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1 建築都市
総務課

春日公園球技場内部改修
他工事

建築一式工事 春日市 147,981,900 134,843,500 R4.4.6 眞鍋建設（株） （1）眞鍋建設（株）

2 建築都市
総務課

久留米高等学校北校舎棟
他解体工事

解体工事 久留米市西町 119,013,400 109,491,800 R4.5.25 （株）テイク （1）（株）テイク

3 建築都市
総務課

浮羽工業高等学校体育館
内部改造他工事

建築一式工事 久留米市田主丸町田主丸 107,002,500 98,442,300 R4.6.29 大石建設（株） （1）半田建設（株）（辞退）
（2）黒田建設（株）（無効）
（3）（株）小林建設（辞退）
（4）（株）シャルム建築デザイン
（5）（株）麻生工務店
（6）大石建設（株）
（7）（株）篠原工務所
（8）（株）行徳建設
（9）（株）平田工務店

4 建築都市
総務課

太宰府高校災害復旧（１工
区）工事

土木一式工事 太宰府市高雄３丁目 41,823,100 40,535,000 R4.4.14 （株）湊工業 （1）木本建設（株）（辞退）
（2）（株）山友建設（辞退）
（3）（株）湊工業
（4）（株）宮原産業
（5）（有）長谷建設
（6）（株）宮原土木建設
（7）（有）斉藤建設
（8）平川工業（有）

5 建築都市
総務課

太宰府高校災害復旧（２工
区）工事

土木一式工事 太宰府市高雄３丁目 36,378,100 35,200,000 R4.4.18 （株）宮原土木建設 （1）（株）山友建設（辞退）
（2）（株）宮原土木建設
（3）（株）宮原産業
（4）（有）長谷建設
（5）（株）湊工業
（6）木本建設（株）
（7）平川工業（有）（無効）
（8）（有）斉藤建設（無効）

6 建築都市
総務課

太宰府高校災害復旧（３工
区）工事

土木一式工事 太宰府市高雄３丁目 39,166,600 37,950,000 R4.4.19 （株）宮原産業 （1）（株）山友建設（辞退）
（2）（株）宮原産業
（3）（株）湊工業
（4）（株）宮原土木建設
（5）（有）長谷建設
（6）木本建設（株）
（7）平川工業（有）
（8）（有）斉藤建設

7 建築都市
総務課

筑紫中央高校普通教室棟
改築黒板工事

内装仕上工事 大野城市中央２丁目１２－
１

21,281,700 19,423,800 R4.4.22 中原工業（株） （1）（株）稗田製作所（無効）
（2）福岡黒板（株）
（3）中原工業（株）（くじ決定）
（4）（株）ミワ商会
（5）藤木工業（株）
（6）（有）大陽工業
（7）（有）柴田黒板製作所
（8）（有）あさとも
（9）（有）九州ボード

8 建築都市
総務課

筑紫中央高校特別教室棟
他改築黒板工事

内装仕上工事 大野城市中央２丁目１２－
１

11,639,100 10,593,000 R4.4.22 （株）ミワ商会 （1）（有）柴田黒板製作所（無効）
（2）中原工業（株）（無効）
（3）（有）大陽工業
（4）（有）セイコーボード
（5）藤木工業（株）
（6）（株）ミワ商会（くじ決定）
（7）（株）稗田製作所
（8）福岡黒板（株）
（9）（有）あさとも
（10）（有）九州ボード
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9 建築都市
総務課

田主丸特別支援学校第２
期空調改修設備工事

管工事 久留米市田主丸町石垣 9,077,200 8,223,600 R4.4.21 ダイカン工業（有） （1）ベスト技研（有）（辞退）
（2）（株）井上工業（辞退）
（3）中野設備（辞退）
（4）（有）平田設備工業（辞退）
（5）（有）興英（辞退）
（6）（有）伊福綜合設備（辞退）
（7）（有）アズマ設備（辞退）
（8）マルショウ（株）
（9）ダイカン工業（有）（くじ決定）

10 建築都市
総務課

筑紫中央高校受水槽機械
設備工事

管工事 大野城市中央２丁目１２－
１

34,224,300 31,485,300 R4.4.22 （株）リメックス （1）（株）共和設備工業（辞退）
（2）（株）メガテックジャパン（辞退）
（3）（有）筑紫興産（辞退）
（4）（株）丸藤産業（辞退）
（5）（株）クリアライト（無効）
（6）サンユニティー（株）（辞退）
（7）（有）上下水道開発（辞退）
（8）（株）コスモリサーチ（辞退）
（9）（有）ヤマミ設備
（10）（株）真冷産業
（11）（株）リメックス（くじ決定）
（12）ユニオン（株）

11 建築都市
総務課

三井高校先行迂回電気設
備工事

電気工事 小郡市松崎 13,945,800 12,722,600 R4.4.26 （有）いでがみ電気 （1）日生電気工事（辞退）
（2）（有）栄進電業（辞退）
（3）鹿毛電設（株）（辞退）
（4）（株）カワデン（辞退）
（5）（株）安徳電設工業（辞退）
（6）（株）福岡電化商事
（7）喜多電設（株）
（8）（有）ハセガワ電工
（9）（株）村上電設
（10）（有）いでがみ電気（くじ決定）
（11）中野電気

12 建築都市
総務課

築城特別支援学校中学部
棟他空調改修機械設備工
事

管工事 築上郡築上町大字築城 12,818,300 11,792,000 R4.4.26 （有）西口住宅設備 （1）（有）小路設備工業（辞退）
（2）（有）山崎工務店（辞退）
（3）（有）太田綜合設備（辞退）
（4）アーム管工
（5）（有）中村空調設備
（6）（株）浜田ポンプ
（7）平川ガス（有）
（8）（有）西口住宅設備（くじ決定）
（9）（株）雄志

