所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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 令和元年度事業 福岡県 管工事
総務課
公営住宅 壱岐団地第２工
区機械設備工事

福岡市西区壱岐団地

109,529,200

99,859,100

R2.4.24

（株）千代田工業所

（1）（株）西陵設備（無効）
（2）（株）千代田工業所
（3）（株）中原工務店

2

建築都市 令和元年度事業 福岡県 管工事
総務課
公営住宅 壱岐団地第３工
区機械設備工事

福岡市西区壱岐団地

144,082,400

131,672,200

R2.4.24

（株）西陵設備

（1）（株）中原工務店（辞退）
（2）（株）千代田工業所（辞退）
（3）（株）西陵設備

3

建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅壱岐団地第１工区
電気設備工事

福岡市西区壱岐団地

88,129,800

80,630,000

R2.4.27

アルプス工業（株）

（1）（株）サン電工社（辞退）
（2）親栄電業（株）（辞退）
（3）野上電気（株）（辞退）
（4）第一電建（株）（辞退）
（5）（株）福東電設（無効）
（6）光栄電工（株）（辞退）
（7）藤榮電氣工事（株）（辞退）
（8）アルプス工業（株）
（9）三和電気工事（株）

4

建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅壱岐団地第２工区
電気設備工事

福岡市西区壱岐団地

101,238,500

92,208,600

R2.4.27

第一電建（株）

（1）（株）サン電工社（辞退）
（2）親栄電業（株）（辞退）
（3）（株）福東電設
（4）アルプス工業（株）
（5）第一電建（株）
（6）（株）電友社
（7）藤榮電氣工事（株）

5

建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅壱岐団地第３工区
電気設備工事

福岡市西区壱岐団地

93,767,300

85,990,300

R2.4.27

（株）福東電設

（1）（株）サン電工社（辞退）
（2）光栄電工（株）（辞退）
（3）親栄電業（株）（辞退）
（4）第一電建（株）（辞退）
（5）藤榮電氣工事（株）（辞退）
（6）アルプス工業（株）
（7）（株）福東電設

6

建築都市 令和元年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅中鶴団地第６工区
機械設備工事

中間市中鶴２丁目

70,913,700

64,395,100

R2.4.28

日田建工（株）

（1）（株）葵設備工業（辞退）
（2）（株）瀬登（無効）
（3）山和（株）
（4）日田建工（株）
（5）（株）福田工務店
（6）（株）高野工務店
（7）（有）むらた水工
（8）西本建設工業（株）

7

建築都市 令和元年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅中鶴団地第７工区
機械設備工事

中間市中鶴２丁目

71,131,500

64,595,300

R2.4.28

（株）瀬登

（1）（株）葵設備工業（辞退）
（2）日田建工（株）
（3）（株）瀬登
（4）（株）福田工務店
（5）西本建設工業（株）
（6）山和（株）
（7）（株）高野工務店
（8）（有）むらた水工

8

建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅中鶴団地第６工区
電気設備工事

中間市中鶴２丁目

74,672,400

67,727,000

R2.4.30

（株）新栄

（1）（有）今吉電設（辞退）
（2）（株）きたせつ（辞退）
（3）（株）フクデン
（4）（有）大幸電気
（5）（株）平和電業社
（6）（株）新栄
（7）（株）ふちわき

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅中鶴団地第７工区
電気設備工事

中間市中鶴２丁目

74,388,600

67,464,100

R2.4.30

（株）平和電業社

（1）（有）今吉電設（辞退）
（2）（株）きたせつ（辞退）
（3）（株）ふちわき（辞退）
（4）（株）新栄（無効）
（5）（株）フクデン
（6）（有）大幸電気
（7）（株）平和電業社

10 建築都市 筑紫高等学校校地整備（グ 土木一式工事
総務課
ラウンド）工事

筑紫野市大字下見

87,404,900

76,808,600

R2.6.19

タダスエ建設（株）

（1）亜細亜建設工業（株）（辞退）
（2）エトウ建設（株）（辞退）
（3）古賀建設（株）
（4）タダスエ建設（株）
（5）（株）塩月工業
（6）（株）中川組

11 建築都市 八幡高校管理棟大規模改 電気工事
総務課
造他屋内電気設備工事

北九州市八幡東区清田３
丁目

43,256,400

39,521,900

R2.4.15

（有）木村電設工業

（1）（株）ハッセイ（辞退）
（2）（株）野口商会（辞退）
（3）（株）菅原（辞退）
（4）（株）あいはら（辞退）
（5）（株）栄城電機（辞退）
（6）北筑電業（株）
（7）（有）木村電設工業（くじ決定）
（8）（株）新栄
（9）（株）平和電業社
（10）（株）ふちわき
（11）（株）ドーワテクノス
（12）帝電設（株）

12 建築都市 玄洋高校第２期便所改修
総務課
電気設備工事

電気工事

福岡市西区

5,424,100

4,834,500

R2.4.15

マツフジ

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

13 建築都市 玄洋高校第２期便所改修
総務課
機械設備工事

管工事

福岡市西区

20,832,900

18,892,500

R2.4.15

エトウ工業（株）

（1）（株）落合設備（辞退）
（2）（有）藤原設備工業（辞退）
（3）（有）古藤冷熱機工（辞退）
（4）ロート・ルーターサービス（株）福岡（無効）
（5）井手設備工業所（辞退）
（6）（株）大研（辞退）
（7）小池住宅産業（株）
（8）（株）イタクラ
（9）エトウ工業（株）（くじ決定）
（10）（株）龍設備工業
（11）（株）秋山工業
（12）（株）高野商店

9,329,100

8,331,400

R2.4.15

（有）栄和建設

（1）（有）押川開発（辞退）
（2）鶴田工業（辞退）
（3）（有）池永建設（辞退）
（4）（有）マルイ産業
（5）（株）丸建
（6）（株）鈴見組
（7）（株）大谷開発
（8）平石建設
（9）（有）栄和建設（くじ決定）
（10）（株）小堤工務店

