事
土整備事 エリア施設整備工事（３１工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

37,767,400

33,413,600

R1.12.19

瀬口開発（株）

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

16 直方県土
整備事務
所
133 直方県土
整備事務
所

直方幹線（１１工区）下水管 土木一式工事
築造工事

直方市大字知古

65,043,000

57,673,000

R1.12.9

協和建設（株）

小竹直方幹線付帯施設設 土木一式工事
置工事

直方市溝堀１丁目

13,516,800

11,861,300

R1.11.25

（株）宇喜多工業

(1)協和建設（株）
(2)津和野産業（株）（無効）
(3)昌栄建設（株）
(4)（株）英建設
(1)（有）川原工務店（辞退）
(2)尾川
(3)（有）サヤ建設（辞退）
(4)（有）義金建設（無効）
(5)（株）宇喜多工業（ くじ決定）
(6)山正建設（辞退）
(7)（株）プロフィット
(8)（株）倉員建設
(9)（株）比山工建（辞退）

134 京築県土 道路舗装工事（１工区）
整備事務
所

舗装工事

京都郡苅田町大字南原

24,497,000

21,542,400

R1.12.10

（株）ナガイ

135 京築県土 道路舗装工事（２工区）
整備事務
所

舗装工事

京都郡苅田町大字尾倉

13,367,200

11,673,200

R1.12.16

白水建設（有）

(1)白水建設（有）
(2)野田建設工業（株）
(3)（株）福森組
(4)（株）豊秀建設
(5)（株）放作
(6)（株）ナガイ（ くじ決定）
(7)（有）吉村組
(1)白水建設（有）（ くじ決定）
(2)野田建設工業（株）
(3)（株）福森組
(4)（株）豊秀建設
(5)（株）放作（無効）
(6)（株）ナガイ（無効）
(7)（有）西座建設
(8)藤建建設（株）
(9)（株）北翁（辞退）
(10)（有）繁永建設工業
(11)（株）大幸（無効）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)
(1)（有）柏木電気商会
(2)（資）中野電気商会
(3)（有）西電工業
(4)（有）岩崎電気
(5)（株）しげもり
(6)（株）下畑電設工業
(7)よしはらエンジニアリング（株）
(1)（株）瀬口組（辞退）
(2)（有）大平建設
(3)廣崎組
(4)拓伸建設（株）
(5)（有）横川工務店
(6)（株）田口組（ くじ決定）
(7)（有）光栄建設（無効）
(8)（有）麻野鉄工建設興業（辞退）
(9)園田建設（株）
(10)（株）和才建設

136 京築県土 県道山内吉富線 分電盤
整備事務 設置工事
所

電気工事

築上郡吉富町大字楡生

3,104,200

2,788,500

R1.11.12

よしはらエンジニアリ
ング（株）

137 京築県土 県道山内吉富線 歩道景
整備事務 観整備工事（１工区）
所

土木一式工事

築上郡吉富町大字楡生

15,390,100

13,493,700

R1.11.14

（株）田口組

138 京築県土 県道山内吉富線 歩道景
整備事務 観整備工事（２工区）
所

土木一式工事

築上郡吉富町大字今吉

19,798,900

17,397,600

R1.11.15

（有）光栄建設

(1)（株）瀬口組（辞退）
(2)（有）大平建設
(3)廣崎組
(4)拓伸建設（株）
(5)（有）横川工務店
(6)（株）田口組
(7)（有）光栄建設（ くじ決定）
(8)（有）麻野鉄工建設興業（辞退）
(9)（株）和才建設

139 京築県土 県道山内吉富線 分電盤
整備事務 設置工事（２工区）
所

電気工事

築上郡吉富町大字今吉

3,104,200

2,860,000

R1.12.27

（株）下畑電設工業

140 八女県土 筑後広域公園トイレ復旧
整備事務 （１工区）工事
所

管工事

筑後市大字津島

26,396,700

24,284,700

R1.12.6

三洲建設（株）

(1)（有）柏木電気商会
(2)（資）中野電気商会
(3)（有）西電工業
(4)（有）岩崎電気
(5)（株）しげもり
(6)（株）下畑電設工業
(7)よしはらエンジニアリング（株）
(1)三洲建設（株）
(2)（株）牟田商会（無効）
(3)（有）橋村住設（辞退）
(4)川口ガス住設（辞退）
(5)徳永設備
(6)（有）城崎設備工業
(7)（有）角屋（無効）
(8)（有）牛嶋住興（無効）
(9)（株）吉田ボーリング工業

