所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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 久留米高等学校管理教室 電気工事
総務課
棟改築電気設備工事（第１
工区）

久留米市西町

100,553,200

91,630,000

R3.1.5

川浪電気工事（株）

（1）（株）マツウラ（辞退）
（2）（株）アイワ・エンジニアリング（辞退）
（3）（株）中原電工（辞退）
（4）（株）筑後電工（辞退）
（5）（有）創広電気商会（辞退）
（6）（株）池田電気商会
（7）川浪電気工事（株）
（8）西部電業（株）
（9）大東電気工事（株）
（10）（株）遠藤電設

2

建築都市 久留米高等学校管理教室 電気工事
総務課
棟改築電気設備工事（第２
工区）

久留米市西町

69,314,300

62,925,500

R3.1.6

（株）アイワ・エンジニ
アリング

（1）（株）筑後電工（辞退）
（2）（株）池田電気商会（辞退）
（3）（有）ハセガワ電工
（4）（株）アイワ・エンジニアリング
（5）（株）筑後電設
（6）（株）遠藤電設
（7）田中電業（株）

3

建築都市 福岡県立スポーツ科学情
総務課
報センター熱源改修機械
設備その他工事

管工事

福岡市博多区東平尾公園
２丁目

91,506,800

89,980,000

R3.1.6

九州三建サービス
（株）

（1）（株）福設（辞退）
（2）九州三建サービス（株）

4

建築都市 北九州高等学校第１棟他
総務課
大規模改造工事

建築一式工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

264,040,700

238,546,000

R3.1.26

（株）放作

（1）九新建設（株）（辞退）
（2）（株）佐藤技建
（3）（株）放作
（4）宮本建設工業（株）
（5）大同建設（株）
（6）美里建設（株）
（7）（株）ウエダ

5

建築都市 稲築志耕館高等学校特別 建築一式工事
総務課
教室棟大規模改修工事

嘉麻市岩崎

129,525,000

118,255,500

R3.1.26

（株）鈴木建設

（1）大和興業（株）
（2）神崎建設（株）
（3）（株）春田建設
（4）前田建設（株）
（5）（株）赤尾組
（6）（株）中村建設
（7）（株）鈴木建設
（8）九特興業（株）
（9）三協技建（株）
（10）（株）曽根組

6

建築都市 令和２年度事業福岡県公
総務課
営住宅城浜団地第３工区
機械設備工事

管工事

福岡市東区城浜団地

96,039,900

86,166,300

R3.1.28

（有）中島設備商会

（1）（有）中島設備商会
（2）北設備工業（株）

7

建築都市 令和２年度事業福岡県公
総務課
営住宅城浜団地第４工区
機械設備工事

管工事

福岡市東区城浜団地

92,132,700

82,599,000

R3.1.28

北設備工業（株）

（1）（有）中島設備商会（無効）
（2）北設備工業（株）

8

建築都市 令和２年度事業福岡県公
総務課
営住宅城浜団地第３工区
電気設備工事

電気工事

福岡市東区城浜団地

76,089,200

69,042,600

R3.1.29

横田電気工事（株）

（1）トキワ電気工業（株）（辞退）
（2）健和電気（株）（辞退）
（3）三和電気工事（株）
（4）横田電気工事（株）
（5）（株）サン電工社
（6）（株）成電社
（7）藤榮電氣工事（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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２年度事業福岡県公
総務課
営住宅城浜団地第４工区
電気設備工事

電気工事

福岡市東区城浜団地

62,938,700

56,980,000

R3.1.29

（株）サン電工社

（1）横田電気工事（株）（無効）
（2）健和電気（株）（辞退）
（3）トキワ電気工業（株）（辞退）
（4）三和電気工事（株）
（5）（株）成電社
（6）（株）サン電工社
（7）藤榮電氣工事（株）

10 建築都市 令和２年度事業福岡県公
総務課
営住宅吉田団地第６工区
電気設備工事

電気工事

北九州市小倉南区上吉田
３丁目

53,722,900

48,682,700

R3.1.29

日高電気工事（株）

（1）（株）フクデン
（2）日高電気工事（株）
（3）協栄電気（株）
（4）半田電設工業（株）

11 建築都市 糸島農業高等学校実習棟 建築一式工事
総務課
大規模改修工事

糸島市前原西３丁目

66,740,300

60,418,600

R3.2.24

大協建設（株）

（1）（有）仁徳建設（辞退）
（2）（株）保利建設社
（3）仲野賢司産業（株）
（4）大協建設（株）
（5）小川建設（株）

12 建築都市 築上西高等学校管理教室 建築一式工事
総務課
棟改築工事

築上郡築上町大字椎田

373,018,800

342,648,900

R3.2.22

河津工業（株）

（1）河津工業（株）
（2）（株）ウエダ

13 建築都市 鞍手高等学校体育館大規 建築一式工事
総務課
模改修工事

直方市大字山部

101,886,400

92,836,700

R3.2.24

（株）松浦組

（1）有田建設（株）（辞退）
（2）（株）佐久間産業
（3）丸龍産業（株）
（4）（株）松浦組
（5）丸公産業（株）

14 建築都市 鞍手竜徳高等学校体育館 建築一式工事
総務課
大規模改修工事

宮若市龍徳

61,761,700

55,958,100

R3.2.26

（株）アリオ建設工業

（1）（株）アリオ建設工業
（2）（株）相互建設産業

15 建築都市 築上西高等学校管理教室 電気工事
総務課
棟改築電気設備工事

築上郡築上町大字椎田

58,746,600

53,291,700

R3.2.26

若戸電設（株）

（1）（株）きたせつ（辞退）
（2）大一電設（株）（辞退）
（3）（株）しげもり
（4）若戸電設（株）
（5）角杉電業（株）
（6）（株）下畑電設工業
（7）半田電設工業（株）