13 建築都市
総務課

福岡高等視覚特別支援学
校第２期空調改修設備工
事

管工事 筑紫野市大字牛島 37,347,200 34,358,500 R4.4.25 （有）青木工業 （1）（有）太成興業（辞退）
（2）田中住宅産業（株）（辞退）
（3）林田建材（株）（辞退）
（4）シージー設備（株）（辞退）
（5）（有）馬場崎設備（辞退）
（6）（株）三機産業（辞退）
（7）（有）平山設備工業
（8）（株）一新工業
（9）（有）青木工業（くじ決定）
（10）（株）クサノエンジニアリングシステム
（11）（株）中原工務店
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14 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校幼
稚部棟改築先行電気設備
工事

電気工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

14,212,000 13,037,200 R4.4.26 （株）Ｎｅｘｔ　ｓｔａｇｅ （1）九州電設工業（株）（辞退）
（2）興成電気（株）（辞退）
（3）共和電気（株）（辞退）
（4）（有）ツチダ電設（辞退）
（5）（株）甲斐伝説（無効）
（6）（株）協和電気
（7）（株）Ｎｅｘｔ　ｓｔａｇｅ（くじ決定）
（8）（株）杉本電設
（9）（株）Ｍ’ｓエレクトリック
（10）（株）隠岐電工
（11）（株）伊原製作所
（12）（有）三栄電業社

15 建築都市
総務課

北九州視覚特別支援学校
女子寄宿舎棟解体工事

解体工事 北九州市八幡東区高見５
丁目

17,056,600 15,691,500 R4.4.26 大正道路産業（株） （1）環境開発興業（株）（辞退）
（2）昇栄（株）（辞退）
（3）福山総合建設（株）
（4）喜秀建設工業（株）
（5）大正道路産業（株）（くじ決定）
（6）（株）山賀

16 建築都市
総務課

北九州視覚特別支援学校
プール棟解体他工事

解体工事 北九州市八幡東区高見５
丁目

16,288,800 14,880,800 R4.4.27 小林建設（株） （1）（株）新井組（辞退）
（2）別所建設（株）（辞退）
（3）昇栄（株）（辞退）
（4）小林建設（株）（くじ決定）
（5）金子建設興業（有）
（6）（株）末岡工務店
（7）ミクニ建設（株）（無効）

17 建築都市
総務課

築上西高校第２棟解体工
事（第１工区）

解体工事 築上郡築上町大字椎田 26,664,000 26,400,000 R4.4.27 （株）ウエダ （1）（株）栄信建設（無効）
（2）（株）ウエダ
（3）拓伸建設（株）
（4）（有）共眞建設
（5）（株）豊成建設
（6）（有）大長
（7）二葉建設（株）
（8）起産業（有）
（9）（株）釘丸建設
（10）（有）富士建設
（11）（株）山内工務店

18 建築都市
総務課

築上西高校第２棟解体工
事（第２工区）

解体工事 築上郡築上町大字椎田 32,857,000 30,228,000 R4.4.27 （株）ツボネ （1）（株）築上重機
（2）（株）協豊組
（3）（株）寺岡組
（4）宮野建設（株）
（5）ヤスタケ産業（株）
（6）園田建設（株）
（7）（株）ツボネ（くじ決定）
（8）（有）となり建設
（9）（株）松田組
（10）（有）麻野鉄工建設興業
（11）大浜建設工業（株）

19 建築都市
総務課

築城特別支援学校中学部
棟他空調改修電気設備工
事

電気工事 築上郡築上町大字築城 7,175,300 6,529,600 R4.4.25 （株）しげもり （1）（株）テクニカルワークス（辞退）
（2）（株）テクノネット（辞退）
（3）（株）クリデン
（4）（株）しげもり（くじ決定）
（5）（株）田村電気商会
（6）（有）岩崎電気
（7）（有）柏木電気商会
（8）（資）中野電気商会
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20 建築都市
総務課

県営中鶴団地第９工区解
体工事

解体工事 中間市中鶴２丁目 32,363,100 29,773,700 R4.4.28 武巳建設（株） （1）（有）大膳建設（辞退）
（2）山藤建設（株）（無効）
（3）（株）山本組（辞退）
（4）安川産業（株）（辞退）
（5）小西建設工業（株）
（6）藤木建設（株）
（7）（株）東栄建設
（8）久米建設（株）
（9）山兼工業（有）
（10）武巳建設（株）（くじ決定）
（11）（株）河村組

21 建築都市
総務課

県営中鶴団地第１０工区解
体工事

解体工事 中間市中鶴２丁目 28,219,400 25,961,100 R4.4.28 （株）東洋建設 （1）（有）潮建設（辞退）
（2）（有）タカネ建設工業（無効）
（3）山藤建設（株）（無効）
（4）（有）大膳建設（辞退）
（5）日慶建設（株）
（6）藤木建設（株）
（7）（株）東栄建設
（8）（株）東洋建設（くじ決定）
（9）山兼工業（有）
（10）（株）河村建設
（11）鮫島建設（株）
（12）三幸産業（有）
（13）（株）河村組