141 八女県土 筑後広域公園トイレ復旧
整備事務 （２工区）工事
所

管工事

筑後市大字津島

4,986,300

4,713,500

R1.12.6

中村住宅設備

142 八女県土 筑後広域公園（体験エリ
整備事務 ア）植栽（３０工区）工事
所

造園工事

筑後市大字津島

7,957,400

7,645,000

R1.12.4

（株）北原造園土木

143 八女県土 筑後広域公園（体験エリ
整備事務 ア）遊具設置工事
所

土木一式工事

筑後市大字津島

4,533,100

4,279,000

R1.11.8

（株）下川土木

福津市中央３丁目

4,118,400

3,548,600

R1.11.26

（株）島田電設

144 北九州県 （都）福間駅前線外１線 道 電気工事
土整備事 路照明設置工事（２工区）
務所

(1)（有）山内施設工業（無効）
(2)（有）井手プロパン商会（無効）
(3)川口ガス住設（辞退）
(4)徳永設備
(5)（有）城崎設備工業
(6)（有）牛嶋住興（無効）
(7)中村住宅設備
(8)（株）五醍建設
(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)（株）北原造園土木
(1)（株）下川土木
(2)田島建設（有）
(3)安永セメント工業（有）
(4)（有）佐藤組
(5)（株）共栄組
(6)（株）深町組
(7)（株）丸欣
(1)（株）サン電工社
(2)（有）木村電設工業（辞退）
(3)（有）光和電設
(4)（株）高砂電業社
(5)（株）野口商会（辞退）
(6)第一電建（株）
(7)（株）島田電設（ くじ決定）

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

26,153,600

23,131,900

R1.12.13

（株）東栄建設

(1)永順産業（株）
(2)清建工業（有）（辞退）
(3)（有）御館建設
(4)（株）東栄建設（ くじ決定）
(5)（有）伸誠
(6)（株）山協工務店（辞退）
(7)ヤナギ建設（株）
(8)（有）三建建設
(9)（株）エース建設（辞退）

7,283,100

6,397,600

R1.11.29

アユミ電業（株）

宗像市三郎丸１丁目

29,136,800

25,759,800

R1.12.23

（株）中野組

(1)（株）島田電気商会
(2)（株）平和電興
(3)アユミ電業（株）（ くじ決定）
(4)（株）平和電業社
(5)北筑電業（株）
(6)（株）新栄（辞退）
(7)（株）福岡電設
(1)（有）田中運輸建設
(2)（株）宗像建設
(3)（株）中野組（ くじ決定）
(4)田中建設（株）
(5)（株）井上組
(6)（株）深田組
(7)（有）深町組（辞退）
(8)ｅデザイン（株）（辞退）
(9)日創開発（株）（辞退）

土木一式工事

北九州市八幡東区八王寺
町

46,281,400

40,788,000

R1.10.23

（株）瀬登

(1)岡本土木（株）（辞退）
(2)広栄工業（株）（辞退）
(3)上田建設工業（株）（無効）
(4)（株）岡部組（辞退）
(5)（株）椛組（辞退）
(6)（株）志道工務店（辞退）
(7)（株）新日建（辞退）
(8)（株）瀬登（ くじ決定）
(9)（株）松原組
(10)（株）トラス（無効）
(11)峰建設（株）（辞退）
(12)（有）平田建設

土木一式工事

北九州市小倉北区井堀４
丁目

26,868,600

23,643,400

R1.12.2

西港建設工業（株）

(1)共和土木（株）（辞退）
(2)総合建設業（株）タルミ（辞退）
(3)西港建設工業（株）（ くじ決定）
(4)（有）松本建設工業
(5)山崎建設工業（株）（辞退）
(6)（有）金岩建設（辞退）
(7)（有）協成建設工業
(8)（株）東洋ビルド（辞退）
(9)（株）横市組（辞退）