16 建築都市 県庁舎行政棟非常用昇降 機械器具設置工事
総務課
機設備（１３号機）更新工事

福岡市博多区東公園

75,092,600

75,020,000

R3.3.24

三精テクノロジーズ
（株）九州営業所

（1）三精テクノロジーズ（株）九州営業所

17 建築都市 八女農業高等学校第２期
総務課
体育館内部改造他工事

八女市本町

95,810,000

87,058,400

R3.3.24

（株）石橋組

（1）（株）イノウエハウジング（辞退）
（2）大坪建築（株）（辞退）
（3）やひめ建設（株）
（4）オオキタ建設（株）
（5）大坪建設（株）
（6）（株）石橋組

9

建築一式工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

18 建築都市 久留米高校管理教室棟改 管工事
総務課
築他空調設備工事（第２工
区）

久留米市西町

49,666,100

45,224,300

R3.1.4

（有）エース工業

（1）（有）光設備工業（辞退）
（2）（有）二又設備商会（辞退）
（3）（有）松栄設備（辞退）
（4）（有）古川工業（辞退）
（5）（株）信栄冷機工業（辞退）
（6）（株）平山工務店（辞退）
（7）（株）梅野工務店（辞退）
（8）（株）レイダン
（9）（有）堀江設備
（10）（有）エース工業（くじ決定）
（11）（有）田中商会
（12）共立エンジニアリング（株）
（13）（株）坂田ガス住設

19 建築都市 大濠公園能楽堂特定天井 電気工事
総務課
改修電気設備工事

福岡市中央区大濠公園

31,279,600

28,185,300

R3.1.4

上内電気（株）

（1）三幸電設（株）（辞退）
（2）（株）サン電工社（辞退）
（3）（株）不二電気（辞退）
（4）上内電気（株）（くじ決定）
（5）（株）永和興産
（6）（株）福美電業社
（7）（株）成電社
（8）光栄電工（株）
（9）ジェイピーエス電工（株）
（10）イーエレクス（株）
（11）（株）島田電気商会
（12）サンテック（株）
（13）興和電気工事（株）
（14）藤榮電氣工事（株）
（15）（株）平井電業社
（16）永渕電業（株）

20 建築都市 豊前総合庁舎第１工区空 管工事
総務課
調改修機械設備その他工
事

豊前市大字八屋

47,028,300

43,052,900

R3.1.6

（株）米田水道

（1）（株）井本冷熱（辞退）
（2）（有）西電工業（辞退）
（3）協和工業（株）（無効）
（4）（株）森若工務店（辞退）
（5）（有）永幸設備（辞退）
（6）（有）能方設備
（7）（有）中井設備
（8）（株）周防灘ビルサービス
（9）（株）米田水道（くじ決定）
（10）宮西設備（株）
（11）（株）ケイテック
（12）雄志総合設備（株）
（13）（株）毛利設備工業

21 建築都市 豊前総合庁舎第２工区空 管工事
総務課
調改修機械設備その他工
事

豊前市大字八屋

49,993,900

45,562,000

R3.1.6

協和工業（株）

（1）（株）泉産業（辞退）
（2）ソーラー設備商会（無効）
（3）（有）西電工業（辞退）
（4）（株）井本冷熱（辞退）
（5）（有）永幸設備（辞退）
（6）（株）米田水道
（7）宮西設備（株）
（8）協和工業（株）（くじ決定）
（9）（株）周防灘ビルサービス
（10）（有）能方設備
（11）（有）中井設備
（12）雄志総合設備（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

豊前市大字八屋

43,644,700

39,843,100

R3.1.6

（有）能方設備

（1）（有）永幸設備（辞退）
（2）（有）西電工業（辞退）
（3）協和工業（株）（無効）
（4）ソーラー設備商会（無効）
（5）（株）森若工務店（辞退）
（6）（株）泉産業（辞退）
（7）（株）ケイテック（無効）
（8）（株）周防灘ビルサービス
（9）宮西設備（株）
（10）（有）中井設備
（11）（有）能方設備（くじ決定）
（12）（株）毛利設備工業
（13）雄志総合設備（株）
（14）（株）井本冷熱

23 建築都市 令和２年度事業 福岡県公 土木一式工事
総務課
営住宅丸山団地災害復旧
（４工区）工事

田川郡川崎町大字川崎

28,400,900

25,026,100

R3.1.19

（有）ＤＳ．Ｃｏｍｐａｎｙ

（1）（株）村坂工務店（辞退）
（2）（有）田口建設（辞退）
（3）（株）岩口工業（辞退）
（4）（株）タキモト
（5）（有）徳州建設
（6）（有）ＤＳ．Ｃｏｍｐａｎｙ（くじ決定）
（7）（有）横地組
（8）（有）滝建設
（9）（株）原組建設

24 建築都市 令和２年度事業福岡県公 とび・土工・コンクリート工
総務課
営住宅丸山団地災害復旧 事
（５工区）工事

田川郡川崎町大字川崎

15,728,900

13,759,900

R3.1.19

（株）法研工業

（1）（株）浦野組（辞退）
（2）（株）藤本工務店（辞退）
（3）（有）稲友建設
（4）（株）Ｊ．Ｂ
（5）（有）タオ
（6）（有）松尾工業
（7）（株）法研工業（くじ決定）
（8）（株）日本総建

25 建築都市 嘉穂総合高校（旧山田高
総務課
校）武道場棟他解体工事

解体工事業

嘉穂郡桂川町大字土師

23,886,500

21,639,200

R3.1.25

（株）緑豊開発

（1）（株）多田組（辞退）
（2）（有）児玉建設
（3）光和建設（株）
（4）（株）坂口建設
（5）（有）松岡組
（6）（有）日ノ出建設工業
（7）（株）緑豊開発（くじ決定）
（8）茜建設（株）
（9）（株）泰恵産業
（10）オリジンジャパン（株）
（11）（株）河東興業
（12）（株）西田建設