22 建築都市
総務課

県営中鶴団地第１１工区解
体工事

解体工事 中間市中鶴２丁目 30,170,800 27,756,300 R4.4.28 久米建設（株） （1）ヤクシン開発（株）（辞退）
（2）（株）佐知産業（辞退）
（3）安川産業（株）（辞退）
（4）三喜建設工業（辞退）
（5）（株）山本組（辞退）
（6）小西建設工業（株）
（7）（株）東栄建設
（8）宮田建設（株）
（9）山藤建設（株）（無効）
（10）東洋建設工業（株）
（11）久米建設（株）（くじ決定）
（12）武巳建設（株）（無効）
（13）（有）田中幸二郎組

23 建築都市
総務課

県営中鶴団地第１２工区解
体工事

解体工事 中間市中鶴２丁目 32,391,700 29,792,400 R4.4.28 山藤建設（株） （1）ヤクシン開発（株）（無効）
（2）（株）佐知産業（辞退）
（3）三喜建設工業（辞退）
（4）東洋建設工業（株）
（5）宮田建設（株）
（6）（株）東栄建設
（7）（株）松尾組
（8）（有）山栄工業
（9）山藤建設（株）（くじ決定）
（10）（有）田中幸二郎組
（11）（株）大和総合建設

24 建築都市
総務課

県営中鶴団地第１３工区解
体工事

解体工事 中間市中鶴２丁目 30,729,600 28,271,100 R4.4.28 （有）タカネ建設工業 （1）（有）潮建設（辞退）
（2）山藤建設（株）（無効）
（3）三幸産業（有）
（4）（有）山栄工業
（5）鮫島建設（株）
（6）（株）松尾組
（7）（株）大和総合建設
（8）（株）東洋建設
（9）（株）東栄建設
（10）（有）タカネ建設工業（くじ決定）
（11）日慶建設（株）
（12）（株）河村建設
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25 建築都市
総務課

若松高校受水槽機械設備
工事

管工事 北九州市若松区上原町 23,334,300 21,466,500 R4.4.28 （有）吉本工務店 （1）土居工業（株）（辞退）
（2）（株）不動商会（辞退）
（3）高崎設備（株）（無効）
（4）（有）戸畑ホーム設備（辞退）
（5）エスアイ技研（株）（辞退）
（6）（有）九州設備工業所（辞退）
（7）日信工業（株）
（8）（有）吉本工務店（くじ決定）
（9）（株）若松水道工業所
（10）（有）エス・アイ・エス
（11）（株）大興設備工業

26 建築都市
総務課

北九州高等学園第２期空
調改修電気設備工事

電気工事 中間市大字中間大辻町 16,401,000 15,068,900 R4.5.2 別府電気 （1）高宮電気商会（無効）
（2）（有）エコー（無効）
（3）（株）ヨシダ電気（辞退）
（4）（株）若松通信（無効）
（5）（有）早野電気商会（辞退）
（6）（有）北電工（無効）
（7）別府電気（くじ決定）
（8）（株）マクシス
（9）岡本電気工務店
（10）（有）ビジテック
（11）スエヒロ電気

27 建築都市
総務課

北九州高等学園第２期空
調改修機械設備工事（第１
工区）

管工事 中間市大字中間大辻町 31,515,000 28,993,800 R4.5.2 （株）佐藤商店 （1）（株）ダイワ設備（辞退）
（2）（有）入江設備（辞退）
（3）（有）吉田工務店（辞退）
（4）中嶋工業（辞退）
（5）（有）岡田設備工業（辞退）
（6）（有）佐伯工務店（辞退）
（7）（株）瀬登
（8）三和産業（株）
（9）（株）村上工務店
（10）（株）福田工務店
（11）（株）佐藤商店（くじ決定）
（12）（有）むらた水工

28 建築都市
総務課

北九州高等学園第２期空
調改修機械設備工事（第２
工区）

管工事 中間市大字中間大辻町 20,834,000 19,166,400 R4.5.2 （株）村上工務店 （1）（有）ヤマノ設備（辞退）
（2）（有）佐伯工務店（辞退）
（3）（株）ダイワ設備（辞退）
（4）（有）入江設備（辞退）
（5）（有）吉田工務店（辞退）
（6）（有）来島工業（辞退）
（7）（有）オー・アール・エス（辞退）
（8）中嶋工業（辞退）
（9）（有）岡田設備工業（辞退）
（10）（株）佐藤商店（無効）
（11）（有）倉光設備（辞退）
（12）（有）むらた水工
（13）（株）村上工務店（くじ決定）
（14）（株）福田工務店

29 建築都市
総務課

北九州高等学園寄宿舎棟
温水ヒーター改修工事

管工事 中間市大字中間大辻町 25,118,500 23,108,800 R4.5.2 永久工業（株） （1）（株）敷田工務店（辞退）
（2）（有）吉田工務店（辞退）
（3）（株）佐藤商店（無効）
（4）（有）岡田設備工業（辞退）
（5）中嶋工業（辞退）
（6）（株）村上工務店（辞退）
（7）（株）ダイワ設備（辞退）
（8）（有）入江設備（辞退）
（9）（有）佐伯工務店（辞退）
（10）藤建設工業（株）
（11）（有）むらた水工
（12）（株）福田工務店
（13）永久工業（株）（くじ決定）
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30 建築都市
総務課

若松高校教室棟改築黒板
工事

内装仕上工事 北九州市若松区上原町 8,278,600 7,615,300 R4.6.13 （有）大陽工業 （1）（有）大陽工業（くじ決定）
（2）（有）あさとも
（3）（有）九州ボード
（4）（有）セイコーボード
（5）藤木工業（株）
（6）（有）柴田黒板製作所
（7）（株）ミワ商会
（8）中原工業（株）
（9）（株）稗田製作所