9

14 建築都市 田川科学技術高校施工実 解体工事業
総務課
習棟解体工事

田川市大字糒

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

15 建築都市 築上西高校特別教室棟改 内装仕上工事
総務課
築黒板工事

築上郡築上町大字椎田

3,052,500

2,770,900

R2.4.16

（有）柴田黒板製作所

（1）（有）セイコーボード（無効）
（2）中原工業（株）
（3）（有）柴田黒板製作所（くじ決定）
（4）（有）あさとも
（5）（株）稗田製作所
（6）（株）ミワ商会
（7）福岡黒板（株）
（8）（有）九州ボード
（9）（有）疋田黒板製作所
（10）（有）大陽工業

16 建築都市 築城特別支援学校教室棟 内装仕上工事
総務課
増築黒板工事

築上郡築上町大字築城

8,748,300

7,951,900

R2.4.16

（有）セイコーボード

（1）（有）柴田黒板製作所
（2）（株）稗田製作所
（3）（有）九州ボード
（4）（有）疋田黒板製作所
（5）（有）あさとも
（6）（有）セイコーボード（くじ決定）
（7）福岡黒板（株）
（8）（株）ミワ商会
（9）中原工業（株）
（10）（有）大陽工業

17 建築都市 香椎高校プール棟解体工 解体工事業
総務課
事

福岡市東区香椎２丁目

34,861,200

31,507,300

R2.4.27

博多港湾建設（株）

（1）（株）橋本組（辞退）
（2）（株）坂本工業（辞退）
（3）共栄産業（株）（辞退）
（4）（株）坂口工業（無効）
（5）（株）マルマサ興業（辞退）
（6）（有）妹尾産業（無効）
（7）（株）大高工務店
（8）ＺーＴＡＫＥ（株）
（9）エス・シー・マテリアル（株）
（10）（株）三和興業
（11）博多港湾建設（株）（くじ決定）
（12）九州ゼット（株）
（13）（株）大東和

18 建築都市 大濠公園便益施設造成（３ 造園工事
総務課
工区）工事

福岡市中央区大濠公園

12,118,700

10,584,200

R2.4.24

（株）横溝豊樹園

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

19 建築都市 少年自然の家「玄海の家」 建築一式工事
総務課
体育館棟耐震改修工事

宗像市神湊

15,721,200

13,997,500

R2.4.27

（株）ジェイ・テック

（1）平島建設（株）（辞退）
（2）（合）安永工務店（辞退）
（3）ヤチヨ住建（有）（辞退）
（4）（株）ジェイ・テック
（5）中ムラ建設（有）
（6）（株）ふじ建設
（7）宮崎本店
（8）（株）ｎｉｃｏ
（9）（有）荒川工務店

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

20 建築都市 北九州高校自転車置場他 解体工事業
総務課
解体工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

8,255,500

7,340,300

R2.6.8

（株）寿陽建設

（1）誠和興業（無効）
（2）（株）大幸組（辞退）
（3）（有）中澄建設
（4）河建工業（株）
（5）（株）金城興業
（6）（有）細川工業
（7）（有）曽我商事
（8）（株）延吉工業
（9）（株）福成
（10）（株）寿陽建設（くじ決定）
（11）坂本興業（無効）

21 建築都市 北九州高校受水槽他機械 管工事
総務課
設備工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

25,919,300

23,573,000

R2.6.8

（有）ユニオン設備工
業

（1）井上冷熱（辞退）
（2）マツキ工務店（有）（辞退）
（3）（株）アスパ（辞退）
（4）北九州日榮実業（株）（辞退）
（5）大和工業（株）（辞退）
（6）（株）キムテック（辞退）
（7）（有）ユニオン設備工業（くじ決定）
（8）（有）ケイ・イー・アール
（9）（有）西工業所
（10）（有）キムラ設備工業

22 建築都市 戸畑工業高校 校地整備
総務課
（駐車場）工事

土木一式工事

北九州市戸畑区丸町３丁
目

49,374,600

43,726,100

R2.6.8

広栄工業（株）

（1）（株）志道工務店（辞退）
（2）（株）横市組（辞退）
（3）山崎建設工業（株）（辞退）
（4）岡本土木（株）（辞退）
（5）（株）北九州興業（辞退）
（6）（有）松本建設工業（辞退）
（7）（株）岡部組（辞退）
（8）（株）ダイコウ技建
（9）広栄工業（株）（くじ決定）
（10）（株）東洋ビルド
（11）花山建設（株）
（12）（株）共伸建設

23 建築都市 玄洋高校第２期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

福岡市西区

17,606,600

15,829,000

R2.6.8

トータルハウス工業
（株）

（1）中尾正工務店（辞退）
（2）（株）鈴建ワークス（辞退）
（3）（株）サン創建（辞退）
（4）衛藤工務店（有）（辞退）
（5）（株）サンエー（辞退）
（6）松浦建設（株）（辞退）
（7）松栄ランテック（株）（辞退）
（8）吉川建築工房（辞退）
（9）トータルハウス工業（株）
（10）（株）西工務店
（11）（有）野村建設
（12）（株）保利建設社
（13）宮本建設

大野城市月の浦３丁目

15,820,200

14,251,600

R2.6.2

（有）須和建設

（1）徳田建設（株）（辞退）
（2）（株）エム・アール・イー（辞退）
（3）（株）アラツホーム（辞退）
（4）（有）タクミホーム（無効）
（5）桜田建設（辞退）
（6）青南建設（株）（辞退）
（7）宮嶋建設工業（株）（辞退）
（8）（有）須和建設
（9）（株）大成工務店

24 建築都市 令和２年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅月の浦団地子育て
支援型個別改善工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

25 建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅中鶴団地第５工区
電気設備工事

中間市中鶴２丁目

35,325,400

31,815,300

R2.6.4

（有）光和電設

（1）大熊電機（株）（辞退）
（2）（有）安部電気商会（辞退）
（3）（株）野口商会（辞退）
（4）（有）西谷電気商会（無効）
（5）（株）ヨシダ電気（辞退）
（6）（有）ビジテック（辞退）
（7）（有）早野電気商会（辞退）
（8）高宮電気商会（辞退）
（9）（株）マツモト（辞退）
（10）スエヒロ電気（辞退）
（11）北筑電業（株）
（12）（有）光和電設（くじ決定）
（13）（有）青木電設

