
（ 期間　令和４年７月１日　～　令和４年９月３０日 ）
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備　考

1 建築都市
総務課

県営須川団地第１工区建
築工事

建築一式工事 田川郡香春町大字採銅所 287,343,100 264,355,300 R4.7.5 （株）菅野建設 （1）大栄産業（株）（無効）
（2）（株）共和建設工業（無効）
（3）神崎建設（株）
（4）（株）菅野建設
（5）（有）桑野組
（6）（株）赤尾組
（7）（株）巽工業
（8）（有）植田建設

2 建築都市
総務課

県営須川団地第２工区建
築工事

建築一式工事 田川郡香春町大字採銅所 191,088,700 175,800,900 R4.7.5 （有）桑野組 （1）（株）菅野建設（無効）
（2）（有）植田建設
（3）（株）巽工業
（4）大栄産業（株）
（5）（有）桑野組
（6）（株）共和建設工業

3 建築都市
総務課

早良高等学校　校地整備
（グラウンド）工事

土木一式工事 福岡市早良区大字小笠木 269,024,800 245,971,000 R4.7.22 （株）松本組 （1）木村土建（株）（辞退）
（2）岩崎建設（株）（辞退）
（3）福東（株）
（4）西光建設（株）
（5）（株）東田中建設
（6）アスミオ．（株）
（7）久保建（株）
（8）（株）藤原組
（9）（株）松本組
（10）（株）環境施設

4 建築都市
総務課

糸島特別支援学校（仮称）
校舎棟他新築工事（第１工
区）

建築一式工事 糸島市泊 1,140,165,400 1,048,951,200 R4.9.29 へいせい・松吉・共栄
特定建設工事共同企
業体

（1）まつい・西鉄・井口特定建設工事共同企業体（辞退）
（2）へいせい・松吉・共栄特定建設工事共同企業体
（3）岩崎・柿原・アスミオ．特定建設工事共同企業体

5 建築都市
総務課

糸島特別支援学校（仮称）
校舎棟他新築工事（第２工
区）

建築一式工事 糸島市泊 875,351,400 875,351,400 R4.9.29 岩崎・柿原・アスミオ．
特定建設工事共同企
業体

（1）まつい・西鉄・井口特定建設工事共同企業体（辞退）
（2）へいせい・松吉・共栄特定建設工事共同企業体（無効）
（3）岩崎・柿原・アスミオ．特定建設工事共同企業体

6 建築都市
総務課

筑紫丘高等学校南棟改築
他工事

建築一式工事 福岡市南区野間２丁目 780,164,000 780,164,000 R4.7.27 まつい・西鉄・井口特
定建設工事共同企業
体

（1）岩崎・柿原・アスミオ．特定建設工事共同企業体（無効）
（2）まつい・西鉄・井口特定建設工事共同企業体

7 建築都市
総務課

八女工業高等学校電子機
械科・自動車科棟改築工
事

建築一式工事 筑後市大字羽犬塚 719,634,300 719,620,000 R4.9.29 大藪・三洲特定建設
工事共同企業体

（1）古賀・安達特定建設工事共同企業体（辞退）
（2）大藪・三洲特定建設工事共同企業体

8 建築都市
総務課

県営中鶴団地第９工区建
築工事

建築一式工事 中間市中鶴２丁目 779,725,100 717,346,300 R4.9.29 宮本・九新特定建設
工事共同企業体

（1）宮本・九新特定建設工事共同企業体
（2）川口・佐藤特定建設工事共同企業体
（3）大島・志道特定建設工事共同企業体
（4）九鉄・美里特定建設工事共同企業体

9 建築都市
総務課

県営中鶴団地第１０工区建
築工事

建築一式工事 中間市中鶴２丁目 739,917,200 717,200,000 R4.9.29 九鉄・美里特定建設
工事共同企業体

（1）川口・佐藤特定建設工事共同企業体（無効）
（2）宮本・九新特定建設工事共同企業体（無効）
（3）九鉄・美里特定建設工事共同企業体
（4）大島・志道特定建設工事共同企業体

10 建築都市
総務課

苅田工業高等学校　校地
整備（グラウンド）工事

土木一式工事 京都郡苅田町 66,311,300 60,028,100 R4.8.4 （株）放作 （1）（株）田辺建設（辞退）
（2）（株）北翁
（3）（株）豊秀建設
（4）（株）福森工業（無効）
（5）三原グループ（株）
（6）（株）和樹
（7）（株）放作
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11 建築都市
総務課

福岡県障がい者リハビリ
テーションセンター居住棟
他空調改修機械設備工事

管工事 古賀市千鳥３丁目 130,433,600 119,997,900 R4.8.12 （株）福菱冷機 （1）（株）福菱冷機

12 建築都市
総務課

築上西高等学校普通教室
棟改築工事

建築一式工事 築上郡築上町大字椎田 471,944,000 434,187,600 R4.8.15 河津工業（株） （1）川口・佐藤特定建設工事共同企業体（辞退）
（2）河津工業（株）
（3）（株）豊秀建設
（4）（株）瀬口組
（5）（株）放作

13 建築都市
総務課

八幡高等学校第２体育館
大規模改造他工事

建築一式工事 北九州市八幡東区清田３
丁目

123,113,100 113,267,000 R4.8.15 （株）貴屋建設 （1）（株）澁川工務店（辞退）
（2）（株）貴屋建設

14 建築都市
総務課

ももち文化センター大ホー
ル棟他大規模改修工事

建築一式工事 福岡市早良区百道２丁目 319,287,100 293,744,000 R4.8.16 毛利・大協特定建設
工事共同企業体

（1）（株）津田建設（辞退）
（2）毛利・大協特定建設工事共同企業体

15 建築都市
総務課

三井高等学校図書館棟他
内部改造他工事

建築一式工事 小郡市松崎 91,496,900 84,176,400 R4.8.17 太陽建設工業（株） （1）太陽建設工業（株）
（2）嘉賀建設（株）
（3）（株）永利建設

16 建築都市
総務課

福岡県農林業総合試験場
資源活用研究センター苗
木・花き部本館棟他大規模
改修工事

建築一式工事 久留米市田主丸町石垣 76,312,500 70,207,500 R4.8.17 大橋建設工業（株） （1）（株）平田工務店（辞退）
（2）（株）篠原工務所（辞退）
（3）太陽建設工業（株）（無効）
（4）大石建設（株）（辞退）
（5）大橋建設工業（株）
（6）（株）シャルム建築デザイン

17 建築都市
総務課

糸島高等学校教室棟他内
部改造工事（２期－１）

建築一式工事 糸島市 157,458,400 144,861,200 R4.9.6 （株）環境施設 （1）（株）環境施設

18 建築都市
総務課

山門高等学校教室棟改築
工事（第１工区）

建築一式工事 みやま市瀬高町上庄 380,232,600 349,813,200 R4.9.5 （株）荻島組 （1）（株）金子技建
（2）冨士建設工業（株）
（3）（株）荻島組

19 建築都市
総務課

山門高等学校教室棟改築
工事（第２工区）

建築一式工事 みやま市瀬高町上庄 303,847,500 279,539,700 R4.9.6 冨士建設工業（株） （1）（株）金子技建
（2）冨士建設工業（株）
（3）（株）荻島組（無効）

20 建築都市
総務課

三井高等学校体育館棟１
階内部改造工事

建築一式工事 小郡市松崎 106,378,800 99,770,000 R4.9.7 嘉賀建設（株） （1）（株）永利建設（無効）
（2）太陽建設工業（株）（辞退）
（3）嘉賀建設（株）

21 建築都市
総務課

直方高等学校浄化槽工事 管工事 直方市大字頓野 67,468,500 62,070,800 R4.9.2 カッパー工業（株） （1）（有）浄新
（2）（株）テクネ
（3）三友工業（株）
（4）カッパー工業（株）

22 建築都市
総務課

県営吉田団地　第４期敷地
造成工事

土木一式工事 北九州市小倉南区上吉田
３丁目

135,897,300 123,740,100 R4.9.8 （株）宮崎組 （1）福東（株）（辞退）
（2）岡本土木（株）（辞退）
（3）東洋建設工業（株）
（4）三友建設工業（株）
（5）宮本建設工業（株）
（6）福山総合建設（株）
（7）（株）宮崎組
（8）河建工業（株）



（ 期間　令和４年７月１日　～　令和４年９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)

備　考

所属別発注工事一覧表

23 建築都市
総務課

北九州視覚特別支援学校
校地整備（擁壁）工事

土木一式工事 北九州市八幡東区高見５
丁目

114,012,800 103,314,200 R4.9.26 久一建設（株） （1）（株）宮崎組（辞退）
（2）福東（株）（辞退）
（3）福山総合建設（株）（辞退）
（4）川本建設工業（株）（辞退）
（5）河建工業（株）
（6）久一建設（株）
（7）三友建設工業（株）
（8）松山建設（株）

24 建築都市
総務課

浮羽工業高校体育館内部
改造他機械設備工事

管工事 久留米市田主丸町田主丸 24,828,100 22,841,500 R4.7.1 （有）尾形設備 （1）（有）アズマ設備（辞退）
（2）（有）興英（辞退）
（3）（有）ＳＴ工業（辞退）
（4）（株）太陽インフラテック九州（辞退）
（5）（有）平田設備工業（辞退）
（6）吉原住設（辞退）
（7）福嶋設備（辞退）
（8）（有）尾形設備
（9）（有）藤本商事

25 建築都市
総務課

春日公園球技場内部改修
他機械設備工事

管工事 春日市 44,196,900 40,660,400 R4.7.4 （株）テクノエンジニア （1）（有）上下水道開発（辞退）
（2）（有）筑紫興産（辞退）
（3）（株）共和設備工業（辞退）
（4）ユニオン（株）（辞退）
（5）（有）ムサシ工業（辞退）
（6）（株）アスカエンジニアリング（辞退）
（7）（株）真冷産業（辞退）
（8）（株）テクノエンジニア（くじ決定）
（9）（株）丸藤産業
（10）（株）クサノエンジニアリングシステム
（11）（株）クリアライト
（12）（株）中原工務店