26 建築都市 嘉穂総合高校（旧山田高
総務課
校）食堂棟他解体工事

解体工事業

嘉穂郡桂川町大字土師

17,758,400

15,985,200

R3.1.25

（株）大原組

（1）（株）修成工業（辞退）
（2）龍穂産業（株）（無効）
（3）光和建設（株）
（4）（株）石山工業
（5）（株）西田建設
（6）（有）松岡組
（7）（株）坂口建設
（8）（有）児玉建設
（9）（株）大原組（くじ決定）
（10）松尾建設（有）
（11）（株）河東興業
（12）（有）松本建興
（13）オリジンジャパン（株）

22 建築都市 豊前総合庁舎第３工区空
総務課
調改修機械設備工事

管工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

9,026,600

8,137,800

R3.1.25

（有）山建

（1）（有）山建（くじ決定）
（2）吉原組
（3）仕事屋軍団（株）
（4）（株）日工
（5）（有）瓜生産業
（6）（株）大貴建設
（7）（株）タナカ技建
（8）（株）パスター
（9）（有）栄建設
（10）（株）多賀谷建設

北九州市小倉南区若園５
丁目

44,309,100

40,354,600

R3.1.26

（株）サン電機工業

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

29 建築都市 山門高校受変電設備工事 電気工事
総務課

みやま市瀬高町上庄

28,331,600

25,592,600

R3.1.26

吉田電気工事（株）

（1）（有）中崎電業社（辞退）
（2）大川電気興業（有）（辞退）
（3）久保田電設（辞退）
（4）（有）志晃電設（辞退）
（5）（株）池松電設（辞退）
（6）（株）山門電業社（辞退）
（7）信成電気工事
（8）（株）森田電工
（9）吉田電気工事（株）（くじ決定）
（10）（株）木下電機商会
（11）（株）中央電気商会

30 建築都市 山門高校管理教室棟改築 機械器具設置工事
総務課
昇降機設備工事

みやま市瀬高町上庄

12,513,600

11,399,300

R3.1.26

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）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）（株）日立ビルシステム西日本支社（辞退）
（7）日本エレベーター製造（株）福岡営業所（くじ決定）
（8）日本昇降機（株）
（9）中央エレベーター工業（株）九州支店
（10）日本オーチス・エレベータ（株）九州支店

31 建築都市 田川県土整備事務所熱源 管工事
総務課
改修機械設備その他工事

田川市大字伊田

42,915,400

39,264,500

R3.1.26

（有）ヤマショウ

（1）（有）香英住設（辞退）
（2）（株）森下組（辞退）
（3）中山設備工業（辞退）
（4）小池設備工業（辞退）
（5）呉共同機工（株）
（6）（株）永和ビルテック
（7）（有）ヤマショウ（くじ決定）
（8）（株）水交舎
（9）（有）今川工務店
（10）ケイエス（株）
（11）（有）石見商会
（12）（株）ナカシマ水道
（13）（有）新生工務店

27 建築都市 嘉穂総合高校（旧山田高 解体工事業
総務課
校）体育館渡り廊下棟他解
体工事

嘉穂郡桂川町大字土師

28 建築都市 北九州高校第１棟他大規 電気工事
総務課
模改造電気設備工事（第１
工区）

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

32 建築都市 北九州高校第１棟他大規
総務課
模改造衛生設備工事

管工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

40,470,100

36,692,700

R3.2.3

（有）大塚工務店

（1）福設サービス（株）（辞退）
（2）（有）片多設備（辞退）
（3）（株）丸善設備（辞退）
（4）（株）青木空調工業（辞退）
（5）大生産業（株）（辞退）
（6）（株）常盤空調設備（辞退）
（7）（株）本多設備工業（辞退）
（8）九倉シールテックジャパン（株）（辞退）
（9）九州機電（株）（辞退）
（10）（株）ウテナ（辞退）
（11）（株）葵設備工業（辞退）
（12）キタックスエンジニアリング（株）（辞退）
（13）西日本熱設興業（株）（辞退）
（14）（株）九十九空調（無効）
（15）（有）大塚工務店
（16）大久保設備工業（株）

33 建築都市 北九州高校第１棟他大規
総務課
模改造空調設備工事

管工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

39,590,100

36,006,300

R3.2.3

小倉（株）

（1）九州衛生工業（株）（辞退）
（2）中島機器設備（無効）
（3）（有）浜崎工務店（辞退）
（4）鉄王管工（有）（辞退）
（5）新栄設備（株）（無効）
（6）酒井冷凍工業（株）（辞退）
（7）西部住機（株）（辞退）
（8）綜合冷機（株）（辞退）
（9）（株）北設（辞退）
（10）（株）明光設備工業（辞退）
（11）小倉（株）（くじ決定）
（12）（有）秀建
（13）（株）増田設備工業
（14）新東エンジニアリング（株）
（15）三共エアコン（株）

34 建築都市 豊前総合庁舎空調改修電 電気工事
総務課
気設備工事

豊前市大字八屋

31,796,600

28,822,200

R3.2.3

（株）カミジョウ

（1）（有）協大電気設備商会（辞退）
（2）（株）テクノネット（辞退）
（3）（株）荏原電気
（4）（株）林田電気工業
（5）（株）カミジョウ（くじ決定）
（6）（有）辻電気
（7）（有）サトル電設
（8）（株）下畑電設工業
（9）（株）しげもり
（10）角杉電業（株）
（11）（有）柏木電気商会
（12）（資）中野電気商会

35 建築都市 稲築志耕館高校第２期便
総務課
所改修工事

嘉麻市岩崎

25,236,200

22,792,000

R3.2.16

（株）日本伝統建築サ
ンジョウ

（1）（株）クラシアホーム（辞退）
（2）（有）真成建設（辞退）
（3）三開発（株）（無効）
（4）（有）フクダ技建（辞退）
（5）田中工務店（辞退）
（6）（株）久保山産業（辞退）
（7）伊藤組（辞退）
（8）（有）瑞穂工務店（辞退）
（9）（株）進光開発
（10）（株）日本伝統建築サンジョウ（くじ決定）
（11）仲工務店