31 建築都市
総務課

県営城浜団地第３工区畳
工事

内装仕上工事 福岡市東区城浜団地 3,957,800 3,872,000 R4.6.9 宮嵜たたみ店 （1）（有）井上畳店（辞退）
（2）宮嵜たたみ店
（3）鶴田畳店
（4）久保山畳店
（5）（資）内田製畳所
（6）（有）下川畳材
（7）（株）松田商店
（8）国﨑畳襖店

32 建築都市
総務課

県営城浜団地第３工区襖
工事

内装仕上工事 福岡市東区城浜団地 4,676,100 4,565,000 R4.6.10 （株）石橋表具店 （1）（有）合屋翠雲堂（無効）
（2）（株）石橋表具店
（3）倉谷翠泉堂
（4）（有）小川宇仙堂
（5）（合）大雅堂
（6）（有）宮崎表具店
（7）（有）米谷表具店

33 建築都市
総務課

県営城浜団地第４工区畳
工事

内装仕上工事 福岡市東区城浜団地 3,957,800 3,878,600 R4.6.13 小川畳店 （1）小川畳店
（2）久保山畳店
（3）和田畳店
（4）内装リフォームやまだ
（5）堀川畳襖店
（6）宮嵜たたみ店
（7）（有）井上畳店
（8）国﨑畳襖店
（9）鶴田畳店

34 建築都市
総務課

県営城浜団地第４工区襖
工事

内装仕上工事 福岡市東区城浜団地 4,940,100 4,818,000 R4.6.7 （有）合屋翠雲堂 （1）フジタ内装（辞退）
（2）唐木美装（辞退）
（3）（有）合屋翠雲堂
（4）（株）石橋表具店
（5）（有）ありま内装
（6）（有）米谷表具店
（7）黒木内装

35 建築都市
総務課

県営城浜団地第３・４工区
植栽工事

造園工事 福岡市東区城浜団地 3,538,700 3,254,900 R4.6.10 （株）蟻造園 （1）（有）飯田園芸（辞退）
（2）福岡外構緑化（有）（辞退）
（3）（有）グリーンサイト（辞退）
（4）愛葉造園（辞退）
（5）（株）蟻造園
（6）（有）福博グリーン
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36 建築都市
総務課

須恵高校第２期便所改修
機械設備工事

管工事 糟屋郡須惠町大字旅石 36,599,200 33,671,000 R4.6.10 （有）相部設備工業 （1）（株）協和設備工業（辞退）
（2）（有）松尾設備（無効）
（3）（有）ホットサポート（辞退）
（4）昭和鉄工（株）（辞退）
（5）（株）光商会（辞退）
（6）（有）姫路屋建材（辞退）
（7）（株）白川設備工業（辞退）
（8）松山工業（株）（辞退）
（9）藤木良弘設備（株）（辞退）
（10）（株）藤木商会（辞退）
（11）（有）三設（辞退）
（12）東工業（株）
（13）（有）相部設備工業（くじ決定）
（14）（株）マスダ設備工業

37 建築都市
総務課

柏陵高校第２期便所改修
工事

建築一式工事 福岡市南区柏原４丁目４７
－１

36,319,800 33,413,600 R4.6.15 （株）大成工務店 （1）フクパ建設（株）（辞退）
（2）（有）喬洲開発（無効）
（3）げんき住宅（株）（辞退）
（4）（株）ブルク（辞退）
（5）（株）中村政工務店（辞退）
（6）（有）松屋工務店（辞退）
（7）リビング工業（株）（辞退）
（8）（株）守田工務店（辞退）
（9）（株）森山工務店（辞退）
（10）（有）松吉繁工務店（辞退）
（11）（有）須和建設（辞退）
（12）（株）稲葉工務店（辞退）
（13）（株）大成工務店
（14）（株）大和工務所
（15）（有）白石工務店

38 建築都市
総務課

古賀特別支援学校（小中
学部）第２期空調改修設備
工事

管工事 古賀市千鳥４丁目 19,065,200 17,539,500 R4.6.15 （有）朝日水工業 （1）（株）トウテック（辞退）
（2）（株）不二光（辞退）
（3）九州特機（株）（辞退）
（4）（有）三栄設備（辞退）
（5）（株）キュウエイ（辞退）
（6）ＴＳＥ（株）
（7）（有）大宝
（8）（有）朝日水工業（くじ決定）
（9）（有）栄和工業所
（10）（株）鬼木商店
（11）（有）坂口設備工業
（12）（株）豊友技建工業

39 建築都市
総務課

福岡県農業大学校宿泊棟
便所改修工事

建築一式工事 筑紫野市大字吉木 36,170,200 33,276,100 R4.6.14 （株）ｉｔ’ｓ・ダイワ （1）（有）須和建設（辞退）
（2）宮嶋建設工業（株）（辞退）
（3）（株）九和九創（辞退）
（4）徳田建設（株）（辞退）
（5）（株）アラツホーム（辞退）
（6）（株）中山建設（辞退）
（7）（有）白石工務店（辞退）
（8）（有）丸野工務店（辞退）
（9）げんき住宅（株）（辞退）
（10）（有）喬洲開発（無効）
（11）青南建設（株）（辞退）
（12）（株）守田工務店（辞退）
（13）スペース・ワーク（株）（辞退）
（14）（株）ｉｔ’ｓ・ダイワ（くじ決定）
（15）（株）大和工務所
（16）（有）大建設
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40 建築都市
総務課