26 建築都市
総務課

水産高校第２期便所改修
工事

建築一式工事 福津市津屋崎４丁目 15,923,600 14,578,300 R4.7.6 （株）匠永工務店 （1）（株）桶島建設（辞退）
（2）有吉工務店（株）（辞退）
（3）（株）ティスプランニング（無効）
（4）やまて建設（辞退）
（5）阿部建設（株）（辞退）
（6）（株）弘江組（辞退）
（7）吉松建設（株）（辞退）
（8）大坪建設（株）（辞退）
（9）（株）匠永工務店（くじ決定）
（10）（株）ふじ建設
（11）中ムラ建設（有）

27 建築都市
総務課

博多青松高校第２期便所
改修工事

建築一式工事 福岡市博多区千代１丁目 35,638,900 32,784,400 R4.7.6 （株）興亜 （1）宮崎本店（辞退）
（2）（株）孝和産業（辞退）
（3）（有）庄司工務店（辞退）
（4）サンフィット（株）（辞退）
（5）（有）須藤友規工務店（辞退）
（6）（株）協栄建設（辞退）
（7）（株）ジェイ・テック（辞退）
（8）（株）元木組（辞退）
（9）創技建（辞退）
（10）板谷建設（辞退）
（11）豊和建設（株）（辞退）
（12）（有）霧島建築事務所（辞退）
（13）（株）不動産総合センター（辞退）
（14）（株）興亜
（15）福岡中小建設業（同）



（ 期間　令和４年７月１日　～　令和４年９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)

備　考

所属別発注工事一覧表

28 建築都市
総務課

水産高校第２期便所改修
機械設備工事

管工事 福津市津屋崎４丁目 25,852,200 23,783,100 R4.7.6 （株）森田設備開発 （1）（株）岩屋工務店（辞退）
（2）田中住設（株）（辞退）
（3）（有）田中設備工業（辞退）
（4）（株）大和設備（辞退）
（5）協和管工（株）（辞退）
（6）（有）石松設備工業（辞退）
（7）ミノル設備工業（株）（辞退）
（8）（有）嶋村設備（辞退）
（9）（株）カクダイ（辞退）
（10）（株）森田設備開発
（11）（有）力丸住宅設備店
（12）小田設備（株）
（13）（株）福間住設

29 建築都市
総務課

博多青松高校第２期便所
改修機械設備工事

管工事 福岡市博多区千代１丁目 38,417,500 35,344,100 R4.7.7 （有）ワイ・エム・エス （1）（株）リョーテック（辞退）
（2）セイコーエアコン（株）（辞退）
（3）大同設備工業（株）（辞退）
（4）（株）菱熱（辞退）
（5）ＪＲ九州エンジニアリング（株）（辞退）
（6）（株）九州レイキシステムズ（辞退）
（7）（株）石田設備（辞退）
（8）（株）新盛（辞退）
（9）（株）サンレイ空調（無効）
（10）（株）西日本空調システム（辞退）
（11）楠原工業（有）（辞退）
（12）西日本機材（株）（辞退）
（13）（株）福進設備（辞退）
（14）三共工業（株）（辞退）
（15）（株）エアーテック
（16）（有）ワイ・エム・エス（くじ決定）

30 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校体
育館内部改造電気設備工
事

電気工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

10,595,200 9,652,500 R4.7.6 （株）伊原製作所 （1）（有）三栄電業社（辞退）
（2）九州電設工業（株）（辞退）
（3）共和電気（株）（辞退）
（4）（株）ユニ（無効）
（5）日南電機工業（株）（辞退）
（6）（株）伊原製作所（くじ決定）
（7）（株）杉本電設
（8）（株）ＭＤＳ
（9）（株）甲斐伝説（無効）

31 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校体
育館空調電気設備工事

電気工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

10,142,000 9,233,400 R4.7.7 （株）協和電気 （1）日南電機工業（株）（辞退）
（2）興成電気（株）（辞退）
（3）共和電気（株）（辞退）
（4）九州電設工業（株）（辞退）
（5）（有）毛利電気工事（辞退）
（6）（株）ユニ（無効）
（7）トクナガプランニング（有）（辞退）
（8）（株）杉本電設
（9）（株）甲斐伝説
（10）（株）協和電気（くじ決定）

32 建築都市
総務課

糸島高校屋外便所棟改修
機械設備工事

管工事 糸島市 8,004,700 7,311,700 R4.7.8 （有）セイワエンジニ
ア

（1）（株）親和（辞退）
（2）伊都工業（株）（辞退）
（3）（株）北西工業（辞退）
（4）（株）スマイル工房（辞退）
（5）（有）林設備工業（辞退）
（6）（有）セイワエンジニア
（7）鑑工業（株）
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33 建築都市
総務課

県営須川団地第１工区機
械設備工事

管工事 田川郡香春町大字採銅所 34,678,600 33,605,000 R4.7.8 （有）香英住設 （1）（有）藤浦設備（辞退）
（2）ティエスエンジニア（辞退）
（3）小池設備工業（辞退）
（4）（株）岡本設備（辞退）
（5）（有）香英住設
（6）中山設備工業
（7）（株）スズキ
（8）（株）森下組
（9）ケイエス（株）

34 建築都市
総務課

県営須川団地第２工区機
械設備工事

管工事 田川郡香春町大字採銅所 21,580,900 21,472,000 R4.7.6 豊福空調工業（株） （1）（有）中喜工務店（無効）
（2）中村設備工業（辞退）
（3）松井設備（無効）
（4）（株）大場工業（無効）
（5）香春設備（辞退）
（6）奥永水道（辞退）
（7）（有）畠田建設（辞退）
（8）（株）ナカシマ水道（無効）
（9）豊福空調工業（株）

35 建築都市
総務課

県営須川団地第１・２工区
ガス工事

管工事 田川郡香春町大字採銅所 18,239,100 16,699,100 R4.7.8 北九州エルピーガス
事業（同）

（1）高松産業（株）（辞退）
（2）飯塚合同ガス（株）（辞退）
（3）（有）秀建（辞退）
（4）平川ガス（有）（辞退）
（5）田川液化石油ガス事業（同）
（6）北九州エルピーガス事業（同）（くじ決定）
（7）（株）オリオンガス
（8）池尻設備工業
（9）藤設備（株）

36 建築都市
総務課

八幡高校教室棟大規模改
造他電気設備工事（第３工
区）

電気工事 北九州市八幡東区清田３
丁目

37,136,000 34,164,900 R4.7.12 （株）ふちわき （1）（株）ベアル（辞退）
（2）（株）栄城電機（辞退）
（3）（株）ハッセイ（辞退）
（4）帝電設（株）（辞退）
（5）（株）あいはら（辞退）
（6）（株）野口商会（無効）
（7）（株）菅原（辞退）
（8）北筑電業（株）
（9）（有）木村電設工業
（10）（株）ふちわき（くじ決定）
（11）（株）平和電業社
（12）（株）ドーワテクノス

37 建築都市
総務課

八幡高校教室棟大規模改
造他機械設備工事（第３工
区）

管工事 北九州市八幡東区清田３
丁目

36,661,900 33,728,200 R4.7.12 三和産業（株） （1）（株）城山水道設備（無効）
（2）（株）敷田水道設備（辞退）
（3）（有）石母田電業社（辞退）
（4）（株）木下設備（辞退）
（5）第一設備工業（株）（辞退）
（6）（有）竹内設備（辞退）
（7）（株）高野工務店（無効）
（8）日鐵空調（株）（辞退）
（9）（株）瀬登
（10）太平商事（株）
（11）三和産業（株）（くじ決定）
（12）日興建設（株）
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38 建築都市
総務課

東筑高校渡り廊下①棟解
体工事

解体工事 北九州市八幡西区東筑１
丁目

28,714,400 26,416,500 R4.7.12 金子建設興業（有） （1）喜秀建設工業（株）（無効）
（2）（株）川浪建設工業（無効）
（3）環境開発興業（株）（辞退）
（4）別所建設（株）（辞退）
（5）（株）山賀（無効）
（6）（株）宮崎組（無効）
（7）三共建設（株）（辞退）
（8）（株）新井組
（9）（株）末岡工務店
（10）金子建設興業（有）（くじ決定）
（11）福山総合建設（株）
（12）ミクニ建設（株）

39 建築都市
総務課

糸島高校屋外便所棟改修
電気設備工事

電気工事 糸島市 5,036,900 4,983,000 R4.7.12 （株）クリン電工 （1）（株）新日本テクノサービス（無効）
（2）（株）フルデン（辞退）
（3）前田電機商会（辞退）
（4）（株）石川電気工事（辞退）
（5）（有）ヒトシ電気工事店（辞退）
（6）（株）カヤシマ電気工事（辞退）
（7）（株）クリン電工
（8）マツフジ

40 建築都市
総務課

糸島農業高校第２期便所
改修電気設備工事

電気工事 糸島市前原西３丁目 8,505,200 7,757,200 R4.7.7 （株）新日本テクノ
サービス

（1）（株）フルデン（辞退）
（2）（株）石川電気工事（辞退）
（3）（株）カヤシマ電気工事（辞退）
（4）（有）ヒトシ電気工事店（辞退）
（5）（株）新日本テクノサービス
（6）マツフジ
（7）（株）クリン電工

41 建築都市
総務課

県営須川団地第１工区電
気設備工事

電気工事 田川郡香春町大字採銅所 36,210,900 33,222,200 R4.7.11 （株）添田電設 （1）Ｉ・Ｍ電子パーツ（無効）
（2）（有）牧野電気設備（辞退）
（3）（有）本永電気工事（辞退）
（4）（株）筑豊電気計装（辞退）
（5）（有）松家電気（辞退）
（6）（有）西本電気工事
（7）（株）添田電設（くじ決定）
（8）（有）広布電業社
（9）（有）松田工業
（10）（有）光進電気
（11）（株）リクデン

