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：企業局）
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

企業局管 久留米・うきは工業用地公 土木一式工事
理課
園整備工事（１工区）

久留米市田主丸町鷹取

15,898,300

15,180,000

R1.11.26

（株）角養翠園

(1)(株)高木新昭園
(2)(株)角養翠園
(3)宮崎造園(株)
(4)藤山庭園
(5)(株)執行茂寿園
(6)(有)ふじた造園
(7)(株)久留米庭苑
(8)(株)高嶋造園
(9)(株)髙木ガーデン

2

企業局管 久留米・うきは工業用地公 土木一式工事
理課
園整備工事（２工区）

久留米市田主丸町鷹取

13,103,200

12,639,000

R1.11.25

（株）久留米庭苑

(1)(株)高木新昭園
(2)(株)角養翠園（無効）
(3)宮崎造園(株)
(4)森造園業
(5)(株)執行茂寿園
(6)(有)ふじた造園
(7)(株)久留米庭苑
(8)(有)島添産業
(9)(株)高嶋造園
(10)中村造園（辞退）

3

企業局管 久留米・うきは工業用地公 土木一式工事
理課
園整備工事（３工区）

久留米市田主丸町鷹取

15,566,100

14,905,000

R1.11.25

（株）髙木ガーデン

(1)(有)寿楽園
(2)(有)緑建システム（無効）
(3)藤山庭園
(4)(有)秋永園芸（辞退）
(5)中村桂園
(6)(有)島添産業
(7)(株)髙木ガーデン
(8)(有)滝川緑化建設
(9)(有)馬場大成園（辞退）
(10)宮崎環境緑地（無効）

4

企業局管 久留米・うきは工業用地公 土木一式工事
理課
園整備工事（４工区）

久留米市田主丸町鷹取

12,573,000

11,034,100

R1.11.26

内山緑地建設（株）

(1)(有)寿楽園
(2)(有)成寿園（辞退）
(3)(有)緑建システム（無効）
(4)(株)万代園（辞退）
(5)(有)秋永園芸（辞退）
(6)中村桂園（辞退）
(7)(有)滝川緑化建設
(8)(有)田主丸緑地建設
(9)(有)橋本緑園（辞退）
(10)(株)タカヤマ（無効）
(11)内山緑地建設（株）

5

企業局管 久留米・うきは工業用地公 土木一式工事
理課
園整備工事（５工区）

久留米市田主丸町鷹取

15,593,600

13,700,500

R1.11.26

（株）タカヤマ

(1)(有)成寿園（辞退）
(2)森造園業
(3)(株)万代園（辞退）
(4)(有)田主丸緑地建設
(5)(有)橋本緑園（辞退）
(6)(株)タカヤマ
(7)中村造園（辞退）
(8)(株)萩尾植樹園（辞退）
(9)内山緑地建設（株）

6

企業局管 鞍手・宮田工業用水道事 土木一式工事
理課
業(鞍手)五楽線Φ350配水
管敷設替(2工区)工事

中間市中底井野

47,883,000

42,783,400

R1.10.29

山一建設(株)

(1)(株)黒瀬建設（無効）
(2)(株)末岡工務店（辞退）
(3)(株)園田建設（辞退）
(4)(株)東勢工業（辞退）
(5)永野建設工業(株)（辞退）
(6)(株)川浪建設工業（辞退）
(7)山一建設(株)
(8)小林建設(株)（辞退）
(9)藤木建設(株)（辞退）
(10)喜秀建設工業(株)
(11)北辰建設(株)（辞退）
(12)(株)ｴｲｺｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（辞退）

7

企業局苅 浄水施設中央監視機能増 電気工事
田事務所 設工事
企業局苅 接合井耐震補強工事
とび・土工・コンクリート
田事務所

京都郡苅田町大字二崎
58-15外2箇所
京都郡苅田町新津１丁目

93,500,000

90,200,000

R1.10.30

富士古河E&C

(1)富士古河E&C

24,251,700

21,417,000

R1.10.10

㈱マルヨシ

(1)エスイーリペア㈱（辞退）
(2)ボンドエンジニアリング㈱ 福岡支店（辞退）
(3)ＳＭＣシビルテクノス㈱ 九州支店（辞退）
(4)㈱メンテック（辞退）
(5)九州化工建設㈱（辞退）
(6)㈱ケイテック 福岡本店
(7)㈱ニューテック康和 九州支店
(8)ホゼン㈱
(9)㈱マルヨシ

8

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：企業局）
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）

京都郡苅田町大字二崎５８
－１５

11,396,000

10,288,300

R1.10.31

三和産業㈱

(1)㈱荏原製作所 九州支社（辞退）
(2)㈱ケイ・イー・エス
(3)蔵田工業㈱（辞退）
(4)㈱ドーワテクノス
(5)太新工業㈱
(6)末松九機㈱
(7)三和産業㈱（くじ決定）
(8)㈱猪熊工業所
(9)宮西設備㈱