150 北九州県 遠賀川下流流域下水道人 土木一式工事
土整備事 孔防食工事
務所

中間市蓮花寺３丁目

30,009,100

26,447,300

R1.10.16

（株）山賀

(1)（株）梅村組
(2)（株）園田建設
(3)（有）月守組（辞退）
(4)（有）友興（辞退）
(5)（株）東勢工業（辞退）
(6)（株）川浪建設工業（辞退）
(7)小林建設（株）（辞退）
(8)喜秀建設工業（株）
(9)（株）山賀（ くじ決定）
(10)山興建設（有）（辞退）
(11)中村建設（有）（無効）
(12)（有）中島設備

151 北九州県 遠賀川下流流域下水道管 管工事
土整備事 路施設点検維持工事
務所

中間市大字上底井野

3,927,000

3,630,000

R1.11.19

（有）環境整備セン
ター

152 北九州県 中央公園 松枯れ防除対
土整備事 策工事（１工区）
務所

北九州市小倉北区

7,669,200

6,689,100

R1.11.14

（株）スピナ

(1)管清工業（株）九州営業所（無効）
(2)（株）環境開発（無効）
(3)（株）環境施設（辞退）
(4)（有）環境整備センター
(5)（株）九州事業センター（無効）
(6)（株）エフ・テクノ
(7)（株）テクノユース（無効）
(1)（株）梅田造園土木
(2)（株）九州造園
(3)菅原造園建設（株）
(4)（株）成光社
(5)（株）西日本緑化
(6)（株）門司造園
(7)八幡緑化建設（株）
(8)（株）スピナ（ くじ決定）

145 北九州県 （都）芦屋水巻中間線道路 土木一式工事
土整備事 改良工事
務所

遠賀郡水巻町頃末南２丁
目

146 北九州県 （都）福間駅松原線道路照 電気工事
土整備事 明設置工事
務所

福津市中央６丁目

147 北九州県 （都）宗像福間線赤間工区 土木一式工事
土整備事 道路改良工事
務所

148 北九州県 中央公園 旧橋撤去工事
土整備事
務所

149 北九州県 中央公園 野球場バック
土整備事 ネット更新工事
務所

造園工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
番
号

事務所名

工

事

名

153 北九州県 中央公園 松枯れ防除対
土整備事 策工事（２工区）
務所

工事の種類

造園工事

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)
(1)（株）梅田造園土木
(2)（株）九州造園
(3)菅原造園建設（株）
(4)（株）成光社（ くじ決定）
(5)（株）西日本緑化
(6)（株）門司造園
(7)八幡緑化建設（株）
(8)（株）スピナ（無効）
(1)高つ産業（株）（無効）
(2)（有）挾間建設（ くじ決定）
(3)財銀土木
(4)（有）ヤマショウ（辞退）
(5)（有）吉永組（辞退）
(6)（有）文川工業
(7)（株）水清（辞退）
(1)興和道路（株）
(2)三秀舗道（株）
(3)（株）永和建設
(4)（株）大熊（ くじ決定）
(5)（有）明豊舗道
(6)（有）シティ道路
(7)（株）ＩＣＭエンジニアリング
(1)（株）和幸産業
(2)（有）光友開発
(3)（有）タナカ安全設備（ くじ決定）
(4)安永工業
(5)（株）パスター
(6)（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ
(7)（株）雄建
(1)（株）シンワロード
(2)（株）和幸産業
(3)（有）タナカ安全設備
(4)（株）ダイシ
(5)（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ
(6)大東産業（株）
(7)日本エスエム（株）
(1)ミカドコーポレーション（株）
(2)（株）日本パーカーライジング広島工場九州
(3)（株）山文
(4)（株）シンワロード
(5)東洋興産（株）（ くじ決定）
(6)（株）フクモト
(7)安全工業（株）
(8)（株）九州標識
(1)（株）山文
(2)（株）シンワロード
(3)（株）和幸産業（ くじ決定）
(4)（株）フクモト
(5)（有）光友開発
(6)（有）タナカ安全設備
(7)安永工業
(8)（株）パスター
(9)（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ

北九州市小倉北区

6,505,400

5,668,300

R1.11.14

（株）成光社

154 田川県土 中央団地川宮線道路改良 土木一式工事
整備事務 工事（１工区）
所

田川市大字奈良

3,689,400

3,230,700

R1.10.15

（有）挾間建設

155 飯塚県土 筑豊緑地運動施設更新工 舗装工事
整備事務 事（１工区）
所

飯塚市鹿毛馬

8,855,000

7,747,300

R1.12.10

（株）大熊

156 飯塚県土 筑豊緑地運動施設更新工 とび・土工・コンクリート工
整備事務 事（２工区）
事
所

飯塚市仁保

3,847,800

3,353,900

R1.12.4

（有）タナカ安全設備

157 飯塚県土 （都）鯰田中線 交通安全
整備事務 施設整備工事
所

とび・土工・コンクリート工
事

飯塚市鯰田

7,733,000

7,315,000

R1.10.24

（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ

158 飯塚県土 （都）鯰田中線 標識設置
整備事務 工事（７工区）
所

とび・土工・コンクリート工
事

飯塚市幸袋

5,028,100

4,401,100

R1.10.30

東洋興産（株）

159 飯塚県土 都市計画道路鯰田中線
とび・土工・コンクリート工
整備事務 交通安全施設整備工事（２ 事
所
工区）

飯塚市幸袋

10,982,400

9,559,000

R1.11.8

（株）和幸産業

160 那珂県土 現人橋乙金線 道路舗装
整備事務 工事
所

舗装工事

那珂川市仲３丁目

10,299,300

9,779,000

R1.12.11

筑前道路工業（株）

(1)（株）キユウレキ
(2)（株）山協道路
(3)筑前道路工業（株）
(4)（株）那珂舗装
(5)萩尾舗道（株）
(6)ミナミ舗装（株）
(7)進誠工業（株）
(8)的野建設工業（株）
(9)（株）福岡重機センター
(10)浅治建設（株）

161 那珂県土 春日公園園路舗装改修工 舗装工事
整備事務 事
所

春日市原町３丁目

8,239,000

7,810,000

R1.12.18

的野建設工業（株）

(1)（株）山協道路
(2)筑前道路工業（株）
(3)平嶋舗装工業（株）
(4)堀田建設工業（株）
(5)ミナミ舗装（株）
(6)進誠工業（株）
(7)的野建設工業（株）
(8)（株）福岡重機センター
(9)（株）南協

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

162 那珂県土 春日公園テニスコート人工 土木一式工事
整備事務 芝改修工事
所

春日市原町３丁目

42,896,700

40,322,700

R1.10.1

岩戸建設（株）

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

163 那珂県土 春日公園野球場照明改修 電気工事
整備事務 工事（１工区）
所

春日市原町３丁目

13,327,600

11,717,200

R1.10.1

三交電気工事（株）

(1)三交電気工事（株）（ くじ決定）
(2)アユミ電業（株）
(3)内田電工（株）
(4)（株）木村電気工事店
(5)（株）関屋電設
(6)第一電建（株）
(7)（有）太宰府電工
(8)（株）浜田
(9)大洋電気（株）

164 那珂県土 春日公園野球場照明改修 電気工事
整備事務 工事（３工区）
所

春日市原町３丁目

12,342,000

10,843,800

R1.10.3

（株）関屋電設

(1)三交電気工事（株）（無効）
(2)アユミ電業（株）
(3)内田電工（株）
(4)（株）木村電気工事店（無効）
(5)（株）関屋電設（ くじ決定）
(6)第一電建（株）
(7)（有）太宰府電工
(8)甲斐電気工事（株）
(9)（株）浜田
(10)大洋電気（株）
(11)（株）さがでん

165 那珂県土 春日公園野球場照明改修 電気工事
整備事務 工事（４工区）
所

春日市原町３丁目

12,342,000

10,843,800

R1.10.3

アユミ電業（株）

(1)三交電気工事（株）（無効）
(2)アユミ電業（株）（ くじ決定）
(3)内田電工（株）
(4)（株）木村電気工事店（無効）
(5)（株）関屋電設（無効）
(6)第一電建（株）
(7)（有）太宰府電工
(8)甲斐電気工事（株）
(9)（株）浜田
(10)大洋電気（株）
(11)ナガノ電気（株）
(12)（株）さがでん

17 流域下水 御笠川那珂川流域下水道
道事務所 事業沈砂池沈砂しさ搬出
機械設備更新工事
18 流域下水 御笠川那珂川流域下水道
道事務所 事業脱水ケーキピット圧送
電気設備更新工事
19 流域下水 御笠川那珂川流域下水道
道事務所 事業汚泥溶融炉設備撤去
20 流域下水 多々良川流域下水道事業
道事務所 汚水ポンプ電気設備更新
21 流域下水 御笠川那珂川流域下水道
道事務所 事業水処理３－４系列最初
沈殿池機械設備更新工事