42 建築都市
総務課

県営須川団地第２工区電
気設備工事

電気工事 田川郡香春町大字採銅所 38,647,400 35,488,200 R4.7.14 Ｉ・Ｍ電子パーツ （1）（有）松家電気（辞退）
（2）（有）牧野電気設備（辞退）
（3）（有）広布電業社（無効）
（4）（有）光進電気（無効）
（5）（株）筑豊電気計装（辞退）
（6）（有）本永電気工事（辞退）
（7）Ｉ・Ｍ電子パーツ（くじ決定）
（8）（株）リクデン
（9）（有）松田工業
（10）（株）添田電設
（11）（有）西本電気工事
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43 建築都市
総務課

福岡高等視覚特別支援学
校第１期便所改修工事

建築一式工事 筑紫野市大字牛島 14,578,300 13,365,000 R4.7.15 （有）喬洲開発 （1）徳田建設（株）（辞退）
（2）（有）須和建設（辞退）
（3）（有）丸野工務店（辞退）
（4）宮嶋建設工業（株）（辞退）
（5）（株）中山建設（辞退）
（6）（株）アラツホーム（辞退）
（7）青南建設（株）（辞退）
（8）（株）九和九創（辞退）
（9）スペース・ワーク（株）（辞退）
（10）げんき住宅（株）（辞退）
（11）（有）喬洲開発（くじ決定）
（12）（有）白石工務店

44 建築都市
総務課

水産高校第２期便所改修
電気設備工事

電気工事 福津市津屋崎４丁目 5,655,100 5,143,600 R4.7.19 （株）ＫＤＫ （1）（有）太田電気工業（辞退）
（2）（有）吉村電気商会（辞退）
（3）（有）山脇電気（辞退）
（4）（株）みやぎ電気（辞退）
（5）（株）井上電設（無効）
（6）銭花電工（辞退）
（7）（株）ＫＤＫ（くじ決定）
（8）南郷電気（株）
（9）（株）ライフ電気

45 建築都市
総務課

博多青松高校第２期便所
改修電気設備工事

電気工事 福岡市博多区千代１丁目 17,459,200 15,980,800 R4.7.19 吉松電装（株） （1）（株）ガリレオコーポレーション（辞退）
（2）上野電設工業（辞退）
（3）エム・ティ・エスひかり（株）（辞退）
（4）（有）田中電機製作所（辞退）
（5）ＩＴヘルスケア（株）（辞退）
（6）（株）オーパーツ（辞退）
（7）（株）福岡計装エンジニアリング（辞退）
（8）吉松電装（株）（くじ決定）
（9）（株）丸善電業
（10）（有）フジコムサービス

46 建築都市
総務課

県営壱岐団地第５工区解
体工事

解体工事 福岡市西区壱岐団地 46,096,600 42,408,300 R4.7.14 徳丸建設工業（株） （1）アスミオ．（株）（辞退）
（2）（株）へいせい（辞退）
（3）（株）五代（無効）
（4）（有）楓工業（無効）
（5）（有）蓮池工業（無効）
（6）（株）藤山組（無効）
（7）（株）山義建設
（8）（株）二木建設工業
（9）徳丸建設工業（株）（くじ決定）
（10）（株）ダイアン
（11）（株）内川工業
（12）（株）イシキヨ
（13）（株）石橋高組
（14）（有）池工業

47 建築都市
総務課

県営壱岐団地第６工区解
体工事

解体工事 福岡市西区壱岐団地 46,049,300 42,364,300 R4.7.14 （株）内川工業 （1）（株）藤山組（無効）
（2）徳丸建設工業（株）（無効）
（3）（有）蓮池工業（無効）
（4）（株）吉建（辞退）
（5）（株）五代（無効）
（6）（有）楓工業（無効）
（7）アスミオ．（株）（辞退）
（8）（有）池工業
（9）（有）森田商会
（10）（株）内川工業（くじ決定）
（11）（株）二木建設工業
（12）（株）石橋高組
（13）（株）山義建設
（14）（株）イシキヨ
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48 建築都市
総務課

県営壱岐団地第７工区解
体工事

解体工事 福岡市西区壱岐団地 36,539,800 33,616,000 R4.7.20 （株）山義建設 （1）（株）五代（無効）
（2）（株）へいせい（辞退）
（3）（有）楓工業（無効）
（4）（株）藤山組（無効）
（5）（株）吉建（辞退）
（6）徳丸建設工業（株）（無効）
（7）（有）蓮池工業（無効）
（8）アスミオ．（株）（辞退）
（9）（株）内川工業（無効）
（10）（有）池工業
（11）（株）石橋高組
（12）（株）山義建設（くじ決定）
（13）（有）森田商会
（14）（株）イシキヨ
（15）（株）二木建設工業
（16）（株）ダイアン
（17）（株）岩室商会

49 建築都市
総務課

県営壱岐団地第８工区解
体工事

解体工事 福岡市西区壱岐団地 46,620,200 42,890,100 R4.7.12 （有）蓮池工業 （1）（株）藤山組（無効）
（2）（株）山義建設（無効）
（3）（株）五代（無効）
（4）アスミオ．（株）（辞退）
（5）（有）楓工業（辞退）
（6）（株）石橋高組
（7）（株）内川工業
（8）（株）二木建設工業
（9）徳丸建設工業（株）
（10）（有）蓮池工業（くじ決定）
（11）（株）岩室商会
（12）（有）池工業
（13）（株）イシキヨ

50 建築都市
総務課

早良高校　校地整備（防球
ネット第４工区）工事

とび・土工・コンクリート工
事

福岡市早良区大字小笠木 31,951,700 28,782,600 R4.7.21 西部安全施設工業
（株）

（1）高奉産業（株）（無効）
（2）（株）山水製作所（無効）
（3）ミカドコーポレーション（株）（無効）
（4）大輝ロード（株）（無効）
（5）（株）寿陽建設
（6）双葉工業（株）
（7）（株）永津建設
（8）日本エスエム（株）
（9）西部安全施設工業（株）（くじ決定）
（10）日本ディックライト（株）
（11）ニチハツ工業（株）
（12）（株）西部保安

51 建築都市
総務課

早良高校　校地整備（防球
ネット第５工区）工事

とび・土工・コンクリート工
事

福岡市早良区大字小笠木 24,713,700 22,225,500 R4.7.21 グリーン・ロード（株） （1）（株）森野工業（辞退）
（2）（株）田川ライン（辞退）
（3）グリーン・ロード（株）（くじ決定）
（4）旭日保安工業（有）
（5）（有）馬場産業
（6）セーフティーロード（株）
（7）筑豊金網工業（株）
（8）（株）牛尾商店
（9）（株）小財エクステリア販売

52 建築都市
総務課

三池高校図書・特別教室
棟改築黒板工事

内装仕上工事 大牟田市大字草木 4,331,800 3,984,200 R4.7.21 （有）セイコーボード （1）中原工業（株）
（2）（有）あさとも
（3）藤木工業（株）
（4）（有）セイコーボード（くじ決定）
（5）（有）柴田黒板製作所
（6）（有）九州ボード
（7）（株）ミワ商会
（8）（株）稗田製作所
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53 建築都市
総務課

県立図書館（別館）熱源改
修工事

管工事 福岡市東区箱崎１丁目 27,582,500 25,375,900 R4.7.21 拓馬商会 （1）（有）ケンユウ産業（辞退）
（2）（有）深江工業所（辞退）
（3）（有）山口冷凍工業（辞退）
（4）（有）成管工業（辞退）
（5）（有）ファシリティー九州（辞退）
（6）小林興商（株）（辞退）
（7）瑞穂工業（株）（辞退）
（8）（株）創建サービス（辞退）
（9）（株）グローバル・ソリューション
（10）拓馬商会（くじ決定）
（11）（株）おさむ工房
（12）（株）サンエスト設備
（13）（有）篠崎冷熱工業
（14）（株）ミヤビ工業

54 建築都市
総務課

太宰府高校エレベーター棟
増築他電気設備工事

電気工事 太宰府市 10,818,500 9,848,300 R4.7.25 ジョイサービス（株） （1）大部電工（株）（辞退）
（2）フジタ電設工業（辞退）
（3）（有）真正電工社（辞退）
（4）（株）さがでん（無効）
（5）大祐電気工事（有）
（6）（株）勝電設
（7）（株）ウイット・システム
（8）（有）井和電設
（9）（有）光電設工業
（10）ジョイサービス（株）（くじ決定）
（11）（株）アルファテック

55 建築都市
総務課

若松高校管理棟先行改造
他工事

建築一式工事 北九州市若松区上原町 16,974,100 15,187,700 R4.7.27 （有）誠建工業 （1）（有）天野防専商会（辞退）
（2）（有）白石工業（辞退）
（3）（有）翔鷹技建（無効）
（4）（有）石松建設（辞退）
（5）タダノ総建（株）（辞退）
（6）（株）ＣｌｏｖｅｒＯｎｅ（辞退）
（7）（有）誠建工業（くじ決定）
（8）浅川建設（株）
（9）（有）松尾工務店
（10）（有）九州工営

56 建築都市
総務課

県営久岐の浜団地　第２工
区　駐車場整備工事

土木一式工事 北九州市若松区久岐の浜 41,283,000 37,075,500 R4.7.28 （株）竹之下 （1）恵比須建設（無効）
（2）野坂建設（株）（辞退）
（3）英建設（株）（辞退）
（4）（株）山本建設（辞退）
（5）西日本建設（株）（辞退）
（6）（株）沖村総合建設（辞退）
（7）藤木建設（株）（辞退）
（8）（株）さいぶ建設
（9）（有）大建設
（10）（株）竹之下（くじ決定）
（11）大島建設（株）
（12）日金建設（株）