26 建築都市 令和元年度事業福岡県公 電気工事
総務課
営住宅中鶴団地第８工区
電気設備工事

中間市中鶴２丁目

35,349,600

31,836,200

R2.6.5

（有）西谷電気商会

（1）（有）ビジテック（辞退）
（2）（株）ヨシダ電気（辞退）
（3）高宮電気商会（辞退）
（4）（有）早野電気商会（辞退）
（5）（株）ハッセイ（辞退）
（6）スエヒロ電気（辞退）
（7）（株）栄城電機（辞退）
（8）（株）ドーワテクノス（辞退）
（9）（株）あいはら（辞退）
（10）（有）青木電設
（11）（有）西谷電気商会（くじ決定）
（12）（株）ふちわき

27 建築都市 令和元年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅中鶴団地第５工区
機械設備工事

中間市中鶴２丁目

46,753,300

42,365,400

R2.6.9

（株）佐藤商店

（1）（有）佐伯工務店（辞退）
（2）スガハラテクノ（株）（辞退）
（3）（株）木下設備（辞退）
（4）（有）吉田工務店（辞退）
（5）第一設備工業（株）（辞退）
（6）（有）入江設備（辞退）
（7）（有）岡田設備工業（辞退）
（8）（有）むらた水工
（9）（株）村上工務店
（10）中嶋工業
（11）（株）佐藤商店（くじ決定）
（12）（株）福田工務店

28 建築都市 令和元年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅中鶴団地第８工区
機械設備工事

中間市中鶴２丁目

46,753,300

42,365,400

R2.6.8

（株）福田工務店

（1）（有）竹内設備（辞退）
（2）（有）入江設備（辞退）
（3）（有）佐伯工務店（辞退）
（4）（株）敷田水道設備（辞退）
（5）（有）岡田設備工業（辞退）
（6）（有）吉田工務店（辞退）
（7）（株）佐藤商店（無効）
（8）（株）福田工務店（くじ決定）
（9）（株）高野工務店
（10）（有）むらた水工
（11）（株）村上工務店
（12）中嶋工業
（13）西本建設工業（株）

29 建築都市 令和元年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅中鶴団地第５・６工
区ガス工事

中間市中鶴２丁目

43,521,500

39,383,300

R2.6.9

池尻設備工業

（1）松隈産業（有）（辞退）
（2）高松産業（株）（辞退）
（3）飯塚合同ガス（株）（辞退）
（4）（株）泉産業（辞退）
（5）（有）秀建
（6）池尻設備工業（くじ決定）
（7）大内田産業（株）
（8）西日本熱設興業（株）
（9）（株）アイプロ
（10）田川液化石油ガス事業（同）
（11）（株）筑豊アローサービス

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

30 建築都市 令和元年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅中鶴団地第７・８工
区ガス工事

中間市中鶴２丁目

43,521,500

39,383,300

R2.6.9

大内田産業（株）

（1）高松産業（株）（辞退）
（2）（株）泉産業（辞退）
（3）池尻設備工業（無効）
（4）飯塚合同ガス（株）（辞退）
（5）松隈産業（有）（辞退）
（6）（有）秀建
（7）大内田産業（株）（くじ決定）
（8）西日本熱設興業（株）
（9）（株）アイプロ
（10）田川液化石油ガス事業（同）
（11）（株）筑豊アローサービス

31 建築都市 玄界高校管理棟他屋根改 建築一式工事
総務課
修他工事

古賀市舞の里３丁目

40,757,200

36,946,800

R2.6.5

宮崎本店

（1）（株）落石建設（辞退）
（2）ヤチヨ住建（有）（辞退）
（3）（有）住処（辞退）
（4）（株）石橋美建（辞退）
（5）（有）中園工務店（辞退）
（6）（株）不動産総合センター（辞退）
（7）（合）安永工務店（辞退）
（8）平島建設（株）（辞退）
（9）吉松建設（株）（辞退）
（10）（株）福岡リフォームサービス
（11）（株）オリーブハウス
（12）宮崎本店（くじ決定）
（13）（株）ティスプランニング
（14）川崎建設（株）

32 建築都市 県庁地下食堂改修工事（１ 建築一式工事
総務課
工区）

福岡市博多区

46,304,500

42,035,400

R2.6.10

（株）ｎｉｃｏ

（1）創技建（辞退）
（2）（株）落石建設（辞退）
（3）（有）住処（辞退）
（4）（株）興亜（辞退）
（5）須河内建設（辞退）
（6）（株）元木組（辞退）
（7）（株）ティスプランニング（辞退）
（8）（株）細川建設（辞退）
（9）（株）福遼建設（辞退）
（10）吉松建設（株）（辞退）
（11）（有）中園工務店（辞退）
（12）（株）福岡リフォームサービス（辞退）
（13）敷島テクノ建設（有）（辞退）
（14）（有）霧島建築事務所（辞退）
（15）（株）ｎｉｃｏ
（16）（株）オリーブハウス
（17）（株）協栄建設

33 建築都市 東筑高校普通教室棟先行 建築一式工事
総務課
改造他工事

北九州市八幡西区東筑１
丁目

30,701,000

27,745,300

R2.6.10

浅川建設

（1）昭和住宅（株）（辞退）
（2）シラザワ技建工業（株）（辞退）
（3）（有）天野防専商会（辞退）
（4）（有）出雲建設（辞退）
（5）（有）緒方建設（辞退）
（6）瓜生建設（辞退）
（7）（株）サニーハウス（辞退）
（8）（有）白石工業（辞退）
（9）（有）石松建設（辞退）
（10）田辺建設（株）（辞退）
（11）安井工業（株）（辞退）
（12）（有）原田工務店（辞退）
（13）浅川建設（くじ決定）
（14）（有）九州工営
（15）（株）ＡＴＳ

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

中間市大字中間大辻町

20,749,300

18,684,600

R2.6.9

（株）カサロ

（1）（株）サニーハウス（辞退）
（2）浅川建設（無効）
（3）（有）白石工業（辞退）
（4）（有）九州工営（無効）
（5）（有）原田工務店（辞退）
（6）（有）明和工務店（辞退）
（7）吉田建設（辞退）
（8）（有）石松建設（辞退）
（9）（有）天野防専商会（辞退）
（10）（有）緒方建設（辞退）
（11）安井工業（株）（辞退）
（12）（株）中建（辞退）
（13）（株）カサロ