機械器具設置工事

福岡市博多区

485,265,000

485,100,000

R1.10.17

（株）日立製作所九州
支社

(1)（株）日立製作所九州支社

電気工事

福岡市博多区那珂４丁目

176,671,000

174,900,000

R1.10.17

三菱電機（株）九州支
社

(1)三菱電機（株）九州支社

機械器具設置工事

福岡市博多区那珂４丁目

497,086,700

497,079,000

R1.10.17

（株）クボタ九州支社

(1)（株）クボタ九州支社

電気工事

糟屋郡粕屋町

209,635,800

209,000,000

R1.10.31

(1)（株）日立製作所九州支社

機械器具設置工事

福岡市博多区

181,780,500

164,729,400

R1.11.15

（株）日立製作所九州
支社
（株）菅原

福岡市博多区那珂４丁目

392,901,300

385,000,000

R1.11.13

メタウォーター（株）九
州営業部

福岡市博多区那珂４丁目

295,966,000

268,204,200

R1.11.18

（株）日立製作所九州
支社

22 流域下水 御笠川那珂川流域下水道 機械器具設置工事
道事務所 事業水処理３－４系列反応
槽機械設備更新工事
23 流域下水 御笠川那珂川流域下水道 機械器具設置工事
道事務所 事業水処理３－４系列最終
沈殿池機械設備更新工事

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

(1)（株）菅原
(2)（株）ミゾタ福岡支店
(3)（株）日立製作所九州支社
(4)住友重機械エンバイロメント（株）福岡支店

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１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)

24 流域下水 御笠川那珂川流域下水道 電気工事
道事務所 事業沈砂池沈砂しさ搬出
電気設備更新工事
25 流域下水 遠賀川下流流域下水道事 機械器具設置工事
道事務所 業水処理５系列最初沈殿
池機械設備工事

福岡市博多区那珂４丁目

454,113,000

453,200,000

R1.11.18

（株）日立製作所九州
支社

(1)（株）日立製作所九州支社

中間市大字中底井野

168,333,000

151,002,500

R1.12.10

クボタ環境サービス
（株）九州支店

26 流域下水 遠賀川下流流域下水道事 機械器具設置工事
道事務所 業水処理５系列反応槽機
械設備工事
27 流域下水 遠賀川下流流域下水道事 機械器具設置工事
道事務所 業水処理５系列最終沈殿
池機械設備工事

中間市大字中底井野

183,113,700

183,113,700

R1.12.6

（株）クボタ九州支社

中間市大字中底井野

196,774,600

178,139,500

R1.12.9

（株）日立製作所九州
支社

28 流域下水 御笠川那珂川流域下水道
道事務所 事業水処理３－４系列電気
設備更新工事
29 流域下水 遠賀川下流流域下水道事
道事務所 業水処理５系列電気設備
30 流域下水 宝満川流域下水道事業機
道事務所 械濃縮機Ｎｏ．２電気設備
更新工事
31 流域下水 御笠川那珂川流域下水道
道事務所 事業自家発電機Ｎｏ．２設
備更新工事
32 流域下水 宝満川流域下水道事業機
道事務所 械濃縮棟Ｎｏ．２機械設備
更新工事
166 流域下水 横隈幹線管渠改築（１工
道事務所 区）工事

電気工事

福岡市博多区那珂４丁目

317,517,200

316,800,000

R1.12.12

（株）日立製作所九州
支社

(1)（株）菅原（辞退）
(2)（株）ミゾタ福岡支店
(3)クボタ環境サービス（株）九州支店
(4)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）（辞退）
(5)住友重機械エンバイロメント（株）福岡支店（辞退）
(6)（株）ケイ・イー・エス
(1)（株）クボタ九州支社
(2)（株）ミゾタ福岡支店（辞退）
(3)（株）日立製作所九州支社（無効）
(4)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）（辞退）
(1)（株）菅原
(2)（株）クボタ九州支社
(3)（株）ミゾタ福岡支店
(4)（株）日立製作所九州支社（くじ決定）
(5)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）（辞退）
(6)住友重機械エンバイロメント（株）福岡支店
(1)（株）日立製作所九州支社