57 建築都市
総務課

県営大橋団地第１工区駐
車場整備工事

土木一式工事 行橋市南大橋１丁目 39,468,000 35,559,700 R4.8.1 誠里建設 （1）（株）浜内工業（辞退）
（2）誠里建設（くじ決定）
（3）藤建建設（株）
（4）（有）富田建設
（5）（株）出口工務所
（6）（有）吉村組
（7）（有）堀本建設
（8）（有）繁永建設工業
（9）（有）出口建設
（10）（株）豊田建設
（11）（有）能方設備
（12）田中組
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58 建築都市
総務課

県営幸町団地子育て支援
型個別改善工事

建築一式工事 京都郡苅田町幸町 30,342,400 27,914,700 R4.8.1 （株）中嶋工務店 （1）西日本建設（株）（辞退）
（2）（有）中原建築店（無効）
（3）（有）カワイチ建設（無効）
（4）中村建設（無効）
（5）（株）サダイシ（辞退）
（6）（株）ＭＳＧ（辞退）
（7）（株）ビトー（辞退）
（8）（有）肥喜里工務店（辞退）
（9）（株）進組
（10）（株）サンエイ
（11）（株）大和エンジニアリング
（12）（株）中嶋工務店（くじ決定）
（13）（株）日建
（14）（株）加藤工務店
（15）現建設

59 建築都市
総務課

若松高校管理棟先行改造
他機械設備工事

管工事 北九州市若松区上原町 15,771,800 14,480,400 R4.8.3 藤建設工業（株） （1）土居工業（株）（辞退）
（2）エスアイ技研（株）（辞退）
（3）（有）九州設備工業所（辞退）
（4）（株）敷田工務店（辞退）
（5）（有）ヤマノ設備（辞退）
（6）（有）来島工業（辞退）
（7）（株）花田商会（辞退）
（8）（株）若松水道工業所（辞退）
（9）（有）倉光設備（辞退）
（10）藤建設工業（株）（くじ決定）
（11）（有）エス・アイ・エス
（12）日信工業（株）

60 建築都市
総務課

あまぎ水の文化村（第１工
区）照明設備改修工事

電気工事 朝倉市矢野竹 32,276,200 29,693,400 R4.8.8 （有）幡電設 （1）（有）井本電設（辞退）
（2）（有）井上電気商会（辞退）
（3）石井通信建設（株）
（4）（有）幡電設（くじ決定）
（5）（株）タナカエンジニア
（6）（有）堤電設
（7）（株）サンヨウ
（8）（株）池田電気商会
（9）堀江電気工事（有）
（10）朋友電気（株）
（11）（株）九州電設

61 建築都市
総務課

あまぎ水の文化村（第２工
区）照明設備改修工事

電気工事 朝倉市矢野竹 25,525,500 23,482,800 R4.8.8 （株）小河電気 （1）（株）足立電工（無効）
（2）（有）幡電設（無効）
（3）石井通信建設（株）
（4）喜多電設（株）
（5）（株）小河電気（くじ決定）
（6）中野電気
（7）（株）福岡電化商事
（8）（有）小川電機設備
（9）朋友電気（株）
（10）（有）井本電設
（11）（株）九州電設

62 建築都市
総務課

県営須川団地昇降機設備
工事

機械器具設置工事 田川郡香春町大字採銅所 11,651,200 10,718,400 R4.8.10 中央エレベーター工
業（株）九州支店

（1）東芝エレベータ（株）九州支社（辞退）
（2）日本昇降機（株）（辞退）
（3）フジテック（株）九州支店（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（辞退）
（6）三菱電機ビルソリューションズ（株）九州支社（辞退）
（7）（株）日立ビルシステム西日本支社（辞退）
（8）日本オーチス・エレベータ（株）九州支店（辞退）
（9）中央エレベーター工業（株）九州支店（くじ決定）
（10）日本エレベーター製造（株）福岡営業所
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63 建築都市
総務課

柳河特別支援学校体育館
空調機械設備工事

管工事 柳川市三橋町今古賀 24,929,300 22,933,900 R4.8.10 （株）丸正工業 （1）森設備（辞退）
（2）（株）濱田設備（辞退）
（3）龍住設（辞退）
（4）（有）野田設備（無効）
（5）（有）藤木工務店
（6）井手設備
（7）（株）丸正工業（くじ決定）
（8）（有）岡設備工業
（9）（株）センカン

64 建築都市
総務課

筑後特別支援学校体育館
空調機械設備工事

管工事 筑後市大字下北島 25,251,600 23,230,900 R4.8.10 （有）角屋 （1）（有）ヤマト（辞退）
（2）（有）スミ設備工業（無効）
（3）（有）丸山設備（辞退）
（4）ＥＭ田中（辞退）
（5）中村住宅設備（辞退）
（6）（有）井手プロパン商会（辞退）
（7）（有）角屋

65 建築都市
総務課

福岡高等聴覚特別支援学
校他空調改修機械設備工
事

管工事 福岡市早良区荒江３丁目 32,733,800 30,114,700 R4.8.10 （株）長濱住設 （1）信和工業（株）（辞退）
（2）（株）九州日立（辞退）
（3）西部水道工事（株）（辞退）
（4）（株）岩丸産業（辞退）
（5）（有）佐藤商会（辞退）
（6）（有）八木工業（辞退）
（7）（株）大慶ビルド（辞退）
（8）（株）日栄設備（辞退）
（9）（株）トキワ設備（辞退）
（10）（株）サンワ商会（辞退）
（11）（株）長濱住設
（12）（株）曙設備工業所

66 建築都市
総務課

糸島高校屋外便所棟改修
工事

建築一式工事 糸島市 18,381,000 16,782,700 R4.8.8 石井建設（株） （1）ピープルホーム樋口組（辞退）
（2）（株）馬場組（無効）
（3）農建産業（株）（辞退）
（4）（株）崎田工務店（辞退）
（5）（有）松井工務店（無効）
（6）清家建設（株）（辞退）
（7）（有）タワラ（辞退）
（8）（株）トップシステム（辞退）
（9）トータルハウス工業（株）（辞退）
（10）松栄ランテック（株）（辞退）
（11）（有）岡部工務店
（12）（有）ＹＫスピリッツ
（13）石井建設（株）（くじ決定）
（14）（株）鈴建ワークス

67 建築都市
総務課

糸島農業高校第２期便所
改修工事

建築一式工事 糸島市前原西３丁目 22,720,500 20,889,000 R4.8.9 （有）松井工務店 （1）（有）久保田建設（辞退）
（2）清家建設（株）（辞退）
（3）農建産業（株）（辞退）
（4）（有）タワラ（辞退）
（5）（株）トップシステム（辞退）
（6）ピープルホーム樋口組（辞退）
（7）松栄ランテック（株）（辞退）
（8）トータルハウス工業（株）（辞退）
（9）（株）成斗工務店（辞退）
（10）山栄建設（株）（辞退）
（11）（株）鈴建ワークス
（12）（有）松井工務店（くじ決定）
（13）石井建設（株）
（14）（株）馬場組（無効）
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68 建築都市
総務課

糸島農業高校第２期便所
改修機械設備工事

管工事 糸島市前原西３丁目 19,725,200 18,146,700 R4.8.16 （有）菰田設備 （1）田井設備（株）（辞退）
（2）ロート・ルーターサービス（株）福岡（辞退）
（3）（有）古藤冷熱機工（辞退）
（4）エース設備（有）（辞退）
（5）（株）イタクラ（辞退）
（6）（有）セレクトサンセイ（辞退）
（7）（株）エール（辞退）
（8）（株）崎元空調（辞退）
（9）（有）菰田設備
（10）（有）伊藤商会
（11）（有）城南工業

69 建築都市
総務課

門司大翔館高校昇降機電
気設備その他工事

電気工事 北九州市門司区藤松２丁
目

5,639,700 5,137,000 R4.8.16 （株）誠和電技 （1）（株）ユニ（辞退）
（2）（株）福晃（辞退）
（3）（有）三栄電業社（辞退）
（4）（有）毛利電気工事（辞退）
（5）興成電気（株）（辞退）
（6）（株）ＭＤＳ（無効）
（7）トクナガプランニング（有）（辞退）
（8）（株）甲斐伝説（辞退）
（9）（株）誠和電技

70 建築都市
総務課

福岡県障がい者リハビリ
テーションセンター居住棟
他空調改修電気設備工事

電気工事 古賀市千鳥３丁目 48,599,100 44,710,600 R4.8.16 （株）オーム電設工業 （1）（有）池辺電気（辞退）
（2）大和電業（株）（無効）
（3）タイセイ電機（株）（辞退）
（4）（有）吉原電工社（辞退）
（5）九信電設（株）（辞退）
（6）（株）福東電設
（7）（株）藤電気工事
（8）（株）山上電気商会
（9）原電機（株）
（10）（株）オーム電設工業（くじ決定）
（11）（有）山村電業
（12）野上電気（株）

71 建築都市
総務課

福岡高等聴覚特別支援学
校他空調改修電気設備工
事

電気工事 福岡市早良区荒江３丁目 3,460,600 3,344,000 R4.8.19 （有）米川電業社 （1）（株）サンワ電気（無効）
（2）前田電機商会（辞退）
（3）九電みらいエナジー（株）（辞退）
（4）（株）津留崎電工（辞退）
（5）（有）米川電業社
（6）鹿島電機（株）
（7）（有）三和電子

72 建築都市
総務課

ももち文化センター大ホー
ル棟他大規模改修電気設
備工事

電気工事 福岡市早良区百道２丁目 13,113,100 11,990,000 R4.8.18 和電技工（株） （1）（有）アピコーポレーション（辞退）
（2）（有）尾崎電気（辞退）
（3）井上電気工事店（辞退）
（4）（有）コスモ電気工業（辞退）
（5）（株）電広舎（辞退）
（6）（株）別府電業（辞退）
（7）和電技工（株）
（8）（株）神宮電設
（9）木下電気商会