建築一式工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

9,189,400

8,322,600

R3.2.16

（株）福岡電化商事

（1）森川電業（辞退）
（2）（株）九州電設（辞退）
（3）（有）幡電設（辞退）
（4）（有）堤電設
（5）（株）福岡電化商事（くじ決定）
（6）（有）小川電機設備
（7）中野電気
（8）堀江電気工事（有）
（9）（有）井本電設
（10）朋友電気（株）

嘉麻市岩崎

29,202,800

26,567,200

R3.2.18

（有）光邦水道工事店

（1）福原設備（辞退）
（2）（有）大塚給水工業（辞退）
（3）（株）ナガミツ商会（辞退）
（4）（株）瓜生建設一工業
（5）明成工業（有）
（6）（有）光邦水道工事店（くじ決定）
（7）（有）千歳工業
（8）（有）佐藤設備
（9）（有）稲築環境衛生
（10）（株）山野住設
（11）（株）豊熱

38 建築都市 東筑高校受変電設備工事 電気工事
総務課

北九州市八幡西区東筑１
丁目

32,990,100

29,947,500

R3.2.19

第一電設工業（株）

（1）平尾電気（株）（辞退）
（2）山内電気（株）（辞退）
（3）（株）進電工（辞退）
（4）第一電設工業（株）（くじ決定）
（5）（有）友永電設工業
（6）北州電建（株）
（7）伊藤電機（株）
（8）（有）ユウキコーポレーション
（9）（株）プロテクノエンジ
（10）（有）野田電気
（11）（株）イトデン
（12）（有）今吉電設
（13）九州電気設備工事（株）
（14）（有）さめしま
（15）（有）古川電工

39 建築都市 あまぎ水の文化村せせらぎ 管工事
総務課
館第１工区空調改修機械
設備工事

朝倉市矢野竹

43,649,100

39,875,000

R3.2.16

（有）梅野商店

（1）（有）二又設備商会（辞退）
（2）（株）太陽エコシス（辞退）
（3）日迎建設（株）（辞退）
（4）（有）松栄設備（辞退）
（5）（株）フクネツ（辞退）
（6）（株）梅野設備（辞退）
（7）（有）梅野商店
（8）（有）田中設備
（9）（株）木下工業所
（10）（株）一伸工業
（11）（株）浦設備工業
（12）（株）フクダヤ

40 建築都市 あまぎ水の文化村せせらぎ 管工事
総務課
館第２工区空調改修機械
設備工事

朝倉市矢野竹

38,049,000

36,025,000

R3.2.19

（有）田中設備

（1）（有）堀江設備（辞退）
（2）浮羽ボーリング設備（株）（辞退）
（3）（株）太陽エコシス（辞退）
（4）日迎建設（株）（辞退）
（5）（有）伊福綜合設備（辞退）
（6）（株）梅野設備（辞退）
（7）（有）長尾ボーリング設備（辞退）
（8）（有）梅野商店（辞退）
（9）（有）田中設備
（10）（株）浦設備工業
（11）（株）木下工業所
（12）（株）一伸工業
（13）（株）フクダヤ

36 建築都市 あまぎ水の文化村せせらぎ 電気工事
総務課
館空調改修電気設備工事

朝倉市矢野竹

37 建築都市 稲築志耕館高校第２期便
総務課
所改修機械設備工事

管工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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

41 建築都市 久留米高校管理教室棟改 機械器具設置工事
総務課
築昇降機設備工事

久留米市西町

42 建築都市 稲築志耕館高校第２期便
総務課
所改修電気設備工事

嘉麻市岩崎

電気工事

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)

12,519,100

11,402,600

R3.2.25

日本オーチス・エレ
ベータ（株）九州支店

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

5,500,000

5,148,000

R3.2.25

藤川電気工事店

（1）（株）トリオ電工（辞退）
（2）藤川電気工事店
（3）（有）丸徳電機商会
（4）（株）柴田電気商会
（5）（有）村上電気
（6）（有）システムハウジングタイセイ
（7）（株）デンシード
（8）（株）ハシザキ電気
（9）（株）セブンテクノ

43 建築都市 令和２年度事業福岡県公 機械器具設置工事
総務課
営住宅城浜団地第３・４工
区昇降機設備工事

福岡市東区城浜団地

17,070,900

15,572,700

R3.2.25

日本オーチス・エレ
ベータ（株）九州支店

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

44 建築都市 福岡県教育センター受変
総務課
電設備改修工事

糟屋郡篠栗町大字高田

36,894,000

33,702,900

R3.3.4

（株）オーム電設工業

（1）（株）ライフクリエイト（辞退）
（2）（株）太洋電業（辞退）
（3）三和機電工業（株）（辞退）
（4）（有）山村電業
（5）（株）博電社
（6）（株）藤電気工事
（7）（株）オーム電設工業（くじ決定）
（8）（有）吉原電工社
（9）（株）山上電気商会
（10）（有）和白電業
（11）大和電業（株）
（12）九信電設（株）
（13）（有）原竹電工
（14）（株）信栄

築上郡築上町大字椎田

28,979,500

26,241,600

R3.3.8

（有）西口住宅設備

（1）平川ガス（有）（辞退）
（2）（株）みやけ商会（辞退）
（3）永末工業（株）（辞退）
（4）（有）田守産業（辞退）
（5）（有）山崎工務店（辞退）
（6）ウエダ（辞退）
（7）（有）太田綜合設備（辞退）
（8）（有）中村空調設備
（9）アーム管工
（10）（株）浜田ポンプ
（11）（株）雄志
（12）（有）西口住宅設備（くじ決定）

電気工事

45 建築都市 築上西高校管理教室棟改 管工事
総務課
築衛生設備工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