電気工事

中間市大字中底井野

420,303,400

418,000,000

R1.12.10

（株）安川電機

(1)（株）安川電機

電気工事

小郡市津古

136,781,700

135,300,000

R1.12.17

東芝インフラシステム
ズ（株）九州支社

(1)東芝インフラシステムズ（株）九州支社

電気工事

福岡市博多区那珂４丁目

477,588,100

476,300,000

R1.12.17

（株）安川電機

(1)（株）安川電機

機械器具設置工事

小郡市津古

122,883,200

122,100,000

R1.12.19

月島機械（株）福岡支
店

(1)月島機械（株）福岡支店

土木一式工事

小郡市津古

18,887,000

18,480,000

R1.10.1

森田建設（株）

(1)サンエス工業（株）（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)森田建設（株）
(4)（株）佐々木組
(5)重松建設（株）
(6)（株）サクラ技建
(7)森山建設（株）
(8)田中総業（株）
(9)米倉組（辞退）

167 流域下水 夜須幹線管渠築造（２工
道事務所 区）工事

土木一式工事

筑紫野市大字諸田

20,412,700

19,998,000

R1.12.16

（株）野崎組

福岡市博多区那珂４丁目

20,433,600

19,800,000

R1.11.11

（株）伸和

(1)大晃産業（株）（辞退）
(2)（株）野口土木（辞退）
(3)（株）矢ヶ部開発（辞退）
(4)（株）田中組
(5)亜地亜産業（有）（辞退）
(6)成信建設（株）（辞退）
(7)（有）嘉起嶋土木工業（辞退）
(8)（株）野崎組
(1)アビル工業（株）
(2)小倉建設（株）（辞退）
(3)（株）武末建設工業（辞退）
(4)（株）筑紫野建設（辞退）
(5)山近工業（株）
(6)（株）吉山建設
(7)（株）龍建設工業
(8)（株）田中正（辞退）
(9)（株）伸和

168 流域下水 水処理３－４系列反応槽継 土木一式工事
道事務所 手耐震補強工事

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
番
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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)

169 流域下水 水処理３－４系列最終沈殿 土木一式工事
道事務所 池継手耐震補強工事

福岡市博多区那珂４丁目

12,862,300

12,474,000

R1.11.11

（有）石場建設

(1)三和基礎（株）（辞退）
(2)（株）武末建設工業（辞退）
(3)（株）筑紫野建設（辞退）
(4)（有）宮原商店
(5)（株）田中正（辞退）
(6)（株）伸和（無効）
(7)（有）石場建設
(8)（有）斉藤建設（辞退）
(9)（有）松永技建（辞退）
(10)（有）長谷建設（辞退）

170 流域下水 横隈幹線管渠築造（１工
道事務所 区）工事

土木一式工事

小郡市横隈

22,364,100

21,835,000

R1.12.24

（株）佐々木組

(1)サンエス工業（株）
(2)森田建設（株）
(3)（株）佐々木組
(4)重松建設（株）
(5)佐久間建設（株）
(6)（株）サクラ技建
(7)森山建設（株）
(8)（株）みい舗道
(9)米倉組（辞退）

171 流域下水 横隈幹線管渠築造（２工
道事務所 区）工事

土木一式工事

小郡市横隈

17,469,100

17,050,000

R1.12.25

重松建設（株）

(1)サンエス工業（株）
(2)野瀬組（辞退）
(3)森田建設（株）
(4)重松建設（株）
(5)佐久間建設（株）
(6)（株）サクラ技建
(7)森山建設（株）
(8)（株）みい舗道
(9)田中総業（株）（辞退）
(10)米倉組（辞退）

172 流域下水 横隈幹線管渠改築（２工
道事務所 区）工事

土木一式工事

小郡市津古

49,113,900

43,380,700

R1.12.27

森田建設（株）

(1)サンエス工業（株）（辞退）
(2)南筑土建（株）（辞退）
(3)（株）福田組
(4)森田建設（株）
(5)（株）佐々木組
(6)（有）飯田建設
(7)（株）田中建設（辞退）
(8)重松建設（株）
(9)佐久間建設（株）
(10)（株）サクラ技建（辞退）
(11)森山建設（株）
(12)（株）みい舗道