35 建築都市 田川高校管理特別教室棟 解体工事業
総務課
第３期解体工事（第１工区）

田川郡香春町大字中津原

33,321,200

30,187,300

R2.6.16

（株）菅野建設

（1）（株）大和土木（辞退）
（2）（有）泰成工務店
（3）（有）稲友建設
（4）（株）秋田建設
（5）（有）隆将カンパニー
（6）（有）山口組
（7）清水丸源建設（株）
（8）（株）菅野建設（くじ決定）
（9）（株）巽工業
（10）（株）裕建コーポレーション
（11）（有）タオ
（12）（株）みずおか
（13）（有）吉永工務店
（14）（有）植田建設
（15）大正興産（株）

36 建築都市 田川高校管理特別教室棟 解体工事業
総務課
第３期解体工事（第２工区）

田川郡香春町大字中津原

31,552,400

28,585,700

R2.6.16

（有）豊永重機建設

（1）蔵内興産（有）（辞退）
（2）（有）池永建設（辞退）
（3）（株）浦野組
（4）（株）大栄工業
（5）（株）藤本工務店
（6）（株）太平産業
（7）黒田建設（株）
（8）（株）森野工業
（9）（株）タテイシ建設
（10）谷口建設
（11）（有）吉永工務店
（12）大正興産（株）
（13）（株）裕建コーポレーション
（14）（有）豊永重機建設（くじ決定）
（15）（株）秋田建設

37 建築都市 令和２年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅大善寺団地子育て
支援型個別改善工事

久留米市大善寺南２丁目

19,971,600

17,980,600

R2.6.16

（株）安建

（1）（有）タカハマ（無効）
（2）丸山都市開発（株）（辞退）
（3）マインド建築（株）（辞退）
（4）坂本建設（辞退）
（5）匠建設（株）（辞退）
（6）（資）中野商会（辞退）
（7）（株）古賀工務店（辞退）
（8）横溝鉄工所（辞退）
（9）加月工務店（辞退）
（10）（株）安建

34 建築都市 北九州高等学園第２期便
総務課
所改修工事

建築一式工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

38 建築都市 北九州高校自転車置場改 建築一式工事
総務課
築他工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

36,039,300

32,641,400

R2.6.16

（株）さくら建築工房

（1）大栄フレックス（株）（辞退）
（2）（有）北九リフォーム（辞退）
（3）ビルドリペア技研工業（株）（無効）
（4）共同建設（株）（辞退）
（5）（株）ヤマト建設（辞退）
（6）（有）清新建設（辞退）
（7）以和貴商事（株）（辞退）
（8）（株）さくら建築工房（くじ決定）
（9）観己（株）

39 建築都市 筑紫丘高校渡り廊下棟解
総務課
体工事

解体工事業

福岡市南区野間２丁目

22,590,700

20,292,800

R2.6.17

（株）センター機材

（1）タダスエ建設（株）（辞退）
（2）（株）末永工務店（辞退）
（3）（株）宮尾組（辞退）
（4）（株）アビックス（辞退）
（5）（株）吉村産業（辞退）
（6）（株）吉住工業
（7）（株）雄組（無効）
（8）（株）矢ヶ部開発
（9）（株）センター機材（くじ決定）
（10）（株）オノケン
（11）丸源産業（株）（無効）

40 建築都市 稲築志耕館高校第１期便
総務課
所改修工事

建築一式工事

嘉麻市岩崎

24,964,500

22,536,800

R2.6.12

仲工務店

（1）（株）久保山産業（辞退）
（2）（有）真成建設（辞退）
（3）伊藤組（辞退）
（4）（有）フクダ技建（辞退）
（5）永水土木建設（辞退）
（6）（株）クラシアホーム（無効）
（7）田中工務店（辞退）
（8）仲工務店（くじ決定）
（9）（株）日本伝統建築サンジョウ
（10）（株）進光開発
（11）（有）瑞穂工務店

8,559,100

7,642,800

R2.6.12

（株）江﨑解体工業

（1）（有）うめざき興業（無効）
（2）（株）田中工務店（無効）
（3）（株）的場建設工業（辞退）
（4）（株）江﨑解体工業（くじ決定）
（5）トウテン工業（株）
（6）（有）高口組

41 建築都市 筑後県税事務所三潴地区 解体工事業
総務課
相談窓口解体工事

大川市大字向島

42 建築都市 令和２年度事業福岡県公
総務課
営住宅泉ヶ丘団地子育て
支援型個別改善工事

建築一式工事

嘉穂郡桂川町大字土師

16,017,100

14,462,800

R2.6.17

（株）進光開発

（1）（株）クラシアホーム（無効）
（2）永水土木建設（辞退）
（3）（有）フクダ技建（辞退）
（4）三開発（株）（無効）
（5）仲工務店（辞退）
（6）伊藤組（辞退）
（7）（有）真成建設（辞退）
（8）（株）進光開発（くじ決定）
（9）（株）日本伝統建築サンジョウ

43 建築都市 築上西高校図書館棟内部 建築一式工事
総務課
改造他工事

築上郡築上町大字椎田

39,568,100

35,706,000

R2.6.17

（株）ＫＭ企画工房

（1）（有）大栄建工（辞退）
（2）（有）横川工務店（辞退）
（3）（株）アンテック（辞退）
（4）（株）和才建設（辞退）
（5）（株）ＫＭ企画工房（くじ決定）
（6）（株）竹中建設
（7）（有）光栄建設
（8）（株）久保田組
（9）（有）宮崎建設
（10）（株）Ｃ．Ｓ．ＮＥＴ
（11）（株）ミライズ

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

44 建築都市 鞍手高校第２期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

直方市大字山部

18,879,300

16,997,200

R2.6.19

（有）川原工務店

（1）（有）クリエイトホーム（辞退）
（2）カズヒロ（株）（辞退）
（3）山本建設（辞退）
（4）福田工務店（辞退）
（5）（有）渕脇建設（辞退）
（6）（株）引地興業（辞退）
（7）（有）新谷製作所（辞退）
（8）振興建設（有）（辞退）
（9）（有）池組（辞退）
（10）（株）比山工建（無効）
（11）（有）川原工務店
（12）松本建築