73 建築都市
総務課

柳河特別支援学校体育館
空調電気設備工事

電気工事 柳川市三橋町今古賀 9,868,100 9,372,000 R4.8.22 信成電気工事 （1）森野電工（辞退）
（2）トータル電機サービス（無効）
（3）大川電気興業（有）（辞退）
（4）（株）前原電設（辞退）
（5）（有）中崎電業社（辞退）
（6）山口機工（株）（辞退）
（7）（株）池松電設（辞退）
（8）信成電気工事
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74 建築都市
総務課

筑後特別支援学校体育館
空調電気設備工事

電気工事 筑後市大字下北島 9,641,500 8,787,900 R4.8.22 （有）橋爪電気工事 （1）（株）永松電工（無効）
（2）筑後通信建設（株）（辞退）
（3）（有）橋爪電気工事（くじ決定）
（4）（株）笠島電設
（5）師富電業（株）
（6）（有）姫野電気
（7）（株）高田電気
（8）緒方通信（株）

75 建築都市
総務課

八幡高校第２体育館大規
模改造他電気設備工事

電気工事 北九州市八幡東区清田３
丁目

12,477,300 11,402,600 R4.8.23 （株）卓電工 （1）（有）Ｓ・Ｖ・Ｅ（辞退）
（2）三栄電気工事（株）（辞退）
（3）辰和電工（有）（辞退）
（4）（株）川田電気（辞退）
（5）（有）大東電業（辞退）
（6）（有）北九エレテック（辞退）
（7）（株）卓電工（くじ決定）
（8）（有）洞南電業社
（9）（有）野田電気

76 建築都市
総務課

三井高校図書館棟他内部
改造他電気設備工事

電気工事 小郡市松崎 17,930,000 16,468,100 R4.8.24 （株）村上電設 （1）（株）安徳電設工業（辞退）
（2）末次電気工事商会（辞退）
（3）（株）ＥＣＯＭ（辞退）
（4）（有）元気電工（辞退）
（5）（有）電興設計工業（辞退）
（6）（株）村上電設（くじ決定）
（7）（株）カワデン
（8）日生電気工事
（9）（有）ハセガワ電工
（10）（株）古賀電設商会

77 建築都市
総務課

築城特別支援学校体育館
空調電気設備工事

電気工事 築上郡築上町大字築城 11,202,400 10,230,000 R4.8.24 （株）林田電気工業 （1）（株）下畑電設工業
（2）角杉電業（株）
（3）（株）林田電気工業（くじ決定）
（4）（株）荏原電気
（5）（資）中野電気商会
（6）（有）柏木電気商会
（7）（有）岩崎電気
（8）（株）カミジョウ
（9）（株）田村電気商会
（10）（株）クリデン
（11）（有）辻電気
（12）（有）有松電気

78 建築都市
総務課

築城特別支援学校体育館
空調機械設備工事

管工事 築上郡築上町大字築城 22,550,000 20,746,000 R4.8.24 （株）浜田ポンプ （1）（有）太田綜合設備（辞退）
（2）（有）ダイワ工業（辞退）
（3）平川ガス（有）（辞退）
（4）永末工業（株）（辞退）
（5）ウエダ（辞退）
（6）（有）山崎工務店（辞退）
（7）（株）浜田ポンプ（くじ決定）
（8）（有）小路設備工業
（9）（株）雄志
（10）（有）中村空調設備
（11）アーム管工

79 建築都市
総務課

古賀特別支援学校（小中
学部）体育館空調機械設
備工事

管工事 古賀市千鳥４丁目 21,644,700 19,912,200 R4.8.25 （株）ミヤビ工業 （1）志免設備工業（株）（辞退）
（2）（有）大宝（辞退）
（3）豊田設備（辞退）
（4）（株）不二光（辞退）
（5）（株）サンエスト設備
（6）（株）グローバル・ソリューション
（7）ＴＳＥ（株）
（8）（株）ミヤビ工業（くじ決定）
（9）（株）おさむ工房
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80 建築都市
総務課

古賀特別支援学校（高等
部）体育館空調機械設備
工事

管工事 古賀市千鳥４丁目 23,191,300 21,335,600 R4.8.25 （有）坂口設備工業 （1）（株）不二光（辞退）
（2）（株）トウテック（辞退）
（3）豊田設備（辞退）
（4）志免設備工業（株）（辞退）
（5）（株）キュウエイ（無効）
（6）（株）鬼木商店
（7）（有）坂口設備工業（くじ決定）
（8）（株）豊友技建工業
（9）（有）栄和工業所

81 建築都市
総務課

直方特別支援学校第１期
空調改修電気設備工事

電気工事 直方市 26,250,400 24,116,400 R4.8.29 大新工業（有） （1）ヒカリ電機工業（辞退）
（2）（株）原田電気工事（辞退）
（3）（有）笑テクニカル工業
（4）坂田電気工事商会
（5）栗原工業（株）
（6）大新工業（有）（くじ決定）
（7）（有）田代電気商会
（8）（有）カジクリ
（9）古賀山電興（株）
（10）（株）宗像電気
（11）吉田電興社
（12）（有）三浦電設
（13）（有）セイデン

82 建築都市
総務課

直方特別支援学校体育館
空調機械設備工事

管工事 直方市 21,821,800 20,075,000 R4.8.29 （株）上田工務店 （1）九州理水工（株）（辞退）
（2）（有）有泉管工（辞退）
（3）鷹見工業（有）（辞退）
（4）（有）丸善設備（辞退）
（5）（株）ＱーＳＡＮリフォームおがわ（辞退）
（6）（有）大西設備（辞退）
（7）（株）上下水道工業
（8）（株）上田工務店（くじ決定）

83 建築都市
総務課

直方特別支援学校第１期
空調改修機械設備工事

管工事 直方市 18,209,400 16,751,900 R4.8.29 （有）河村設備 （1）（有）丸善設備（辞退）
（2）エスエスエンジニア（株）（辞退）
（3）（有）大西設備
（4）（有）野見山設備
（5）アイ工業（株）
（6）（有）河村設備（くじ決定）
（7）九州理水工（株）
（8）（有）梶原設備工業
（9）（株）上下水道工業

84 建築都市
総務課

古賀特別支援学校（小中
学部）体育館空調電気設
備工事

電気工事 古賀市千鳥４丁目 12,195,700 11,168,300 R4.8.29 阿部電工（株） （1）（株）志賀電設（辞退）
（2）（株）前澤電気工業（無効）
（3）（有）横田電設（辞退）
（4）ホクトライティング（株）（辞退）
（5）佐世保通信設備（株）（失格）
（6）（有）城電設（辞退）
（7）よしてる電気（辞退）
（8）（有）百田電気（辞退）
（9）永渕電機（株）（辞退）
（10）福和電設（有）（辞退）
（11）阿部電工（株）
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85 建築都市
総務課

古賀特別支援学校（高等
部）体育館空調電気設備
工事

電気工事 古賀市千鳥４丁目 13,923,800 12,767,700 R4.8.26 （株）前澤電気工業 （1）永渕電機（株）（辞退）
（2）（株）太洋電業（辞退）
（3）（有）百田電気（辞退）
（4）福和電設（有）（辞退）
（5）（有）城電設（辞退）
（6）（株）キシヤ（辞退）
（7）（有）横田電設（辞退）
（8）（有）原竹電工
（9）（株）前澤電気工業（くじ決定）
（10）阿部電工（株）

86 建築都市
総務課

宇美商業高校校地整備
（バックネット）工事

とび・土工・コンクリート工
事

糟屋郡宇美町大字井野 41,485,400 37,431,900 R4.8.31 大輝ロード（株） （1）交通器材（株）（無効）
（2）日本ディックライト（株）
（3）大輝ロード（株）（くじ決定）
（4）高奉産業（株）
（5）（株）九州標識
（6）（株）山水製作所
（7）（株）西部保安
（8）ミカドコーポレーション（株）
（9）双葉工業（株）
（10）安全工業（株）
（11）（株）シンワロード
（12）（株）小財エクステリア販売

87 建築都市
総務課

宇美商業高校校地整備
（防球ネット第１工区）工事

とび・土工・コンクリート工
事

糟屋郡宇美町大字井野 37,176,700 33,521,400 R4.8.31 大東金属（株） （1）（株）フクモト
（2）九州興建（株）
（3）大東金属（株）（くじ決定）
（4）アルテック（株）
（5）（有）馬場産業
（6）旭日保安工業（有）
（7）（株）ダイシ
（8）筑豊金網北九州（株）
（9）（株）ニシフク
（10）九州道路器材（株）
（11）（株）西嶋金網製作所
（12）（株）牛尾商店

88 建築都市
総務課

宇美商業高校校地整備
（防球ネット第２工区）工事

とび・土工・コンクリート工
事

糟屋郡宇美町大字井野 31,264,200 28,113,800 R4.8.31 （株）山文 （1）（株）クマショウ（無効）
（2）大東金属（株）（無効）
（3）大正道路産業（株）（辞退）
（4）筑豊金網工業（株）
（5）九州興建（株）
（6）（有）ヤマウ興産
（7）（株）山文（くじ決定）
（8）（株）和幸産業
（9）東豊道路機材（株）
（10）（株）タナテック
（11）（株）白石道路施設
（12）蔵内興産（有）
（13）（株）コムカット

89 建築都市
総務課

朝倉高校　校地整備（防球
ネット）工事

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市甘木 19,845,100 17,784,800 R4.8.30 （株）久留米道路施設 （1）（株）クマショウ（無効）
（2）光栄産業（株）
（3）（株）タナテック
（4）アルテック（株）
（5）（株）開発工業
（6）（株）久留米道路施設（くじ決定）
（7）太陽工業（株）
（8）ニチハツ工業（株）
（9）（有）木元産業
（10）寺崎工業（株）
（11）アスミテクノ（株）
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90 建築都市
総務課