46 建築都市 築上西高校管理教室棟改 管工事
総務課
築空調設備工事

築上郡築上町大字椎田

46,027,300

41,916,600

R3.3.5

雄志総合設備（株）

（1）（株）毛利設備工業（辞退）
（2）（株）泉産業（辞退）
（3）（有）西電工業（辞退）
（4）（有）永幸設備（辞退）
（5）（株）森若工務店（辞退）
（6）雄志総合設備（株）（くじ決定）
（7）（有）中井設備
（8）宮西設備（株）
（9）（株）周防灘ビルサービス
（10）（株）ケイテック
（11）（株）井本冷熱
（12）ソーラー設備商会

47 建築都市 東筑高校屋外電気設備工 電気工事
総務課
事

北九州市八幡西区東筑１
丁目

40,372,200

37,141,500

R3.3.9

（株）ふちわき

（1）（株）ドーワテクノス（辞退）
（2）（株）栄城電機（辞退）
（3）大熊電機（株）（辞退）
（4）（有）安部電気商会（辞退）
（5）（株）ハッセイ（辞退）
（6）（株）野口商会（辞退）
（7）（株）あいはら
（8）北筑電業（株）
（9）（株）ふちわき（くじ決定）
（10）（株）マツモト
（11）（有）木村電設工業
（12）帝電設（株）

48 建築都市 保健環境研究所便所改修 建築一式工事
総務課
工事

太宰府市大字向佐野

45,133,000

40,627,400

R3.3.11

タカキ住建

（1）宮嶋建設工業（株）（辞退）
（2）フクパ建設（株）（辞退）
（3）（有）丸野工務店（辞退）
（4）（有）松屋工務店（辞退）
（5）東洋テクニカ（株）（辞退）
（6）スペース・ワーク（株）（辞退）
（7）（有）松吉繁工務店（辞退）
（8）中西建設（株）
（9）（有）大和工務所
（10）タカキ住建（くじ決定）
（11）（株）守田工務店
（12）（株）エム・アール・イー
（13）リニューアル福岡（同）
（14）（株）成倖
（15）（株）ｉｔ’ｓ・ダイワ
（16）（株）稲葉工務店

49 建築都市 保健環境研究所便所改修 管工事
総務課
機械設備工事

太宰府市大字向佐野

25,444,100

22,984,500

R3.3.11

（株）テクノエンジニア

（1）（有）曙総合設備（辞退）
（2）（株）徳永設備工業（辞退）
（3）（有）東九設備サービス（辞退）
（4）（株）リメックス（辞退）
（5）（株）カワキタ（辞退）
（6）テックホームガス（株）（辞退）
（7）（株）帆足設備
（8）（有）ムサシ工業
（9）（有）木本設備工業
（10）（株）テクノエンジニア（くじ決定）

50 建築都市 保健環境研究所屋外排水 管工事
総務課
管改修工事

太宰府市大字向佐野

32,650,200

31,669,000

R3.3.11

（株）一新工業

（1）（株）共和設備工業（無効）
（2）（有）太成興業（辞退）
（3）（有）青木工業（辞退）
（4）（株）筑紫商会（辞退）
（5）（株）東筑設備工業（辞退）
（6）（株）三機産業（辞退）
（7）（株）一新工業
（8）林田建材（株）
（9）シージー設備（株）
（10）（有）馬場崎設備
（11）中央設備（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

44,726,000

40,634,000

R3.3.8

大一通信工業（株）

（1）（株）東亜機器産業（無効）
（2）中野電話工業（株）（辞退）
（3）九州電波工業（株）（辞退）
（4）（株）山田商会（辞退）
（5）九州電話サービス（株）（辞退）
（6）（株）西通（辞退）
（7）（株）テレビ北九州（辞退）
（8）日邦無線電機（株）
（9）西日本電話工事（株）
（10）大一通信工業（株）（くじ決定）
（11）マツダ電通（株）
（12）（株）シモカワ通信
（13）（株）共栄通信

7,489,900

6,667,100

R3.3.17

大祐電気工事（有）

（1）（有）真正電工社（辞退）
（2）（有）堀電気商会（辞退）
（3）フジタ電設工業（辞退）
（4）イワムラ電機（辞退）
（5）（株）ウイット・システム（辞退）
（6）（有）光電設工業（辞退）
（7）（有）眞島電気（辞退）
（8）（株）周電気工事（辞退）
（9）大祐電気工事（有）
（10）（株）春日電工

築上郡築上町大字椎田

12,519,100

11,402,600

R3.3.24

日本オーチス・エレ
ベータ（株）九州支店

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

54 建築都市 令和２年度事業福岡県公 建築一式工事
総務課
営住宅愛宕団地集会所建
築工事

飯塚市鯰田

33,558,800

30,376,500

R3.3.24

（株）進光開発

（1）（有）大村建設（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）（株）クラシアホーム（辞退）
（6）（株）永水土木建設（辞退）
（7）（株）オカベ工事（辞退）
（8）（株）南里住建
（9）（株）高津建設
（10）（株）本松組
（11）（株）進光開発（くじ決定）
（12）（有）まつよし
（13）仲工務店
（14）福岡クリエーション開発（有）
（15）（株）ログファーム
（16）（株）アイ・インテリア

55 建築都市 八女農業高校第２期体育 電気工事
総務課
館内部改造電気設備工事

八女市本町

10,135,400

9,247,700

R3.3.24

ダイワ・エンジニアリ
ング

（1）（資）柴尾電気商会（無効）
（2）（有）松門電設（辞退）
（3）松本電気工事店（無効）
（4）（株）山口電気
（5）（有）橋爪電気工事
（6）ダイワ・エンジニアリング（くじ決定）
（7）（有）鹿野電気商会
（8）緒方通信（株）
（9）（有）姫野電気
（10）（株）井手電工
（11）牛島電機工業（株）
（12）（有）立花電工