45 建築都市 直方高校第２期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

直方市大字頓野

35,987,600

32,575,400

R2.6.22

（株）柿原工務店

（1）振興建設（有）（辞退）
（2）（有）広門建設（辞退）
（3）（株）田中技建（辞退）
（4）山本建設（辞退）
（5）（株）引地興業（辞退）
（6）カズヒロ（株）（辞退）
（7）（有）渕脇建設（辞退）
（8）（株）比山工建
（9）（株）柿原工務店（くじ決定）
（10）（有）新谷製作所
（11）（有）クリエイトホーム
（12）（有）川原工務店

46 建築都市 築城特別支援学校バス寄 建築一式工事
総務課
せ上屋増築他工事

築上郡築上町大字築城

29,740,700

26,955,500

R2.6.22

（株）アンテック

（1）（有）大栄建工（辞退）
（2）（株）和才建設（辞退）
（3）（株）ＫＭ企画工房（無効）
（4）（有）横川工務店（辞退）
（5）（株）竹中建設
（6）（株）久保田組
（7）（有）光栄建設
（8）（株）アンテック（くじ決定）
（9）（株）Ｃ．Ｓ．ＮＥＴ
（10）（株）ミライズ
（11）（有）宮崎建設

47 建築都市 令和２年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅豊団地子育て支援
型個別改善工事

行橋市南大橋５丁目

14,993,000

13,494,800

R2.6.22

中村建設

（1）（有）中原建築店（無効）
（2）すえまつ興産（株）（辞退）
（3）（株）ビトー（無効）
（4）（株）船津工務店（辞退）
（5）衛藤建設（無効）
（6）中村建設（くじ決定）
（7）（株）加藤工務店
（8）現建設

48 建築都市 北九州高校第１棟他大規 電気工事
総務課
模改造先行屋外電気設備
工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

30,852,800

28,384,400

R2.6.23

（株）サン電機工業

（1）（有）村田電気（辞退）
（2）（有）奥田電気工業社（辞退）
（3）朝部電気工事（株）（辞退）
（4）（株）サン電機工業（くじ決定）
（5）東谷工営（有）
（6）（株）きたせつ
（7）（有）大幸電気
（8）よしはらエンジニアリング（株）
（9）（株）三協電気
（10）（有）志徳電設工業
（11）九昭電設工業（株）
（12）（株）ＭＤＳ

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

49 建築都市 若松高校特別教室棟改築 内装仕上工事
総務課
黒板工事

北九州市若松区上原町

4,193,200

3,807,100

R2.6.23

福岡黒板（株）

（1）（有）九州ボード（辞退）
（2）（有）大陽工業
（3）（有）セイコーボード
（4）（有）柴田黒板製作所
（5）藤木工業（株）
（6）（株）稗田製作所
（7）（株）ミワ商会
（8）（有）あさとも
（9）（有）疋田黒板製作所
（10）福岡黒板（株）（くじ決定）
（11）中原工業（株）

50 建築都市 八幡高校管理棟大規模改 内装仕上工事
総務課
造黒板工事

北九州市八幡東区清田３
丁目

5,098,500

4,628,800

R2.6.23

（有）九州ボード

（1）（株）ミワ商会
（2）藤木工業（株）
（3）福岡黒板（株）
（4）（有）セイコーボード
（5）（有）あさとも
（6）（有）疋田黒板製作所
（7）（有）九州ボード（くじ決定）
（8）（株）稗田製作所
（9）（有）大陽工業
（10）（有）柴田黒板製作所
（11）中原工業（株）

51 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
エリア中央トイレ新築工事

みやま市瀬高町本郷他

35,790,700

32,440,100

R2.6.23

（有）太陽ハウス工業

（1）（株）坂口建設産業（辞退）
（2）（有）兼行組（辞退）
（3）（株）コアテクノ（辞退）
（4）（株）鍋倉建設（辞退）
（5）（有）馬場建設（辞退）
（6）小宮建設（辞退）
（7）（株）高口直建設（辞退）
（8）（株）モロインテリア（無効）
（9）牟田口建設（辞退）
（10）（株）的場建設工業（辞退）
（11）（有）さくら建設（無効）
（12）田中建設（辞退）
（13）（有）永島建設（辞退）
（14）（有）松尾左建
（15）（有）太陽ハウス工業（くじ決定）

52 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
エリア西側トイレ新築工事

みやま市瀬高町本郷他

43,545,700

39,525,200

R2.6.23

（株）モロインテリア

（1）（有）大津工業（辞退）
（2）ティ・エム建設（辞退）
（3）（有）永島建設（辞退）
（4）牟田口建設（辞退）
（5）田中建設（辞退）
（6）（有）さくら建設（無効）
（7）（株）的場建設工業（辞退）
（8）（株）高口直建設（辞退）
（9）小宮建設（辞退）
（10）（有）馬場建設（辞退）
（11）（株）コアテクノ（辞退）
（12）（有）新生建設（辞退）
（13）エヌプランニング
（14）（有）松尾左建
（15）（株）モロインテリア（くじ決定）
（16）（有）太陽ハウス工業

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

53 建築都市 北九州勤労青少年文化セ 機械器具設置工事
総務課
ンター昇降機設備更新工
事

北九州市小倉北区井堀５
丁目

14,763,100

13,459,600

R2.6.24

日本昇降機（株）

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

54 建築都市 令和元年度事業福岡県公 機械器具設置工事
総務課
営住宅 壱岐団地第１・２・
３工区昇降機設備工事

福岡市西区壱岐団地

35,121,900

32,160,700

R2.6.26

日本エレベーター製
造（株）福岡営業所

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

55 建築都市 令和元年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅壱岐団地集会所建
築工事

福岡市西区壱岐団地

49,166,700

44,442,200

R2.6.25

谷口建設（株）

（1）（株）松永板金（辞退）
（2）清家建設（株）（辞退）
（3）（株）馬場組（辞退）
（4）中尾正工務店（辞退）
（5）（株）トップシステム（辞退）
（6）衛藤工務店（有）（辞退）
（7）（有）吉川建設（辞退）
（8）（株）サン創建（辞退）
（9）（株）鈴建ワークス（辞退）
（10）谷口建設（株）（くじ決定）
（11）（株）エム・アイ工房
（12）吉洋建設（株）