建設技術情報センター第１
期空調改修機械設備工事

管工事 糟屋郡篠栗町大字田中 40,349,100 37,120,600 R4.6.15 （有）松尾設備 （1）（株）白川設備工業（辞退）
（2）（有）ホットサポート（辞退）
（3）（株）光商会（辞退）
（4）（有）姫路屋建材（辞退）
（5）（有）三設（辞退）
（6）藤木良弘設備（株）（辞退）
（7）（株）藤木商会（辞退）
（8）松山工業（株）（辞退）
（9）（株）マスダ設備工業（辞退）
（10）東工業（株）（無効）
（11）昭和鉄工（株）
（12）（株）協和設備工業
（13）（有）松尾設備（くじ決定）
（14）（有）相部設備工業

41 建築都市
総務課

香椎工業高校第１期便所
改修工事

建築一式工事 福岡市東区香椎駅東２丁
目

42,219,100 38,841,000 R4.6.13 （株）ｎｉｃｏ （1）（株）福遼建設（辞退）
（2）（有）荒川工務店（辞退）
（3）（株）ティスプランニング（辞退）
（4）やまて建設（辞退）
（5）（株）ジェイ・テック（辞退）
（6）（有）須藤友規工務店（辞退）
（7）吉松建設（株）（辞退）
（8）（有）霧島建築事務所（辞退）
（9）宮崎本店（辞退）
（10）創技建（辞退）
（11）（株）占部製作所（辞退）
（12）（株）協栄建設（辞退）
（13）（株）興亜
（14）（株）ｎｉｃｏ（くじ決定）
（15）福岡中小建設業（同）

42 建築都市
総務課

須恵高校第２期便所改修
工事

建築一式工事 糟屋郡須惠町大字旅石 34,815,000 32,029,800 R4.6.16 （株）福岡リフォーム
サービス

（1）吉松建設（株）（辞退）
（2）（有）中園工務店（辞退）
（3）宮崎本店（辞退）
（4）（株）桶島建設（辞退）
（5）創技建（辞退）
（6）（株）九州アイム（辞退）
（7）やまて建設（辞退）
（8）（株）ティスプランニング（辞退）
（9）（有）庄司工務店（辞退）
（10）（株）福遼建設（辞退）
（11）板谷建設（辞退）
（12）（株）ジェイ・テック（辞退）
（13）（株）福岡リフォームサービス（くじ決定）
（14）（株）興亜
（15）（株）秀嶋工務店
（16）（株）ｎｉｃｏ（無効）

43 建築都市
総務課

柏陵高校第２期便所改修
電気設備工事

電気工事 福岡市南区柏原４丁目４７
－１

6,347,000 5,768,400 R4.6.15 （有）本多電気設備 （1）（株）Ｎｅｗ　Ｂｒｅｅｚｅ（辞退）
（2）前田電機商会（辞退）
（3）鹿島電機（株）（無効）
（4）（有）ムクモト電機（辞退）
（5）（有）吉田電業（無効）
（6）内之倉電機（株）（無効）
（7）（有）三和電子（無効）
（8）（有）本多電気設備
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44 建築都市
総務課

柏陵高校第２期便所改修
機械設備工事

管工事 福岡市南区柏原４丁目４７
－１

41,836,300 38,489,000 R4.6.15 基聖産業（株） （1）（株）古屋工業所（辞退）
（2）（株）大伸設備（辞退）
（3）（株）福菱冷機（辞退）
（4）板倉冷機工業（株）（辞退）
（5）山本設備工業（株）（辞退）
（6）西日本設備工業（株）（辞退）
（7）トキワ工業（株）（辞退）
（8）進興設備工業（株）（辞退）
（9）（株）朝日プラント（辞退）
（10）基聖産業（株）（くじ決定）
（11）（有）英友工業
（12）（株）白戸設備
（13）鶴田工業（株）
（14）（株）エイショウ
（15）（株）福設

45 建築都市
総務課

香椎工業高校第１期便所
改修電気設備工事

電気工事 福岡市東区香椎駅東２丁
目

10,216,800 9,320,300 R4.6.17 （株）西日本計装 （1）（株）志賀電設（辞退）
（2）エム・ティ・エスひかり（株）（辞退）
（3）（株）福岡計装エンジニアリング（辞退）
（4）よしてる電気（無効）
（5）（株）太洋電業（辞退）
（6）ホクトライティング（株）（辞退）
（7）佐世保通信設備（株）（無効）
（8）吉松電装（株）
（9）（株）西日本計装（くじ決定）

46 建築都市
総務課

香椎工業高校第１期便所
改修機械設備工事

管工事 福岡市東区香椎駅東２丁
目

44,572,000 41,005,800 R4.6.17 （株）城東コーポレー
ション

（1）（有）今泉設備工業（辞退）
（2）上政工業（株）（辞退）
（3）（株）九州空調（辞退）
（4）（株）西日本洗管サービス（辞退）
（5）（株）フジネツ工業（辞退）
（6）昭星電業（株）（辞退）
（7）（株）城東コーポレーション（くじ決定）
（8）（株）東管工
（9）（株）博東設備工業
（10）真崎施設（株）
（11）（株）藤善設備工業
（12）（株）機創工業

47 建築都市
総務課

須恵高校第２期便所改修
電気設備工事

電気工事 糟屋郡須惠町大字旅石 7,307,300 6,652,800 R4.6.17 アリマ電光 （1）（有）吉村電気商会（辞退）
（2）朝日電業社（辞退）
（3）シンセイ電気工事（株）（辞退）
（4）（株）輝電工（辞退）
（5）（株）みやぎ電気（辞退）
（6）（株）サンシャイン九州本部（辞退）
（7）（株）井上電設
（8）アリマ電光（くじ決定）