筑紫中央高校部室棟改築
工事

建築一式工事 大野城市中央２丁目 47,329,700 43,542,400 R4.9.1 （有）友清建設 （1）（株）梅野工務店（辞退）
（2）ニチハツ工業（株）（辞退）
（3）（株）大名建設（辞退）
（4）（有）白石工務店（辞退）
（5）ケイオーコーポレーション（有）（辞退）
（6）（株）ナカケン（辞退）
（7）フクパ建設（株）（辞退）
（8）（株）アラツホーム（辞退）
（9）リビング工業（株）
（10）（有）友清建設（くじ決定）
（11）黒岩建設（株）
（12）（株）大和工務所
（13）（株）柿本建設
（14）（株）池田建創
（15）（株）ブルク
（16）（株）エム・アール・イー

91 建築都市
総務課

太宰府高校エレベーター棟
増築他工事

建築一式工事 太宰府市 48,518,800 44,636,900 R4.8.30 中西建設（株） （1）フクパ建設（株）（辞退）
（2）リビング工業（株）（辞退）
（3）（株）アラツホーム（辞退）
（4）（有）コジマ建設（辞退）
（5）（株）宝満建設（辞退）
（6）（有）緒方建設（辞退）
（7）（有）白石工務店（辞退）
（8）（株）さとう建設（辞退）
（9）（株）コスモ建設（辞退）
（10）（株）ブルク（辞退）
（11）（株）八双建設（辞退）
（12）丸源産業（株）
（13）（株）成倖
（14）中西建設（株）（くじ決定）
（15）（株）大和工務所

92 建築都市
総務課

朝倉高校　校地整備（グラ
ウンド）工事

土木一式工事 朝倉市甘木 18,225,900 16,332,800 R4.8.26 （株）はらの （1）（有）風成（辞退）
（2）空閑工務店（辞退）
（3）（株）はらの
（4）（有）秋吉組
（5）（株）佑建
（6）（有）石井建設
（7）（有）秋重建設
（8）石松建設（有）
（9）（有）澪天工業

93 建築都市
総務課

三井高校体育館棟１階内
部改造電気設備工事

電気工事 小郡市松崎 15,914,800 14,587,100 R4.9.13 旭洋電気工事（株） （1）（株）ＥＣＯＭ（辞退）
（2）（株）古賀電設商会（辞退）
（3）末次電気工事商会（辞退）
（4）（株）安徳電設工業（辞退）
（5）（株）カワデン（辞退）
（6）（有）元気電工（辞退）
（7）（有）電興設計工業（辞退）
（8）（株）福岡電化商事
（9）（株）村上電設
（10）喜多電設（株）
（11）（有）ハセガワ電工
（12）旭洋電気工事（株）（くじ決定）
（13）日生電気工事
（14）中野電気
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94 建築都市
総務課

糸島特別支援学校（仮称）
緑化第１工区工事

造園工事 糸島市泊 4,853,200 4,336,200 R4.9.12 （有）新緑園 （1）（株）ダンチ工業（辞退）
（2）（有）牛原造園（無効）
（3）アートグリーン
（4）（株）草寿園
（5）（有）新緑園（くじ決定）
（6）（有）福岡緑地建設
（7）寺山造園
（8）平野造園（株）

95 建築都市
総務課

糸島特別支援学校（仮称）
緑化第２工区工事

造園工事 糸島市泊 4,599,100 4,108,500 R4.9.14 （有）牛原造園 （1）アートグリーン（辞退）
（2）中園造園土木（株）
（3）（有）牛原造園（くじ決定）
（4）寺山造園
（5）青葉造園土木（株）
（6）（有）重松造園土木
（7）（有）倉光造園
（8）（株）森園芸場

96 建築都市
総務課

県営黒崎団地第３工区個
別改善工事

建築一式工事 大牟田市大字岬 37,358,200 34,369,500 R4.9.14 （株）モロインテリア （1）（株）坂口建設産業（辞退）
（2）牟田口建設（辞退）
（3）（有）尾崎建設（無効）
（4）（有）さくら建設（無効）
（5）田中建設（辞退）
（6）（有）大津工業（辞退）
（7）（株）高口直建設（辞退）
（8）外﨑建設（株）（辞退）
（9）（株）鍋倉建設（辞退）
（10）（有）新生建設（辞退）
（11）（株）モロインテリア（くじ決定）
（12）（有）土本工務店

97 建築都市
総務課

県営黒崎団地第４工区個
別改善工事

建築一式工事 大牟田市大字岬 25,423,200 23,389,300 R4.9.12 （有）土本工務店 （1）（有）新生建設（辞退）
（2）（株）坂口建設産業（辞退）
（3）牟田口建設（辞退）
（4）（有）尾崎建設（無効）
（5）田中建設（辞退）
（6）（株）鍋倉建設（辞退）
（7）外﨑建設（株）（辞退）
（8）（有）さくら建設（無効）
（9）（有）大津工業（辞退）
（10）（株）高口直建設（辞退）
（11）（株）モロインテリア（無効）
（12）（有）土本工務店

98 建築都市
総務課

糸島高校教室棟他内部改
造機械設備工事（２期－１）

管工事 糸島市 39,513,100 36,351,700 R4.9.15 三栄工業（株） （1）（有）西村住宅設備（辞退）
（2）（株）稗田設備工業（辞退）
（3）（有）福建設備（辞退）
（4）（有）塩川設備（辞退）
（5）（有）河上設備（辞退）
（6）（株）龍設備工業（辞退）
（7）（有）豊栄設備（辞退）
（8）（株）水栄設備（辞退）
（9）（有）寺崎設備工事店（辞退）
（10）（株）西陵設備（辞退）
（11）（株）浦山設備工業（辞退）
（12）（株）山崎設備工業（辞退）
（13）（有）中下設備（辞退）
（14）シナノ設備（株）（辞退）
（15）三栄工業（株）
（16）（株）冨永商店（失格）
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99 建築都市
総務課

山門高校教室棟改築衛生
設備工事

管工事 みやま市瀬高町上庄 32,017,700 29,455,800 R4.9.15 （有）廣瀬住設 （1）西日本管機工（株）（辞退）
（2）（株）池上設備工業（辞退）
（3）（株）フジプランニング（辞退）
（4）（株）廣松設備（辞退）
（5）（株）鶴商（辞退）
（6）（株）ヒラカワ（辞退）
（7）（有）大久保設備工業（辞退）
（8）岩永設備（辞退）
（9）（株）カナクリ設備工業（辞退）
（10）（有）石橋設備（辞退）
（11）（有）菅原商事（辞退）
（12）（有）廣瀬住設
（13）（株）藤和開発
（14）おはよう設備（有）

100 建築都市
総務課

山門高校教室棟改築空調
設備工事

管工事 みやま市瀬高町上庄 40,615,300 37,365,900 R4.9.13 （株）梅崎工業 （1）もりた住機設備（株）（辞退）
（2）（有）菅原商事（辞退）
（3）（有）廣瀬住設（辞退）
（4）（株）フジプランニング（辞退）
（5）（株）カナクリ設備工業（辞退）
（6）西日本管機工（株）（辞退）
（7）（有）大久保設備工業（辞退）
（8）（株）岡工務店
（9）（株）太田設備工業
（10）（株）梅崎工業（くじ決定）
（11）（株）柳川設備
（12）（株）藤和開発
（13）九州洗罐工事（株）
（14）成生建設（株）

101 建築都市
総務課

直方高校浄化槽電気設備
工事

電気工事 直方市大字頓野 8,488,700 7,726,400 R4.9.15 栗原工業（株） （1）（株）原田電気工事（辞退）
（2）（株）宗像電気（辞退）
（3）大新工業（有）（辞退）
（4）吉田電興社
（5）（株）テクマ
（6）（有）野上電設
（7）栗原工業（株）（くじ決定）
（8）坂田電気工事商会

102 建築都市
総務課

県営おかの台団地第１工
区個別改善工事

建築一式工事 遠賀郡水巻町おかの台 41,428,200 38,113,900 R4.9.20 （有）翔鷹技建 （1）昭和住宅（株）（辞退）
（2）（株）ＣｌｏｖｅｒＯｎｅ（辞退）
（3）（有）九州工営（無効）
（4）（有）白石工業（辞退）
（5）（有）天野防専商会（辞退）
（6）タダノ総建（株）（辞退）
（7）田辺建設（株）（辞退）
（8）（株）中建
（9）（有）翔鷹技建（くじ決定）
（10）（有）石松建設
（11）浅川建設（株）
（12）（有）一成産業
（13）（有）松尾工務店

103 建築都市
総務課

県営おかの台団地第２工
区個別改善工事

建築一式工事 遠賀郡水巻町おかの台 29,003,700 26,682,700 R4.9.20 （有）石松建設 （1）タダノ総建（株）（辞退）
（2）（有）出雲建設（辞退）
（3）（有）白石工業（辞退）
（4）（有）翔鷹技建（無効）
（5）（有）天野防専商会（辞退）
（6）（有）九州工営（無効）
（7）（株）ＣｌｏｖｅｒＯｎｅ（辞退）
（8）ＳＫペイント（株）
（9）浅川建設（株）
（10）（有）松尾工務店
（11）（有）石松建設（くじ決定）



（ 期間　令和４年７月１日　～　令和４年９月３０日 ）
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104 建築都市
総務課

県営水三番団地第７工区
個別改善工事

建築一式工事 北九州市八幡西区町上津
役東２丁目

44,519,200 40,957,400 R4.9.20 （有）九州工営 （1）（株）ムサシ（辞退）
（2）（有）白石工業（辞退）
（3）（株）ＣｌｏｖｅｒＯｎｅ（辞退）
（4）（有）天野防専商会（辞退）
（5）梶原建設（辞退）
（6）タダノ総建（株）（辞退）
（7）浅川建設（株）
（8）（有）九州工営（くじ決定）
（9）（株）コダマ店舗流通センター
（10）（有）石松建設
（11）（有）松尾工務店
（12）（有）翔鷹技建