51 建築都市 直方総合庁舎中央監視設 電気通信工事
総務課
備更新工事

直方市日吉町

52 建築都市 保健環境研究所便所改修 電気工事
総務課
電気設備工事

太宰府市大字向佐野

53 建築都市 築上西高校管理教室棟改 機械器具設置工事
総務課
築昇降機設備工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

北九州市小倉南区若園５
丁目

4,338,400

3,938,000

R3.3.29

藤木工業（株）

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

57 建築都市 東筑高校消火水槽他機械 管工事
総務課
設備工事

北九州市八幡西区東筑１
丁目

36,379,200

33,096,800

R3.3.31

（株）高野工務店

（1）スガハラテクノ（株）（辞退）
（2）第一設備工業（株）（辞退）
（3）（有）竹内設備（辞退）
（4）（株）金屋商会（辞退）
（5）（株）敷田水道設備（辞退）
（6）（有）石母田電業社（辞退）
（7）（株）木下設備（辞退）
（8）東洋設備工業（株）（辞退）
（9）日鐵空調（株）（辞退）
（10）（株）高野工務店（くじ決定）
（11）藤建設工業（株）
（12）日興建設（株）
（13）（株）ダック技建
（14）菅設備（株）
（15）太平商事（株）
（16）（株）城山水道設備

58 建築都市 嘉穂高校便所改修機械設 管工事
総務課
備工事

飯塚市潤野

22,517,000

22,495,000

R3.1.8

（有）中村工務店

（1）（株）枝坂工業（辞退）
（2）（株）山野住設（辞退）
（3）（有）中村工務店

59 建築都市 久留米高校管理教室棟改 管工事
総務課
築他ガス工事

久留米市西町

3,620,100

3,620,100

R3.2.2

久留米ガス（株）

（1）久留米ガス（株）

60 建築都市 北九州高等学園昇降機設 機械器具設置工事
総務課
備更新工事

中間市大字中間大辻町

11,363,000

11,363,000

R3.2.15

日本エレベーター製
造（株）福岡営業所

（1）日本エレベーター製造（株）福岡営業所

61 建築都市 北九州高校第１棟他大規
総務課
模改造ガス工事

北九州市小倉南区若園５
丁目

4,055,700

4,052,400

R3.2.16

西部瓦斯（株） 営業
本部北九州都市開発
部
西部瓦斯（株）営業本
部

（1）西部瓦斯（株） 営業本部北九州都市開発部

56 建築都市 北九州高校第１棟他大規
総務課
模改造黒板工事

内装仕上工事

管工事

（1）西部瓦斯（株）営業本部

62 建築都市 令和２年度事業福岡県公 管工事
総務課
営住宅城浜団地第３・４工
区ガス工事

福岡市東区城浜団地

10,788,800

10,766,800

R3.3.5

63 建築都市 築城特別支援学校昇降機 機械器具設置工事
総務課
設備更新工事

築上郡築上町大字築城

23,348,600

23,340,900

R3.3.24

日本昇降機（株）

（1）日本昇降機（株）

64 福岡県土 名島運動公園 野球場フェ 造園工事
整備事務 ンス更新工事（１工区）
所

福岡市東区名島１丁目

15,040,300

13,159,300

R3.3.24

（株）小山千緑園

(1)（株）北川緑地建設
(2)グリーンライフ産業（株）（辞退）
(3)九州グラウンド（株）
(4)（株）久山緑地建設
(5)（株）しぶた造園緑地
(6)イー・スケープ（株）（無効）
(7)三浦造園土木建設（株）
(8)（株）別府梢風園
(9)（株）小山千緑園（ くじ決定）
(10)平井スポーツ建設（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

15,969,800

13,979,900

R3.3.25

イー・スケープ（株）

(1)（株）北川緑地建設
(2)グリーンライフ産業（株）（辞退）
(3)九州グラウンド（株）
(4)（株）久山緑地建設
(5)（株）しぶた造園緑地
(6)イー・スケープ（株）（ くじ決定）
(7)三浦造園土木建設（株）
(8)（株）別府梢風園
(9)（株）小山千緑園
(10)平井スポーツ建設（株）（辞退）

福岡市中央区西公園

7,746,200

6,774,900

R3.2.26

（株）緑建コーポレー
ション

(1)（株）西鉄グリーン土木（辞退）
(2)（株）素鶴園
(3)（株）森園芸場
(4)（有）福岡緑地建設
(5)（株）緑建コーポレーション（ くじ決定）
(6)（株）中村緑地建設
(7)安藤造園土木（株）

67 福岡県土 西公園 伐採工事（２工区） 造園工事
整備事務
所

福岡市中央区西公園

7,746,200

6,774,900

R3.3.2

木下緑化建設（株）

(1)（有）倉光造園
(2)（株）草寿園
(3)（株）都市造園
(4)（株）横溝豊樹園
(5)長浜造園（株）
(6)（有）山栄緑化
(7)木下緑化建設（株）（ くじ決定）

68 福岡県土 北新地新田線 道路舗装
整備事務 工事
所

舗装工事

糸島市前原北２丁目

6,860,700

5,944,400

R3.3.23

（株）花山組

(1)武藤道路（株）（辞退）
(2)（株）三和工業
(3)（株）花山組（ くじ決定）
(4)九大興業（株）
(5)山口建設工業（株）
(6)（有）光道建設
(7)重藤建設（株）

69 福岡県土 北新地新田線 道路改良
整備事務 工事（６工区）
所

土木一式工事

糸島市前原北２丁目

24,379,300

21,462,100

R3.3.23

鈴木建設（株）

(1)建秀ブロック（株）
(2)鈴木建設（株）（ くじ決定）
(3)（株）西原建設（辞退）
(4)（有）森田商会
(5)馬場建設（株）
(6)（株）高木建設
(7)（有）三坂建設
(8)（有）井上組
(9)（有）板谷産業