10 企業局苅 浄水施設場内整備電気設 電気工事
田事務所 備工事

京都郡苅田町大字二崎

49,832,200

48,950,000

R1.11.20

㈱エ-ス・ウォ-タ-

(1)㈱平和電興
(2)㈱福岡電設
(3)㈱秀電社
(4)千代田興産㈱（辞退）
(5)末松九機㈱（辞退）
(6)㈱ド-ワテクノス
(7)健和電気㈱（辞退）
(8)㈱エ-ス・ウォ-タ(9)㈲松田工業（辞退）
(10)㈱サン電機工業
(11)三勝電機㈱（辞退）
(12)アイム電機工業㈱

11 企業局苅 沈殿池流入ゲート等設置
田事務所 工事

機械器具設置工事

京都郡苅田町大字二崎

48,950,000

43,234,400

R1.10.18

㈱ケイ・イー・エス

(1)三菱化工機㈱ 九州支店（辞退）
(2)鎌田バイオ・エンジニアリング㈱（辞退）
(3)前澤工業㈱ 九州支店（辞退）
(4)㈱ミゾタ 福岡支店
(5)理水化学㈱ 福岡支店
(6)㈱ケイ・イー・エス（くじ決定）
(7)大同機工㈱ 福岡営業所
(8)㈱ウォーターテック 西日本支店
(9)日東河川工業㈱ 九州営業所（辞退）
(10)㈱ドーワテクノス
(11)エスエスエンジニア㈱
(12)直方工業㈱

12 企業局苅 沈殿池集水トラフ等設置工 機械器具設置工事
田事務所 事

京都郡苅田町大字二崎

38,500,000

34,393,700

R1.10.15

㈱ウォーターテック
西日本支店

(1)日立造船㈱ 九州支社（辞退）
(2)㈱クボタ 九州支社（辞退）
(3)月島機械㈱ 福岡支店（辞退）
(4)メタウォーター㈱ 九州営業部（辞退）
(5)㈱神鋼環境ソリューション 九州支社（辞退）
(6)鎌田バイオ・エンジニアリング㈱（辞退）
(7)前澤工業㈱ 九州支店（辞退）
(8)㈱ミゾタ 福岡支店（辞退）
(9)水道機工㈱ 九州支店（辞退）
(10)理水化学㈱ 福岡支店
(11)㈱ウォーターテック 西日本支店（くじ決定）
(12)日東河川工業㈱ 九州営業所（辞退）
(13)山田工業㈱ 福岡支店（辞退）

13 企業局苅 新松山工業配水管バイパ 土木一式工事
田事務所 ス工事（６-１工区）

京都郡苅田町幸町地内

34,653,300

31,003,500

R1.11.7

㈱森若商会

(1)村上海事㈱
(2)塩塚建設㈱
(3)三原グループ㈱
(4)㈱マツモト
(5)㈱河本商事
(6)㈲石川建設
(7)㈱和樹
(8)㈱石田組
(9)㈱森若商会（くじ決定）
(10)㈱森若工務店
(11)大竹工業㈱
(12)㈲古井設備

14 企業局苅 浄水施設場内整備機械設 機械器具設置工事
田事務所 備工事

京都郡苅田町大字二崎５８
－１５

45,676,400

41,391,900

R1.11.1

宮西設備㈱

(1)㈱ミゾタ 福岡支店（辞退）
(2)理水化学㈱ 福岡支店
(3)大同機工㈱ 福岡営業所（辞退）
(4)㈱ウォーターテック 西日本支店
(5)㈱ドーワテクノス（辞退）
(6)㈱ホクエイ（辞退）
(7)㈱ケイ・エスクラフト工業
(8)日鉄物流八幡㈱（辞退）
(9)スガハラテクノ㈱（辞退）
(10)大管工業㈱（辞退）
(11)㈱ミカサ（辞退）
(12)宮西設備㈱（くじ決定）

9

企業局苅 導水ポンプ設備点検・分解 機械器具設置工事
田事務所 整備・機器取替工事

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：企業局）
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15 矢部川発 木屋発電所空調設備更新 管工事
電事務所 工事

八女市黒木町北木屋

5,330,600

4,779,500

R1.12.23

有限会社
日の出商会

(1)（有）ヤマト
(2)ＥＭ田中
(3)（有）スミ設備工業
(4)（株）高田電気（入札無効）
(5)（有）日の出商会（くじ決定）

16 矢部川発 発電機制御盤改修工事
電事務所

八女市黒木町北大渕、北
木屋

4,778,400

4,708,000

R1.10.29

株式会社
明電舎

(1)富士電機（株）（辞退）
(2)千代田興産（株）
(3)東芝ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱（辞退）
(4)（株）明電舎
(6)（株）上野製作所

八女市黒木町北木屋

5,043,500

4,513,300

R1.12.25

株式会社
八田工務店

(1)平成建設（株）（辞退）
(2)（有）丸の内建設
(3)（株）八田工務店（くじ決定）
(4)（有）サンモリ（無効）
(5)（株）ロイヤル住建（辞退）

電気工事

17 矢部川発 木屋発電所１階レイアウト 建築工事
電事務所 改築工事

備 考