56 建築都市 福岡中央高校第２期便所
総務課
改修工事

建築一式工事

福岡市中央区平尾３丁目

16,338,300

14,727,900

R2.6.26

松栄ランテック（株）

（1）大福建設（有）（辞退）
（2）（株）エヌピーシー福岡（辞退）
（3）（株）弘和（辞退）
（4）ピープルホーム樋口組（辞退）
（5）成田建設（辞退）
（6）（有）タワラ（辞退）
（7）やまて建設（辞退）
（8）（株）岡部建築社（辞退）
（9）吉川建築工房（辞退）
（10）松栄ランテック（株）
（11）（株）白石建設
（12）（有）野村建設
（13）稲永工務店

57 建築都市 早良高校第２期便所改修
総務課
工事

建築一式工事

福岡市早良区大字小笠木

29,673,600

26,854,300

R2.6.22

モリタ企画産業（株）

（1）稲永工務店（辞退）
（2）大福建設（有）（辞退）
（3）（株）岡部建築社（辞退）
（4）吉川建築工房（辞退）
（5）やまて建設（辞退）
（6）（有）タワラ（辞退）
（7）ピープルホーム樋口組（辞退）
（8）成田建設（辞退）
（9）（株）アート・スタッフ（辞退）
（10）モリタ企画産業（株）
（11）（有）野村建設
（12）松栄ランテック（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

58 建築都市 稲築志耕館高校第１期便
総務課
所改修電気設備工事

電気工事

嘉麻市岩崎

4,962,100

4,708,000

R2.6.23

（有）村上電気

（1）（有）村上電気
（2）（有）八千代電設工業社
（3）（株）ハシザキ電気
（4）（株）柴田電気商会
（5）藤川電気工事店
（6）（有）システムハウジングタイセイ
（7）（有）丸徳電機商会
（8）小田電気工事

59 建築都市 直方高校第２期便所改修
総務課
電気設備工事

電気工事

直方市大字頓野

5,544,000

4,951,100

R2.6.30

（有）小堤電器

（1）見月電気（辞退）
（2）稲益電気（辞退）
（3）池永電気（辞退）
（4）栄電工（辞退）
（5）（有）栄技研（辞退）
（6）大信興業（株）
（7）（有）小堤電器（くじ決定）
（8）中村電設
（9）岩崎電気
（10）玉眞電気工事

60 建築都市 令和２年度事業福岡県公 土木一式工事
総務課
営住宅新開団地駐車場整
備（２工区）工事

北九州市門司区新開

40,601,000

35,878,700

R2.6.29

山田土建（株）

（1）大昇建設（株）（辞退）
（2）宮本建設工業（株）（辞退）
（3）（株）粟本組（辞退）
（4）豊栄建設（資）（辞退）
（5）（有）広強建設（辞退）
（6）白江産業（株）（辞退）
（7）高藤建設（株）（辞退）
（8）徳川建設（株）（辞退）
（9）（有）本屋敷建設（辞退）
（10）太刀浦埠頭（株）
（11）山田土建（株）（くじ決定）
（12）五幸（株）

61 建築都市 令和２年度事業福岡県公
総務課
営住宅桜ヶ丘団地駐車場
整備工事

北九州市戸畑区丸町２丁
目

27,920,200

24,588,300

R2.6.29

西港建設工業（株）

（1）（有）協成建設工業（辞退）
（2）総合建設業（株）タルミ（辞退）
（3）上田建設工業（株）（辞退）
（4）共和土木（株）（辞退）
（5）（有）聖興業（辞退）
（6）勝山建設工業（株）（辞退）
（7）（有）平田建設
（8）西港建設工業（株）（くじ決定）
（9）木村工業（株）

春日市日の出町２丁目

49,946,600

48,180,000

R2.6.29

（株）龍建設工業

（1）（有）宮原商店（辞退）
（2）（株）龍建設工業
（3）（有）木下土木
（4）山近工業（株）
（5）小倉建設（株）（無効）
（6）アビル工業（株）（無効）
（7）（有）三苫建設
（8）（有）真鍋建設
（9）（株）塩月工業
（10）（株）藤野組
（11）（株）吉山建設
（12）（有）石場建設

土木一式工事

62 建築都市 令和２年度事業 福岡県公 土木一式工事
総務課
営住宅日の出町団地駐車
場整備（３工区）工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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 築上西高校図書館他内部 電気工事
総務課
改修電気設備工事

築上郡築上町大字椎田

30,261,000

27,625,400

R2.6.30

（有）岩崎電気

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

64 建築都市 築上西高校図書館棟他内 管工事
総務課
部改造機械設備工事

築上郡築上町大字椎田

11,387,200

10,297,100

R2.6.30

（有）小路設備工業

（1）平川ガス（有）（辞退）
（2）（有）山崎工務店（辞退）
（3）（有）西電工業（辞退）
（4）（有）中井設備（辞退）
（5）（有）太田綜合設備（辞退）
（6）（株）みやけ商会（辞退）
（7）永末工業（株）
（8）（有）西口住宅設備
（9）（有）小路設備工業（くじ決定）

65 建築都市 稲築志耕館高校第１期便
総務課
所改修機械設備工事

嘉麻市岩崎

31,619,500

28,803,500

R2.6.30

（株）平山設備

（1）池田設備（株）（辞退）
（2）（株）有光工務店（辞退）
（3）九州エアコム（株）（辞退）
（4）（有）大塚給水工業（辞退）
（5）ユゲデンキ（株）（辞退）
（6）（有）稲築環境衛生（無効）
（7）舞鶴設備工業（株）（辞退）
（8）オガワ設備工業（株）
（9）（株）平山設備（くじ決定）
（10）（株）筑豊冷機
（11）石原建設（株）
（12）（株）深田環境開発工業