48 建築都市
総務課

建設技術情報センター第１
期空調改修電気設備工事

電気工事 糟屋郡篠栗町大字田中 16,724,400 15,329,600 R4.6.17 高瀬電気商会 （1）（株）キシヤ（辞退）
（2）（有）横田電設（辞退）
（3）（有）城電設（辞退）
（4）永渕電機（株）（辞退）
（5）（有）原竹電工（辞退）
（6）（有）百田電気（辞退）
（7）阿部電工（株）
（8）高瀬電気商会（くじ決定）
（9）（株）前澤電気工業
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49 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校教
室棟他解体工事（第１工
区）

解体工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

44,244,200 40,704,400 R4.6.20 （株）大山組 （1）（有）木戸司工務店（無効）
（2）（株）大森工業（無効）
（3）太陽建設（株）（無効）
（4）金山建設工業（株）（無効）
（5）（株）川口建設（辞退）
（6）岡本土木（株）（辞退）
（7）（株）山本建工
（8）（株）井上光産
（9）（株）大山組（くじ決定）
（10）（株）佐藤技建

50 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校教
室棟他解体工事（第２工
区）

解体工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

39,314,000 36,168,000 R4.6.20 西港建設工業（株） （1）光進工業（株）（辞退）
（2）（株）麻生島工務店（辞退）
（3）（株）東洋ビルド（辞退）
（4）（有）高木工務店（辞退）
（5）西港建設工業（株）（くじ決定）
（6）松田土木（株）
（7）（株）豊正
（8）ヱビス（株）
（9）共和土木（株）
（10）（株）清水工務店（無効）

51 建築都市
総務課

県営吉田団地第１１工区解
体工事

解体工事 北九州市小倉南区上吉田
３丁目

22,316,800 20,530,400 R4.6.20 （株）寿陽建設 （1）（株）延吉工業（無効）
（2）（有）ヤマウ興産（無効）
（3）宮本建設工業（株）（辞退）
（4）（株）金城興業
（5）（有）中澄建設
（6）（株）大幸組
（7）（有）曽我商事
（8）（株）寿陽建設（くじ決定）
（9）（株）山本工業
（10）河建工業（株）
（11）（有）細川工業

52 建築都市
総務課

県営吉田団地第１２工区解
体工事

解体工事 北九州市小倉南区上吉田
３丁目

15,995,100 14,714,700 R4.6.20 （有）中澄建設 （1）（有）岩建設（辞退）
（2）（有）細川工業（無効）
（3）（有）ヤマウ興産（無効）
（4）（株）寿陽建設（無効）
（5）（株）延吉工業（無効）
（6）重光工業（株）
（7）（株）金城興業
（8）河建工業（株）
（9）（有）中澄建設（くじ決定）
（10）（株）大幸組
（11）（有）曽我商事

53 建築都市
総務課

県営吉田団地第１３工区解
体工事

解体工事 北九州市小倉南区上吉田
３丁目

22,789,800 20,966,000 R4.6.20 （有）ヤマウ興産 （1）（株）延吉工業（無効）
（2）（有）細川工業（無効）
（3）（株）金城興業（無効）
（4）（有）曽我商事
（5）（株）大幸組
（6）（有）大野機工
（7）河建工業（株）
（8）（有）ヤマウ興産（くじ決定）
（9）（有）中澄建設
（10）（株）寿陽建設
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54 建築都市
総務課

県営吉田団地第１４工区解
体工事

解体工事 北九州市小倉南区上吉田
３丁目

23,538,900 21,655,700 R4.6.20 （株）延吉工業 （1）河建工業（株）
（2）（株）金城興業
（3）（有）ヤマウ興産
（4）（有）中澄建設
（5）（株）大幸組
（6）（有）細川工業
（7）（株）延吉工業（くじ決定）
（8）（有）曽我商事
（9）（株）寿陽建設

55 建築都市
総務課

中間高校　エントランス空
洞化修繕工事

土木一式工事 中間市大字中間 20,617,300 18,492,100 R4.6.21 （有）西村組 （1）山藤建設（株）（辞退）
（2）小林建設（株）（辞退）
（3）（株）アリタ（無効）
（4）（株）原産業（辞退）
（5）（有）御館建設（辞退）
（6）（株）東栄建設（辞退）
（7）（株）山瀬組
（8）（有）西村組（くじ決定）
（9）喜秀建設工業（株）

56 建築都市
総務課

古賀特別支援学校プール
棟解体工事

解体工事 古賀市千鳥４丁目 33,622,600 30,932,000 R4.6.28 （株）三和興業 （1）（株）安武（辞退）
（2）共栄産業（株）（辞退）
（3）（株）明興
（4）（株）三和興業（くじ決定）
（5）（株）新生
（6）（株）大東和
（7）（株）橋本組
（8）（株）坂口工業
（9）（株）福津建設
（10）（株）タカトミ
（11）（株）坂本工業
（12）（株）妹尾産業

57 建築都市
総務課

県営日の出町団地子育て
支援型個別改善工事

建築一式工事 春日市日の出町２丁目 18,613,100 17,123,700 R4.6.24 （有）大建設 （1）（有）須和建設（辞退）
（2）徳田建設（株）（辞退）
（3）（株）アラツホーム（辞退）
（4）（株）ｉｔ’ｓ・ダイワ（辞退）
（5）スペース・ワーク（株）（辞退）
（6）（有）喬洲開発（辞退）
（7）げんき住宅（株）（辞退）
（8）（有）丸野工務店（辞退）
（9）（株）九和九創（辞退）
（10）（株）中山建設（辞退）
（11）青南建設（株）（辞退）
（12）宮嶋建設工業（株）（辞退）
（13）（有）大建設
（14）（有）白石工務店