70 福岡県土 天神中央公園 電気設備
整備事務 更新工事
所

電気工事

福岡市中央区天神１丁目

7,916,700

7,283,100

R3.3.22

（株）福東電設

(1)藤榮電氣工事（株）（辞退）
(2)トキワ電気工業（株）（無効）
(3)野上電気（株）（辞退）
(4)イーエレクス（株）
(5)（株）福東電設
(6)福岡日信電子（株）
(7)健和電気（株）（辞退）

12,787,500

11,173,800

R3.3.23

三浦造園土木建設
（株）

(1)（株）香椎造園
(2)（株）北川緑地建設
(3)グリーンライフ産業（株）
(4)九州グラウンド（株）
(5)イー・スケープ（株）（無効）
(6)三浦造園土木建設（株）（ くじ決定）
(7)（株）別府梢風園
(8)（株）小山千緑園（無効）
(9)平井スポーツ建設（株）（辞退）

65 福岡県土 名島運動公園 野球場フェ 造園工事
整備事務 ンス更新工事（２工区）
所

福岡市東区名島１丁目

66 福岡県土 西公園 伐採工事（１工区） 造園工事
整備事務
所

71 福岡県土 名島運動公園 テニスコー 造園工事
整備事務 ト（Ｃ）シェルター設置工事
所

福岡市東区名島１丁目

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

72 久留米県 （都）久留米駅南町線道路 土木一式工事
土整備事 拡幅工事（４工区）
務所

久留米市西町

30,467,800

30,085,000

R3.2.16

（有）岡組

(1)信成建設（有）（辞退）
(2)（株）クスコ
(3)（有）野田総業
(4)（株）豊栄工業（辞退）
(5)（株）ユニテック
(6)（有）岡組
(7)岩村建設（株）
(8)（株）橋爪土木
(9)（株）藤岡建設（辞退）
(10)九州環境建設（株）
(11)（株）みらい建設
(12)（株）マルケン（辞退）

73 久留米県 川原川公園整備工事（造
土整備事 成２工区）
務所

久留米市田主丸町 石垣

33,017,600

32,340,000

R3.2.24

（株）行徳建設

(1)（株）郷原組（辞退）
(2)（株）筑邦組（辞退）
(3)西見総業（株）（辞退）
(4)（有）日新工務店（辞退）
(5)東雲建設（株）（辞退）
(6)梓建設（株）（辞退）
(7)（株）生野組（無効）
(8)（株）行徳建設
(9)（有）田中通信建設
(10)（有）久大建設
(11)（株）行徳組（辞退）
(12)（株）森組（辞退）

74 南筑後県 筑後広域公園中の島公園 土木一式工事
土整備事 改良復旧工事（１工区）
務所

みやま市瀬高町 長田

21,415,900

20,735,000

R3.2.8

（株）躍進

(1)今村産業（株）
(2)瀬口開発（株）
(3)（株）大洋建設
(4)（有）久冨組
(5)（株）鍋田土木
(6)（有）松本組
(7)（有）成清建設
(8)（有）原口石材
(9)（株）躍進

75 南筑後県 筑後広域公園中の島公園 土木一式工事
土整備事 改良復旧工事（２工区）
務所

みやま市瀬高町 長田

19,474,400

18,865,000

R3.2.8

金子建設（有）

(1)（有）江崎建設
(2)瀬口開発（株）
(3)（株）大洋建設
(4)藤岡建設（株）
(5)（有）久冨組
(6)金子建設（有）
(7)太神工業
(8)（有）協和工業
(9)（有）成清建設
(10)（有）原口石材

76 南筑後県 筑後広域公園フィットネス とび・土工・コンクリート工
土整備事 エリア施設整備工事（４５工 事
務所
区）

みやま市瀬高町 本郷

5,825,600

5,075,400

R3.1.15

（株）フクモト

(1)ニチハツ工業（株）（辞退）
(2)筑豊金網工業（株）
(3)双葉工業（株）
(4)（株）フクモト（ くじ決定）
(5)九州興建（株）
(6)西日本ディックライト（株）
(7)（株）久留米道路施設

77 直方県土 小竹直方幹線（１９工区）下 土木一式工事
整備事務 水管築造工事
所

鞍手郡小竹町大字赤地

82,835,500

73,648,300

R3.2.19

協和建設（株）

(1)協和建設（株）
(2)（株）双一開發
(3)（株）英建設

土木一式工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

38,347,100

36,190,000

R3.3.16

安部田工業（有）

(1)（株）アリオ建設工業
(2)古藤建設
(3)直方コンクリート工業（株）
(4)扶桑興産（株）
(5)（有）長谷川建設
(6)（有）協栄建設
(7)安部田工業（有）
(8)（株）大新
(9)（有）小竹古森組
(10)（株）英建設
(11)（株）筑豊ダイヤ
(12)（株）ハラ工業

2,785,200

2,414,500

R3.3.4

白水建設（有）

(1)白水建設（有）（ くじ決定）
(2)野田建設工業（株）（辞退）
(3)（有）堀本建設
(4)（有）西座建設
(5)（株）北翁
(6)（有）繁永建設工業
(7)京華興産（株）

29,057,600

25,652,000

R3.3.12

凡申産業（株）

(1)永末工業（株）
(2)大竹工業（株）
(3)（有）幸昌建設
(4)（株）ふじ技建
(5)凡申産業（株）（ くじ決定）
(6)太新工業（株）
(7)京華興産（株）
(8)（株）ダイケン
(9)（株）コンベスト

筑後市大字津島

5,596,800

5,148,000

R3.1.25

三洲建設（株）

(1)三洲建設（株）
(2)（株）牟田商会
(3)（有）山内施設工業
(4)徳永設備
(5)（株）五醍建設（辞退）
(6)（株）吉田ボーリング工業（辞退）
(7)中村住宅設備