66 建築都市 東鷹高校管理棟他大規模 建築一式工事
総務課
改修工事

田川市大字伊田

39,856,300

36,100,900

R2.6.30

リフォームのかわむら

（1）（有）原忠（辞退）
（2）（株）神田商店（辞退）
（3）美咲樹総業（辞退）
（4）（有）植壽組（辞退）
（5）（有）武末組（辞退）
（6）長野興産（辞退）
（7）（有）木村組（辞退）
（8）佐津摩組（辞退）
（9）川添建設（辞退）
（10）（有）杉本建設（辞退）
（11）（有）河端建設（辞退）
（12）（株）小堤工務店
（13）リフォームのかわむら（くじ決定）
（14）平石建設
（15）（有）小林住宅産業
（16）（有）地建ホーム
（17）和廣総業

67 建築都市 令和元年度事業福岡県公 機械器具設置工事
総務課
営住宅中鶴団地第５・６・
７・８工区昇降機設備工事

中間市中鶴２丁目

31,424,800

28,758,400

R2.6.30

日本エレベーター製
造（株）福岡営業所

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

管工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

68 建築都市 令和元年度事業 福岡県 管工事
総務課
公営住宅 壱岐団地第１・
２・３工区ガス工事

福岡市西区壱岐団地

25,087,700

25,058,000

R2.5.11

西部ガス株式会社

（1）西部ガス株式会社（見積決定）

69 福岡県土 天神中央公園 公園施設
整備事務 改修工事
所

福岡市中央区西中洲

20,244,400

17,765,000

R2.4.9

（株）横溝豊樹園

(1)（株）素鶴園
(2)（株）都市造園
(3)博多グリーン開発（株）
(4)（株）森園芸場
(5)（株）横溝豊樹園（ くじ決定）
(6)（有）福岡緑地建設
(7)長浜造園（株）
(8)（株）中村緑地建設
(9)安藤造園土木（株）

70 南筑後県 筑後広域公園中の島公園 電気工事
土整備事 災害復旧工事（３工区）
務所

みやま市瀬高町 長田

16,381,200

15,491,300

R2.4.9

（株）森田電工

(1)荒木電設（有）
(2)（有）創広電気商会
(3)（株）森田電工
(4)吉田電気工事（株）
(5)（株）中原電工
(6)信和電気工事（株）
(7)（株）サンエス電機
(8)（有）高田電設
(9)（株）マツウラ

71 南筑後県 筑後広域公園災害復旧工 とび・土工・コンクリート工
土整備事 事（４工区）
事
務所

みやま市瀬高町 長田

13,169,200

11,531,300

R2.5.21

（株）牛尾商店

(1)ミカドコーポレーション（株）
(2)（株）牛尾商店（ くじ決定）
(3)（株）コムカット
(4)安全工業（株）
(5)（株）久留米道路施設
(6)（株）開発工業
(7)大東産業（株）
(8)（株）クマショウ
(9)交通器材（株）

72 南筑後県 筑後広域公園中の島公園 舗装工事
土整備事 災害復旧工事（５工区）
務所

みやま市瀬高町 長田

7,745,100

7,425,000

R2.5.18

森田舗道（有）

(1)森田舗道（有）
(2)（株）鐘福組
(3)（有）南筑舗道
(4)（株）三和建設
(5)（有）サンワ舗道
(6)（有）光陽建設
(7)瀬口舗道（株）

73 南筑後県 筑後広域公園フィットネス
土整備事 エリア舗装工事（１工区）
務所

舗装工事

みやま市瀬高町 本郷

12,698,400

12,122,000

R2.4.8

（有）サンワ舗道

(1)有明道路（株）
(2)森田舗道（有）
(3)（株）鐘福組
(4)（有）南筑舗道
(5)（株）三和建設
(6)（有）サンワ舗道
(7)（有）光陽建設
(8)九州舗道（株）
(9)瀬口舗道（株）

74 南筑後県 筑後広域公園フィットネス
土整備事 エリア舗装工事（２工区）
務所

舗装工事

みやま市瀬高町 本郷

11,772,200

11,242,000

R2.4.7

（株）三和建設

(1)森田建設（株）
(2)森田舗道（有）
(3)（株）鐘福組
(4)（株）共和建設
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道（無効）
(8)（有）光陽建設
(9)（株）龍組
(10)瀬口舗道（株）

造園工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

75 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（３７工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

16,097,400

15,356,000

R2.4.7

（株）サンエス電機

(1)荒木電設（有）
(2)（株）森田電工
(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)（株）サンエス電機
(8)（有）高田電設
(9)平川電気商会

76 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（３８工
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

29,970,600

29,040,000

R2.4.10

（有）久冨組

(1)（有）江崎建設
(2)瀬口開発（株）
(3)（株）大洋建設
(4)（有）久冨組
(5)金子建設（有）
(6)（有）松本組
(7)（有）ユウキ
(8)（有）成清建設
(9)（株）躍進

77 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

5,172,200

4,457,200

R2.6.16

（株）新栄

(1)（株）島田電気商会
(2)（株）あいはら（辞退）
(3)（株）平和電興
(4)（株）ドーワテクノス
(5)（株）ふちわき
(6)（株）新栄（ くじ決定）
(7)（株）福岡電設

78 北九州県 遠賀川下流流域下水道幹 土木一式工事
土整備事 線管渠維持管理業務
務所

中間市

2,847,900

2,470,600

R2.4.1

（株）末岡工務店

(1)（株）末岡工務店（くじ決定）
(2)（株）宮崎組
(3)小林建設（株）
(4)小西建設工業（株）
(5)（有）大膳建設（辞退）
(6)大林建設（株）
(7)（株）山賀

79 那珂県土 現人橋乙金線 道路改良
整備事務 工事（３工区）
所

土木一式工事

那珂川市仲３丁目

24,869,900

24,090,000

R2.6.16

（株）渡辺土木

(1)（株）畑中土木
(2)（株）渡辺土木
(3)（株）藤野組
(4)（有）木下土木
(5)（株）成世建設
(6)シティプラン（株）
(7)（有）白石建設
(8)（有）真鍋建設
(9)（有）三苫建設