58 建築都市
総務課

県営明星寺団地子育て支
援型個別改善工事

建築一式工事 飯塚市明星寺 34,171,500 31,436,900 R4.6.28 （株）久保薗組 （1）仲工務店（辞退）
（2）（株）ログファーム（辞退）
（3）（株）プロスホーム（無効）
（4）（有）瑞穂工務店（辞退）
（5）（有）フクダ技建（辞退）
（6）（有）徳永建設（辞退）
（7）（有）大村建設（辞退）
（8）（株）久保山産業（無効）
（9）（有）まつよし（無効）
（10）（株）進光開発（無効）
（11）（株）クラシアホーム（辞退）
（12）（株）高津建設
（13）（株）クボイ
（14）（株）久保薗組（くじ決定）
（15）（株）大貴建設
（16）（有）川上建設
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59 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校体
育館大規模改修工事

建築一式工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

43,143,100 39,668,200 R4.6.29 （有）平田建築 （1）（有）松根企画（辞退）
（2）東海建装（株）（無効）
（3）（有）泊建設（辞退）
（4）（株）インテリアフルモリ（辞退）
（5）（有）新明和工務店（辞退）
（6）（有）ゼムケンサービス（辞退）
（7）（株）軸丸工務店（辞退）
（8）（株）ヤマト建設（辞退）
（9）以和貴商事（株）
（10）（有）平田建築（くじ決定）
（11）（有）住栄ホーム
（12）（有）林技建

60 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校体
育館内部改造工事

建築一式工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

31,914,300 29,360,100 R4.6.29 （有）清新建設 （1）観己（株）（無効）
（2）大和黄金建設（株）（辞退）
（3）（株）ヤマト建設（辞退）
（4）（株）バトス（辞退）
（5）（有）川原建設（辞退）
（6）以和貴商事（株）（辞退）
（7）（株）佐々木工務店（辞退）
（8）（有）新東建設（辞退）
（9）（有）伊原工務店（辞退）
（10）（株）さくら建築工房
（11）（有）清信建設
（12）（有）清新建設（くじ決定）

61 建築都市
総務課

春日公園球技場内部改修
他電気設備工事

電気工事 春日市 38,881,700 35,770,900 R4.6.30 （株）リオス （1）高橋電業（株）（無効）
（2）アルプス工業（株）（無効）
（3）三交電気工事（株）（無効）
（4）テクノシステム（株）（辞退）
（5）西鉄電設工業（株）（辞退）
（6）（株）つばき電設（無効）
（7）（株）朋友（辞退）
（8）イーデン電気技研（株）（辞退）
（9）（株）関屋電設
（10）大洋電気（株）
（11）甲斐電気工事（株）
（12）（株）リオス（くじ決定）

62 建築都市
総務課

福岡県農業大学校宿泊棟
便所改修機械設備工事

管工事 筑紫野市大字吉木 27,687,000 24,365,000 R4.6.21 （有）平山設備工業 （1）（有）平山設備工業
（2）（株）東筑設備工業
（3）西日本ステンレス工業（株）

63 建築都市
総務課

福岡県農業大学校宿泊棟
便所改修電気設備工事

電気工事 筑紫野市大字吉木 7,453,600 6,820,000 R4.6.28 吉松電装（株） （1）吉松電装（株）
（2）（株）春日電工
（3）（有）松浦電業社

64 福岡県土
整備事務
所

（都）中川熊鶴線　道路舗
装工事

ほ装工事 古賀市新久保１丁目 31,103,600 29,480,000 R4.4.11 （株）アイフク道路 (1)興和道路（株）
(2)日東道路（株）
(3)九州ニチレキ工事（株）
(4)青柳建設（株）
(5)（株）アイフク道路
(6)大平道路（株）
(7)（株）増山建設
(8)三苫舗道（株）
(9)（株）ユウキコーポレーション
(10)東昭栄興業（株）
(11)たむら道路（株）
(12)熊川工業（株）
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65 福岡県土
整備事務
所

（都）中川熊鶴線　信号照
明施設移設工事

電気工事 古賀市新久保１丁目 23,225,400 20,927,500 R4.6.2 （株）福岡電設 (1)（株）島田電気商会
(2)（株）平和電興
(3)（株）サン電工社
(4)栄共電設（株）
(5)大和電業（株）
(6)（株）高砂電業社
(7)上内電気（株）
(8)（株）福岡電設（ くじ決定）
(9)九信電設（株）

66 福岡県土
整備事務
所

（都）中川熊鶴線道路改良
工事（３工区）

土木一式工事 古賀市新久保１丁目 29,957,400 27,009,400 R4.6.21 （株）一木土木 (1)（株）上東商事
(2)美輪興業（株）
(3)（株）盛川リアルテック
(4)山仲産業（株）
(5)（株）博栄建設工業（辞退）
(6)（有）山崎産業
(7)（株）一木土木（ くじ決定）
(8)（株）金子組
(9)（株）青柳建設

67 南筑後県
土整備事
務所

筑後広域公園フィットネス
エリア舗装工事（１２工区）

ほ装工事 みやま市瀬高町　本郷 23,943,700 22,979,000 R4.4.6 （有）南筑舗道 (1)昭和舗道（株）
(2)大和道路（株）
(3)森田建設（株）
(4)森田舗道（有）
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)九州舗道（株）
(9)瀬口舗道（株）