173 流域下水 矢部川浄化センター場内
道事務所 整備工事

土木一式工事

筑後市大字島田

4,936,800

4,675,000

R1.12.16

（株）丸欣

174 流域下水 福童浄化センター場内整
道事務所 備工事

土木一式工事

小郡市福童

14,419,900

14,080,000

R1.10.7

（株）みい舗道

(1)（株）下川土木
(2)田島建設（有）（辞退）
(3)安永セメント工業（有）
(4)（有）佐藤組
(5)（株）共栄組
(6)（株）深町組（辞退）
(7)（株）丸欣
(1)サンエス工業（株）（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)（株）佐々木組
(4)重松建設（株）
(5)佐久間建設（株）
(6)（株）サクラ技建
(7)（株）みい舗道
(8)田中総業（株）（無効）
(9)米倉組（辞退）

175 流域下水 福童浄化センター場内植
道事務所 栽工事（１工区）

造園工事

小郡市福童

15,845,500

15,510,000

R1.12.19

池内園芸

176 流域下水 福童浄化センター場内植
道事務所 栽工事（２工区）

造園工事

小郡市福童

9,979,200

9,757,000

R1.12.20

緑地建設庭真

(1)椛島植木
(2)佐藤造園
(3)（有）隠塚庭園
(4)妙華園
(5)池内園芸
(6)（有）伴緑翠園
(7)（株）彩園
(8)緑地建設庭真
(1)椛島植木
(2)佐藤造園
(3)（有）隠塚庭園
(4)妙華園
(5)池内園芸（無効）
(6)（有）伴緑翠園
(7)（株）彩園
(8)緑地建設庭真

備

考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：建築都市部）
番
号

事務所名

工

事

名

177 流域下水 宝満川上流浄化センター
道事務所 場内整備工事

工事の種類

土木一式工事

工 事
箇 所

筑紫野市大字諸田

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)

9,499,600

8,334,700

R1.10.15

（株）野崎組

入札業者名
(見積参加業者名)
(1)大晃産業（株）
(2)（株）矢ヶ部開発（辞退）
(3)（株）田中組（辞退）
(4)亜地亜産業（有）
(5)成信建設（株）
(6)（有）嘉起嶋土木工業
(7)（株）野崎組（ くじ決定）
(1)（株）菅原（辞退）
(2)（株）酉島製作所九州支店
(3)前澤工業（株）九州支店
(4)（株）クボタ九州支社（辞退）
(5)（株）荏原製作所九州支社（辞退）
(6)（株）電業社機械製作所九州支店（辞退）
(7)（株）神鋼環境ソリューション九州支社（辞退）
(8)新明和工業（株）流体事業部営業本部九州支（辞退）
(9)（株）タクマ九州支店（辞退）
(10)（株）三井三池製作所福岡支店（辞退）
(11)（株）鶴見製作所九州支店（辞退）
(12)（株）ケイ・イー・エス（辞退）

178 流域下水 Ｎｏ．４主ポンプ機械設備工 機械器具設置工事
道事務所 事

中間市大字中底井野

47,538,700

43,467,600

R1.12.3

（株）酉島製作所九州
支店

179 流域下水 沈砂池ポンプ棟電気室改
道事務所 修外工事

福岡市博多区那珂４丁目

31,198,200

28,173,200

R1.11.7

ケイオーコーポレー
ション（有）

(1)宮嶋建設工業（株）（辞退）
(2)（有）須和建設（辞退）
(3)青南建設（株）（辞退）
(4)（有）松屋工務店（辞退）
(5)（有）丸野工務店
(6)スペース・ワーク（株）
(7)リニューアル福岡（同）（辞退）
(8)ケイオーコーポレーション（有）（ くじ決定）
(9)（株）エム・アール・イー（辞退）
(10)（株）アラツホーム（辞退）
(11)（株）共栄（辞退）
(12)徳田建設（株）

筑後市大字島田

14,916,000

14,905,000

R1.10.1

(1)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）（見積決定）

筑後市大字島田

29,928,800

29,700,000

R1.10.24

鎌田バイオ・エンジニ
アリング（株）
東芝インフラシステム
ズ（株）九州支社

194 流域下水
道事務所
195 流域下水
道事務所

建築一式工事

脱水機棟薬注機械設備増 機械器具設置工事
設工事
脱水機棟薬注電気設備増 電気工事
設工事

(1)東芝インフラシステムズ（株）九州支社（見積決定）

備

考