80 那珂県土 春日公園樹木剪定工事
整備事務
所

造園工事

春日市原町３丁目

4,831,200

4,565,000

R2.4.13

小島造園

(1)（株）筑紫庭園
(2)中村造園（辞退）
(3)梅田造園
(4)（有）森造園
(5)（株）フクユー緑地
(6)（株）芳野造園土木
(7)小島造園

春日市原町３丁目

46,604,800

45,100,000

R2.5.11

（株）吉山建設

(1)（株）塩月工業（無効）
(2)（株）畑中土木
(3)アビル工業（株）
(4)小倉建設（株）（無効）
(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（無効）
(9)（株）渡辺土木
(10)（株）藤野組
(11)（有）木下土木
(12)（株）成世建設（辞退）
(13)シティプラン（株）
(14)（有）白石建設
(15)（有）真鍋建設
(16)（有）三苫建設

81 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（１工区）工事
所

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（２工区）工事
所

春日市原町３丁目

48,618,900

46,970,000

R2.5.11

（株）塩月工業

(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)（株）成世建設（辞退）
(12)（有）三苫建設

83 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（３工区）工事
所

春日市原町３丁目

48,618,900

43,175,000

R2.5.11

岩戸建設（株）

(1)（株）塩月工業（無効）
(2)アビル工業（株）
(3)小倉建設（株）
(4)（有）宮原商店
(5)山近工業（株）
(6)（株）吉山建設
(7)（株）龍建設工業
(8)（株）渡辺土木
(9)シティプラン（株）
(10)（有）白石建設
(11)（有）真鍋建設
(12)（有）後藤技研（無効）
(13)岩戸建設（株）

84 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（４工区）工事
所

春日市原町３丁目

46,550,900

45,100,000

R2.5.11

（有）宮原商店

(1)（株）塩月工業（無効）
(2)（株）畑中土木
(3)アビル工業（株）
(4)小倉建設（株）（無効）
(5)（株）ティシーエー
(6)（有）宮原商店
(7)山近工業（株）
(8)（株）吉山建設（無効）
(9)（株）龍建設工業（無効）
(10)（株）藤野組
(11)（株）三起工
(12)（有）木下土木
(13)（株）成世建設（辞退）
(14)（有）真鍋建設
(15)（有）三苫建設
(16)（有）後藤技研
(17)岩戸建設（株）（無効）

85 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（５工区）工事
所

春日市原町３丁目

46,509,100

45,100,000

R2.5.8

山近工業（株）

(1)（株）塩月工業（無効）
(2)（株）畑中土木
(3)アビル工業（株）
(4)小倉建設（株）（無効）
(5)（株）ティシーエー
(6)（有）宮原商店（無効）
(7)山近工業（株）
(8)（株）吉山建設（無効）
(9)（株）龍建設工業（無効）
(10)（株）渡辺土木
(11)（株）藤野組
(12)（株）三起工
(13)（有）木下土木
(14)（株）成世建設（辞退）
(15)シティプラン（株）
(16)（有）白石建設
(17)（有）後藤技研
(18)岩戸建設（株）（無効）

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：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)

86 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（６工区）工事
所

春日市原町３丁目

48,578,200

47,080,000

R2.5.12

小倉建設（株）

(1)（株）塩月工業（無効）
(2)（株）畑中土木
(3)アビル工業（株）
(4)小倉建設（株）
(5)（株）ティシーエー
(6)（有）宮原商店
(7)山近工業（株）
(8)（株）吉山建設
(9)（株）龍建設工業
(10)（株）藤野組
(11)（株）三起工
(12)（有）木下土木
(13)（株）成世建設（辞退）
(14)（有）三苫建設

87 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（７工区）工事
所

春日市原町３丁目

48,578,200

46,970,000

R2.5.12

（株）龍建設工業

(1)（株）塩月工業（無効）
(2)アビル工業（株）
(3)小倉建設（株）（無効）
(4)（株）ティシーエー
(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）渡辺土木
(10)（株）三起工
(11)シティプラン（株）
(12)（有）白石建設
(13)（有）真鍋建設
(14)（有）後藤技研
(15)岩戸建設（株）（無効）

88 那珂県土 春日公園球技場人工芝改 土木一式工事
整備事務 修（８工区）工事
所

春日市原町３丁目

46,456,300

44,990,000

R2.5.7

アビル工業（株）

(1)（株）塩月工業（無効）
(2)（株）畑中土木
(3)アビル工業（株）
(4)小倉建設（株）（無効）
(5)（株）ティシーエー
(6)（有）宮原商店（無効）
(7)山近工業（株）（無効）
(8)（株）吉山建設（無効）
(9)（株）龍建設工業（無効）
(10)（株）渡辺土木
(11)（株）藤野組
(12)（株）三起工
(13)（有）木下土木
(14)シティプラン（株）
(15)（有）白石建設
(16)（有）真鍋建設
(17)（有）三苫建設
(18)（有）後藤技研
(19)岩戸建設（株）（無効）

89 流域下水 ３－４系列最初沈殿池防食 土木一式工事
道事務所 工事（１工区）

福岡市博多区那珂４丁目

48,556,200

46,530,000

R2.6.29

（株）伸和

(1)三軌建設（株）（辞退）
(2)エトウ建設（株）（無効）
(3)（株）城建設
(4)（株）武末建設工業
(5)（株）筑紫野建設
(6)丸三工業（株）
(7)（有）宮原商店（辞退）
(8)山近工業（株）
(9)（株）龍建設工業
(10)（株）田中正
(11)（株）伸和
(12)（有）石場建設
(13)（株）才田組

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和２年４月１日 ～ 令和２年６月３０日 ）
（部局名：建築都市部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

90 流域下水 ３－４系列最初沈殿池防食 土木一式工事
道事務所 工事（２工区）

工事
箇所
福岡市博多区那珂４丁目

予定価格
(円)
48,646,400

契約金額
(落札金額)
(円)
46,684,000

契約日
R2.6.24

契約者名
(落札者名)
エトウ建設（株）

入札業者名
(見積参加業者名)
(1)三軌建設（株）（辞退）
(2)アビル工業（株）（辞退）
(3)エトウ建設（株）
(4)小倉建設（株）
(5)（株）城建設
(6)（株）武末建設工業
(7)（株）筑紫野建設
(8)丸三工業（株）
(9)（株）吉山建設
(10)（株）田中正
(11)（株）伸和
(12)（株）才田組

備 考