68 南筑後県
土整備事
務所

フィットネスエリア舗装工事
（１３工区）

ほ装工事 みやま市瀬高町　本郷 16,071,000 15,257,000 R4.4.6 瀬口舗道（株） (1)有明道路（株）
(2)森田舗道（有）
(3)（株）鐘福組
(4)（株）共和建設
(5)（有）南筑舗道（無効）
(6)（株）三和建設（無効）
(7)（有）サンワ舗道
(8)九州舗道（株）
(9)（株）龍組
(10)瀬口舗道（株）

69 北九州県
土整備事
務所

遠賀川下流流域下水道幹
線管渠維持管理業務

土木一式工事 中間市 3,172,400 2,752,200 R4.4.1 大林建設（株） (1)（株）末岡工務店
(2)（株）宮崎組
(3)小林建設（株）
(4)小西建設工業（株）
(5)大林建設（株）（ くじ決定）
(6)（株）山賀（無効）
(7)（株）竹之下

70 田川県土
整備事務
所

中央団地川宮線道路改良
工事（Ｒ３－３工区）

土木一式工事 田川市大字奈良 29,840,800 26,466,000 R4.4.14 （株）小堤工務店 (1)木戸安産業（株）（無効）
(2)水谷建設工業（株）（辞退）
(3)（株）小堤工務店（ くじ決定）
(4)（有）翔栄建設
(5)（有）誠工業（辞退）
(6)（有）仁志興業（無効）
(7)（有）植田建設（無効）
(8)浦野工務店（株）（辞退）
(9)（株）タテイシ建設（辞退）
(10)福田建設（株）
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71 田川県土
整備事務
所

中央団地川宮線道路改良
工事（Ｒ３－４工区）

土木一式工事 田川市大字奈良 42,715,200 37,845,500 R4.4.13 清水丸源建設（株） (1)（株）菅野建設
(2)（株）谷口組（辞退）
(3)光工業（株）（辞退）
(4)正木工業（株）
(5)（有）豊永重機建設（無効）
(6)（株）太平産業
(7)（株）大栄工業
(8)（有）田渕組
(9)清水丸源建設（株）（ くじ決定）
(10)（株）鷹羽建設（辞退）
(11)（有）佐々木造園（無効）
(12)（株）石橋組

72 田川県土
整備事務
所

中央団地川宮線道路改良
工事（Ｒ３－２工区）

土木一式工事 田川市丸山町 40,730,800 36,107,500 R4.4.12 （有）仁志興業 (1)（株）関野建設
(2)（株）大和土木（辞退）
(3)（株）小堤工務店（無効）
(4)（有）翔栄建設
(5)清水丸源建設（株）（無効）
(6)（株）鷹羽建設（辞退）
(7)（株）石橋組
(8)（有）仁志興業（ くじ決定）
(9)（株）浦野建設（辞退）
(10)（有）植田建設（無効）
(11)（有）にしき建設
(12)（株）タテイシ建設（辞退）
(13)福田建設（株）

73 那珂県土
整備事務
所

西鉄天神大牟田線（現人
橋乙金線）白木原駅入口
交差点改良工事

土木一式工事 大野城市白木原１丁目 14,615,700 14,509,000 R4.5.26 （株）吉山建設 (1)（株）井上興業（辞退）
(2)小倉建設（株）
(3)（株）吉山建設
(4)（株）龍建設工業
(5)古賀産業（株）（辞退）
(6)（有）協栄建設（辞退）
(7)（株）中野土木（辞退）
(8)（有）武富士建設（辞退）
(9)大野企業（株）

74 那珂県土
整備事務
所

春日公園野球場天然芝段
差解消工事

造園工事 春日市原町３丁目 8,707,600 8,272,000 R4.4.13 （株）斉藤造園 (1)小林造園建設（株）
(2)筑紫緑地建設（株）
(3)（株）愛香園
(4)（有）樹楽園
(5)（株）斉藤造園
(6)（株）柴田造園
(7)（株）芳野造園土木

75 流域下水
道事務所

龍徳ポンプ場外ポンプ機械
設備工事

機械器具設置工事 宮若市龍徳 44,873,400 44,000,000 R4.6.22 新明和工業（株）流体
事業部営業本部九州
支店

(1)（株）クボタ九州支社（辞退）
(2)（株）荏原製作所九州支社（辞退）
(3)新明和工業（株）流体事業部営業本部九州支店
(4)（株）電業社機械製作所九州支店（辞退）
(5)（株）酉島製作所九州支店（辞退）
(6)（株）鶴見製作所九州支店（辞退）
(7)（株）九電工（辞退）
(8)（株）ドーワテクノス（辞退）
(9)（株）秀電社
(10)（株）菅原（辞退）
(11)（株）ケイ・イー・エス（辞退）
(12)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）（辞退）

76 流域下水
道事務所

初沈汚泥スクリーン設備更
新工事

機械器具設置工事 中間市大字中底井野 35,387,000 34,980,000 R4.6.29 （株）ドーワテクノス (1)メタウオーター（株）九州営業部（辞退）
(2)月島機械（株）福岡支店（辞退）
(3)住友重機械エンバイロンメント（株）福岡支店（辞退）
(4)三機工業（株）九州支店（辞退）
(5)三菱化工機（株）九州支店（辞退）
(6)クボタ環境エンジニアリング（株）九州支店（辞退）
(7)（株）九電工（辞退）
(8)（株）ドーワテクノス
(9)（株）秀電社（辞退）
(10)（株）菅原（辞退）
(11)（株）ケイ・イー・エス（辞退）
(12)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）（無効）