105 建築都市
総務課

築上西高校普通教室棟改
築空調設備工事（第１工
区）

管工事 築上郡築上町大字椎田 37,999,500 34,959,100 R4.9.22 （有）能方設備 （1）（有）坪井設備（辞退）
（2）（株）森若工務店（辞退）
（3）協和工業（株）（辞退）
（4）（有）西電工業（辞退）
（5）（株）周防灘ビルサービス
（6）（有）永幸設備
（7）雄志総合設備（株）
（8）（有）能方設備（くじ決定）
（9）（株）ケイテック
（10）（株）米田水道
（11）（有）中井設備
（12）（株）井本冷熱

106 建築都市
総務課

築上西高校普通教室棟改
築空調設備工事（第２工
区）

管工事 築上郡築上町大字椎田 34,912,900 32,118,900 R4.9.22 （株）岡田設備 （1）（株）泉産業（辞退）
（2）（株）みやけ商会（辞退）
（3）（株）毛利設備工業（辞退）
（4）（有）能方設備（無効）
（5）ソーラー設備商会（辞退）
（6）協和工業（株）（辞退）
（7）（有）古井設備（辞退）
（8）（有）田守産業
（9）（株）周防灘ビルサービス
（10）（有）中井設備
（11）（株）岡田設備（くじ決定）
（12）（株）井本冷熱
（13）（有）西電工業

107 建築都市
総務課

築上西高校普通教室棟改
築衛生設備工事

管工事 築上郡築上町大字椎田 25,635,500 23,584,000 R4.9.22 （有）太田綜合設備 （1）平川ガス（有）（辞退）
（2）（有）ダイワ工業（辞退）
（3）（有）山崎工務店（辞退）
（4）ウエダ（辞退）
（5）（有）小路設備工業
（6）（有）太田綜合設備（くじ決定）
（7）（有）西口住宅設備
（8）アーム管工
（9）（有）中村空調設備
（10）永末工業（株）
（11）（株）雄志

108 建築都市
総務課

山門高校教室棟改築電気
設備工事（第１工区）

電気工事 みやま市瀬高町上庄 29,554,800 28,076,400 R4.9.22 （有）三橋電気 （1）大川電気興業（有）（辞退）
（2）久保田電設（辞退）
（3）（有）三橋電気
（4）吉田電気工事（株）
（5）（有）高田電設
（6）（株）藤木電気工業
（7）（株）中原電工
（8）（株）森田電工
（9）（有）藤垣電気商会
（10）（株）サンエス電機
（11）（株）平川電気商会
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109 建築都市
総務課

山門高校教室棟改築電気
設備工事（第２工区）

電気工事 みやま市瀬高町上庄 32,593,000 29,945,300 R4.9.22 （株）マツウラ （1）（有）丸武電気工事（辞退）
（2）（有）創広電気商会（辞退）
（3）久保田電設（辞退）
（4）（株）大光電設
（5）吉田電気工事（株）
（6）（株）マツウラ（くじ決定）
（7）（株）ゴトウ電設
（8）信和電気工事（株）
（9）（株）中原電工
（10）（株）森田電工
（11）（株）木下電機商会
（12）（有）大橋電気商会

110 建築都市
総務課

築上西高校普通教室棟改
築電気設備工事

電気工事 築上郡築上町大字椎田 44,079,200 40,552,600 R4.9.28 （資）中野電気商会 （1）（有）有松電気（辞退）
（2）（有）辻電気（辞退）
（3）（有）岩崎電気（辞退）
（4）（有）柏木電気商会
（5）（株）しげもり
（6）（株）下畑電設工業
（7）角杉電業（株）
（8）（株）荏原電気
（9）（株）カミジョウ
（10）（資）中野電気商会（くじ決定）

111 建築都市
総務課

福岡中央高校　校地整備
（法面１工区）工事

とび・土工・コンクリート工
事

福岡市中央区平尾３丁目 24,600,400 24,600,400 R4.9.28 不二グラウト工業
（株）

（1）（株）テクノスグリーン（辞退）
（2）（株）小財スチール（無効）
（3）（株）緑研産業
（4）日本乾溜工業（株）
（5）福岡帝国金網工業（株）
（6）（株）九州緑化産業
（7）不二グラウト工業（株）（くじ決定）
（8）九州日植（株）
（9）新日本グラウト工業（株）

112 建築都市
総務課

福岡中央高校　校地整備
（法面２工区）工事

とび・土工・コンクリート工
事

福岡市中央区平尾３丁目 16,079,800 14,417,700 R4.9.20 福岡帝国金網工業
（株）

（1）不二グラウト工業（株）（無効）
（2）（株）テクノスグリーン（辞退）
（3）（株）九州緑化産業
（4）（株）小財スチール
（5）日本乾溜工業（株）
（6）福岡帝国金網工業（株）（くじ決定）
（7）（有）熊本緑化
（8）新日本グラウト工業（株）
（9）九州日植（株）
（10）（株）緑研産業

113 建築都市
総務課

県営月の浦団地第６工区
個別改善工事

建築一式工事 大野城市月の浦３丁目 38,518,700 35,436,500 R4.9.28 （有）丸野工務店 （1）スペース・ワーク（株）（辞退）
（2）（株）森山工務店（辞退）
（3）（株）中山建設（辞退）
（4）（有）須和建設（無効）
（5）（株）九和九創（辞退）
（6）（有）丸野工務店（くじ決定）
（7）桜田建設
（8）フクパ建設（株）
（9）（有）松吉繁工務店
（10）（株）稲葉工務店
（11）（株）共栄
（12）徳田建設（株）
（13）（株）ブルク
（14）（株）中村政工務店
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114 建築都市
総務課

県営月の浦団地第７工区
個別改善工事

建築一式工事 大野城市月の浦３丁目 32,466,500 29,868,300 R4.9.28 リビング工業（株） （1）（有）白石工務店（辞退）
（2）宮嶋建設工業（株）（辞退）
（3）げんき住宅（株）（辞退）
（4）（株）アラツホーム（辞退）
（5）（株）ヒロケンｃｏｒｐ．（辞退）
（6）（株）守田工務店（辞退）
（7）青南建設（株）（辞退）
（8）（有）松屋工務店（辞退）
（9）（有）須和建設
（10）桜田建設
（11）イトケンテクノ（株）
（12）（株）大和工務所
（13）リビング工業（株）（くじ決定）
（14）徳田建設（株）

115 建築都市
総務課

県営花瀬団地第４工区個
別改善工事

建築一式工事 飯塚市伊川 28,248,000 25,987,500 R4.9.30 （有）まつよし （1）（有）フクダ技建（辞退）
（2）（株）クラシアホーム（無効）
（3）（株）大貴建設（無効）
（4）仲工務店（無効）
（5）（有）川上建設（辞退）
（6）（有）大村建設（辞退）
（7）（有）徳永建設（辞退）
（8）（有）瑞穂工務店（辞退）
（9）（有）まつよし（くじ決定）
（10）（株）高津建設
（11）（株）ログファーム
（12）（株）久保山産業
（13）（株）進光開発
（14）（株）クボイ

116 建築都市
総務課

県営花瀬団地第５工区個
別改善工事

建築一式工事 飯塚市伊川 33,787,600 31,083,800 R4.9.30 仲工務店 （1）（株）クラシアホーム（失格）
（2）（有）川上建設（辞退）
（3）（有）フクダ技建（辞退）
（4）（有）瑞穂工務店（辞退）
（5）（有）大村建設（辞退）
（6）（有）徳永建設（辞退）
（7）（株）久保山産業
（8）（株）クボイ
（9）（株）大貴建設
（10）（株）高津建設
（11）仲工務店（くじ決定）
（12）（有）まつよし
（13）（株）ログファーム
（14）（株）進光開発

117 建築都市
総務課

太宰府高校昇降機設備工
事

機械器具設置工事 太宰府市 13,107,600 13,107,600 R4.8.2 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

118 建築都市
総務課

小倉聴覚特別支援学校体
育館空調機械設備工事

管工事 北九州市小倉北区三郎丸
２丁目

19,754,900 17,798,000 R4.8.3 （株）谷原 （1）（株）谷原
（2）（株）九十九空調
（3）九州衛生工業（株）

119 建築都市
総務課

福岡高等視覚特別支援学
校第１期便所改修機械設
備工事

管工事 筑紫野市大字牛島 12,620,300 12,199,000 R4.8.3 （有）日高水道設備 （1）（有）日高水道設備
（2）（株）木下工業所
（3）（株）梅野設備

120 建築都市
総務課

福岡高等視覚特別支援学
校第１期便所改修電気設
備工事

電気工事 筑紫野市大字牛島 5,038,000 4,705,800 R4.8.8 （株）春日電工 （1）（株）春日電工
（2）（株）アルファテック
（3）（株）勝電設
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121 建築都市
総務課

門司大翔館高校昇降機設
備工事

機械器具設置工事 北九州市門司区藤松２丁
目

13,561,900 13,561,900 R4.8.16 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

122 建築都市
総務課

早良高校部室棟改築他工
事

建築一式工事 福岡市早良区大字小笠木 46,262,700 41,580,000 R4.9.1 （株）エム・アイ工房 （1）（株）エム・アイ工房
（2）谷口建設（株）
（3）モリタ企画産業（株）

123 建築都市
総務課

三井高校図書館棟内部改
造他機械設備工事

管工事 小郡市松崎 19,221,400 18,572,400 R4.9.1 （株）太陽インフラテッ
ク九州

（1）（株）太陽インフラテック九州
（2）ウォータークリーン（株）

124 福岡県土
整備事務
所

（都）中川熊鶴線　道路標
識設置工事

とび・土工・コンクリート工
事

古賀市新久保１丁目 5,363,600 4,813,600 R4.8.31 （株）開発工業 (1)（株）西嶋金網製作所
(2)（株）ニシフク
(3)太陽工業（株）
(4)（株）久留米道路施設
(5)（有）エスアールシステム
(6)（株）開発工業（ くじ決定）
(7)大東産業（株）（辞退）