造園工事

北九州市小倉北区井堀４
丁目

4,389,000

3,853,300

R3.2.1

（株）九州造園

(1)（株）梅田造園土木
(2)（株）九州造園（ くじ決定）
(3)菅原造園建設（株）
(4)（株）成光社（辞退）
(5)（株）西日本緑化（辞退）
(6)（株）門司造園
(7)八幡緑化建設（株）
(8)（株）スピナ

83 北九州県 中央公園 樹木伐採及び
土整備事 ベンチ設置工事（２工区）
務所

造園工事

北九州市小倉北区井堀４
丁目

4,389,000

3,853,300

R3.2.1

八幡緑化建設（株）

(1)（株）梅田造園土木
(2)（株）九州造園（無効）
(3)菅原造園建設（株）
(4)（株）成光社（辞退）
(5)（株）西日本緑化（辞退）
(6)（株）門司造園
(7)八幡緑化建設（株）（ くじ決定）
(8)（株）スピナ

84 北九州県 中央公園 交通安全施設
土整備事 更新工事
務所

とび・土工・コンクリート工
事

北九州市八幡東区八王寺
町

5,872,900

5,577,000

R3.3.17

筑豊金網北九州（株）

(1)（株）安全物産
(2)黒山興産（株）
(3)（有）立栄興業
(4)（有）九州ライン建設（辞退）
(5)（株）大竹フェンス商会
(6)（有）セフティーリード
(7)三幸産業（有）
(8)筑豊金網北九州（株）
(9)日本エスエム（株）

78 直方県土 小竹直方幹線（１８工区）下 土木一式工事
整備事務 水管築造工事
所

鞍手郡小竹町大字赤地

79 京築県土 （都）行橋停車場線仮舗装 舗装工事
整備事務 工事
所

行橋市中央３丁目

80 京築県土 （都）曽根行橋線道路新設 土木一式工事
整備事務 工事（２工区）
所

京都郡苅田町大字新津

81 八女県土 筑後広域公園（体験エリ
整備事務 ア）トイレ等改修工事
所

管工事

82 北九州県 中央公園 樹木伐採及び
土整備事 ベンチ設置工事（１工区）
務所

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

85 那珂県土 現人橋乙金線道路交通安 とび・土工・コンクリート工
整備事務 全施設工事
事
所

那珂川市仲３丁目

4,189,900

3,604,700

R3.1.25

（株）ダイシ

(1)ニチハツ工業（株）
(2)（株）寿陽建設
(3)（株）コムカット
(4)（株）ダイシ（ くじ決定）
(5)（株）開発工業
(6)（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ
(7)交通器材（株）

86 那珂県土 春日公園遊歩道整備工事 造園工事
整備事務 （２工区）
所

春日市原町３丁目

16,964,200

16,060,000

R3.3.12

（株）永松新昭園

(1)筑紫緑地建設（株）
(2)（株）永松新昭園
(3)都造園（株）
(4)（株）愛香園
(5)（有）樹楽園
(6)東洋緑地建設（株）
(7)（株）柴田造園
(8)（株）フクユー緑地
(9)（株）芳野造園土木

87 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 事業消化槽加温機械設備
更新工事

福岡市博多区那珂４丁目

128,734,100

116,030,200

R3.1.20

鎌田バイオ・エンジニ
アリング（株）

（1）鎌田バイオ・エンジニアリング（株）
（2）月島機械（株）福岡支店（辞退）

88 流域下水 筑後川中流右岸流域下水 電気工事
道事務所 道事業監視制御設備更新
工事
89 流域下水 御笠川那珂川流域下水道 電気工事
道事務所 事業消化槽加温電気設備
更新工事

小郡市福童

288,757,700

288,200,000

R3.1.20

（株）安川電機

（1）（株）安川電機

福岡市博多区那珂４丁目

114,581,500

112,200,000

R3.1.21

三菱電機（株）九州支
社

（1）三菱電機（株）九州支社

90 流域下水 多々良川流域下水道事業 電気工事
道事務所 第２水処理制御電源設備
更新工事

糟屋郡粕屋町大字江辻

126,744,200

121,000,000

R3.1.21

（株）日立製作所九州
支社

（1）（株）日立製作所九州支社

91 流域下水 宝満川流域下水道事業送 電気工事
道事務所 風機棟受変電設備更新工
事
92 流域下水 矢部川浄化センター場内 土木一式工事
道事務所 整備工事

小郡市津古

170,250,300

170,170,000

R3.1.21

（株）正興電機製作所

（1）（株）正興電機製作所

3,984,200

3,828,000

R3.1.14

池田建設（株）

（1）（株）深町組（辞退）
（2）田島建設（有）（辞退）
（3）（株）共栄組
（4）下川産業（株）
（5）池田建設（株）
（6）（有）佐藤組（辞退）
（7）安永セメント工業（有）

93 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

12,252,900

11,990,000

R3.1.20

佐藤造園

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

94 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

6,994,900

6,974,000

R3.1.20

（有）伴緑翠園

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

筑後市大字島田

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１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)

95 流域下水 横隈幹線関連工事（２工
道事務所 区）

土木一式工事

小郡市横隈

31,380,800

27,888,300

R3.1.20

立花建設（有）

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

96 流域下水 横隈幹線関連工事（1工
道事務所 区）

土木一式工事

小郡市横隈

29,933,200

29,260,000

R3.1.25

（株）みい舗道

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

97 流域下水 制御電源設備更新工事
道事務所

電気工事

直方市大字植木

49,086,400

45,159,400

R3.3.5

（株）菅原

（1）東芝インフラシステムズ（株）九州支社
（2）（株）正興電機製作所（辞退）
（3）（株）平和電興
（4）協和機電工業（株）福岡支店
（5）（株）明興テクノス福岡支店
（6）健和電気（株）
（7）（株）荏原電産九州営業所（辞退）
（8）千代田興産（株）
（9）（株）九州日立（辞退）
（10）（株）秀電社（辞退）
（11）（株）ドーワテクノス（辞退）
（12）（株）菅原（くじ決定）

備 考