125 福岡県土
整備事務
所

大濠公園　池水浄化施設
更新工事（２工区）

機械器具設置工事 福岡市中央区大濠公園 49,318,500 45,372,800 R4.8.25 エスエスエンジニア
（株）

(1)（株）菅原（辞退）
(2)月島機械（株）福岡支店（辞退）
(3)（株）ミゾタ福岡支店（辞退）
(4)（株）タクマ九州支店（辞退）
(5)（株）乗富鉄工所（辞退）
(6)（株）ニチゾウテック九州事業部久留米事業（辞退）
(7)アイム電機工業（株）（辞退）
(8)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）（辞退）
(9)エスエスエンジニア（株）
(10)（株）ケイ・イー・エス（辞退）
(11)（株）共栄機工商会（無効）
(12)（株）ケイ・エスクラフト工業（辞退）

126 福岡県土
整備事務
所

（都）志免宇美線（志免工
区）道路新設工事（１工区）

土木一式工事 糟屋郡志免町大字吉原 34,398,100 30,985,900 R4.9.29 （有）相良建設工業 (1)（株）日栄
(2)（株）マルミ吉住組
(3)村山建設（株）
(4)博高工業（有）（辞退）
(5)（株）マツトク建設
(6)（有）萩尾土木
(7)（株）折居産業建設
(8)（株）音成組
(9)（有）相良建設工業（ くじ決定）
(10)（株）タカハシ（辞退）
(11)（株）田中建設（辞退）
(12)（株）山翔（辞退）

127 福岡県土
整備事務
所

（都）志免宇美線（志免工
区）道路新設工事（２工区）

土木一式工事 糟屋郡志免町大字吉原 31,834,000 28,650,600 R4.9.26 （株）マツトク建設 (1)（株）日栄
(2)（株）マルミ吉住組
(3)村山建設（株）
(4)（株）マツトク建設（ くじ決定）
(5)（有）萩尾土木
(6)（株）折居産業建設
(7)（株）音成組
(8)（株）安武（辞退）
(9)（有）相良建設工業（無効）
(10)（株）タカハシ（辞退）
(11)（有）新恵商店（辞退）
(12)（株）田中建設（辞退）
(13)（株）山翔（辞退）
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128 福岡県土
整備事務
所

（都）志免宇美線（志免工
区）道路新設工事（３工区）

土木一式工事 糟屋郡志免町大字吉原 21,367,500 19,136,700 R4.9.28 （株）大川内組 (1)（株）日栄
(2)（株）マルミ吉住組
(3)（株）マツトク建設（無効）
(4)（有）萩尾土木
(5)（株）折居産業建設
(6)（株）大川内組（ くじ決定）
(7)（株）音成組
(8)（株）岩切
(9)（株）タカハシ（辞退）
(10)（株）田中建設（辞退）
(11)（株）山翔（辞退）

129 福岡県土
整備事務
所

（都）志免宇美線（志免工
区）道路新設工事（４工区）

土木一式工事 糟屋郡志免町大字吉原 21,168,400 18,961,800 R4.9.26 （株）岩切 (1)（株）日栄
(2)（株）マルミ吉住組
(3)（株）マツトク建設（無効）
(4)（有）萩尾土木
(5)（株）折居産業建設
(6)（株）大川内組（無効）
(7)（株）音成組
(8)（株）岩切（ くじ決定）
(9)（有）因土木（辞退）
(10)（株）タカハシ（辞退）
(11)（株）田中建設（辞退）
(12)（株）山翔（辞退）

130 久留米県
土整備事
務所

（都）久留米駅南町線　付
替水路工事

土木一式工事 久留米市西町 48,789,400 48,400,000 R4.8.2 （株）中央建設工業 (1)（株）加月組
(2)（株）中央建設工業
(3)（株）みのう（辞退）
(4)（株）高木組（辞退）
(5)（株）仲組
(6)（株）大久保建設（辞退）
(7)岩村建設（株）（辞退）
(8)参道賢建設（有）（無効）
(9)（有）原武建設（辞退）
(10)（株）藤岡建設（辞退）
(11)（株）オオハシ（辞退）
(12)（株）マルケン（辞退）

131 久留米県
土整備事
務所

（都）久留米駅南町線　道
路拡幅工事（５工区）

土木一式工事 久留米市西町 33,986,700 31,900,000 R4.8.3 （株）城関 (1)大和建設（株）（辞退）
(2)（株）クスコ（辞退）
(3)末安組（辞退）
(4)（株）豊栄工業（辞退）
(5)高山興業（無効）
(6)（有）高弘建設（無効）
(7)（株）橋爪土木
(8)（有）藤光建設
(9)九州環境建設（株）（辞退）
(10)（株）みらい建設
(11)（株）城関（ くじ決定）
(12)（株）執行組（辞退）

132 直方県土
整備事務
所

若宮宮田直方幹線　下水
管築造工事（３工区）

土木一式工事 直方市大字上新入 95,034,500 86,062,900 R4.8.22 協和建設（株） (1)有田建設（株）
(2)協和建設（株）
(3)（株）堀組土建（辞退）
(4)（株）前田組（辞退）
(5)（株）松浦組
(6)（有）安永工務店
(7)丸彦産業（株）（辞退）
(8)興栄建設（株）
(9)（株）水摩組
(10)（株）高瀬組（辞退）
(11)（株）双一開發
(12)Ｉ・Ｋ（株）
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133 直方県土
整備事務
所

（都）植木駅前線　道路改
良工事（１工区）

土木一式工事 直方市大字植木 5,291,000 4,725,600 R4.7.22 （株）比山工建 (1)（有）おおぎ建設
(2)（有）サヤ建設（辞退）
(3)（株）宇喜多工業
(4)川原土建（無効）
(5)（株）ヤマト建設
(6)太志建設（株）
(7)（株）比山工建（ くじ決定）

134 直方県土
整備事務
所

（都）境口鴨生田線　防草
対策工事

土木一式工事 直方市新町１丁目 9,247,700 8,185,100 R4.9.14 （株）美松建設 (1)（有）万永産業（無効）
(2)（有）クリエイトホーム
(3)（有）サヤ建設（辞退）
(4)（有）義金建設
(5)（株）倉員建設
(6)カズヒロ（株）
(7)（株）美松建設（ くじ決定）

135 京築県土
整備事務
所

県道山内吉富線　歩道景
観整備工事（１工区）

土木一式工事 築上郡吉富町大字今吉 19,818,700 17,789,200 R4.9.26 （有）大栄建工 (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）大栄建工（ くじ決定）
(6)（有）横川工務店
(7)（株）タイヘイ
(8)（株）田口組
(9)（有）麻野鉄工建設興業
(10)（株）和才建設（辞退）

136 八女県土
整備事務
所

筑後広域公園軽スポーツ
エリア園路整備工事（５工
区）

土木一式工事 筑後市大字津島 45,307,900 43,010,000 R4.7.22 （株）むつみ工業 (1)池田建設（株）
(2)（株）下川土木
(3)下川産業（株）
(4)（有）角組
(5)（株）尋木組（無効）
(6)（株）堤建設
(7)（有）西田組
(8)（株）むつみ工業
(9)田島土木工業（株）
(10)（有）秋山産業（辞退）
(11)（株）共栄組
(12)（株）丸欣

137 八女県土
整備事務
所

筑後広域公園（エントラン
スエリア）駐車場整備工事

土木一式工事 筑後市大字津島 40,613,100 38,500,000 R4.7.20 下川産業（株） (1)池田建設（株）
(2)（株）下川土木
(3)下川産業（株）
(4)（有）角組
(5)（株）尋木組（無効）
(6)田島建設（有）（辞退）
(7)（有）西田組
(8)（株）むつみ工業
(9)（有）佐藤組
(10)安達建設（株）
(11)（有）内藤建設（辞退）
(12)（株）丸欣

138 八女県土
整備事務
所

筑後広域公園（エントラン
スエリア）植栽移植工事

造園工事 筑後市大字津島 4,900,500 4,653,000 R4.9.1 （株）緑幸園 (1)栗原造園
(2)（有）青光園
(3)村上ガーデン（無効）
(4)（株）緑幸園
(5)（有）ミキ企画
(6)諸冨造園
(7)（株）北原造園土木

139 八女県土
整備事務
所

筑後広域公園軽スポーツ
エリア休養施設設置工事

造園工事 筑後市大字津島 5,897,100 5,709,000 R4.8.15 （株）北原造園土木 (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
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140 北九州県
土整備事
務所

（都）塘ノ内砂山線　橋梁下
部工（Ｐ１）工事

土木一式工事 中間市長津３丁目 65,050,700 58,243,900 R4.8.17 福山総合建設（株） (1)岡本土木（株）（辞退）
(2)川本建設工業（株）（辞退）
(3)北辰建設（株）（辞退）
(4)小西建設工業（株）（辞退）
(5)河建工業（株）
(6)宮本建設工業（株）
(7)福山総合建設（株）
(8)（株）松尾組（辞退）
(9)久一建設（株）

141 北九州県
土整備事
務所

（都）福間駅松原線　標識
設置工事

とび・土工・コンクリート工
事

福津市中央６丁目 9,192,700 8,723,000 R4.7.29 交通システム（株） (1)（株）永津建設
(2)九州道路器材（株）
(3)大正道路産業（株）
(4)交通システム（株）
(5)安全工業（株）
(6)大東産業（株）
(7)日本エスエム（株）

142 北九州県
土整備事
務所

（都）福間駅前線信号ケー
ブル設置工事

電気工事 福津市中央２丁目 5,483,500 4,836,700 R4.8.26 大和電業（株） (1)（株）サン電工社
(2)大和電業（株）（ くじ決定）
(3)（株）ふちわき
(4)（株）平和電業社
(5)北筑電業（株）
(6)上内電気（株）
(7)（株）新栄

143 北九州県
土整備事
務所

（都）福間駅前線地中化施
設設置工事

土木一式工事 福津市中央２丁目 9,269,700 9,020,000 R4.8.29 （有）明永建設 (1)（株）丸宗土木（無効）
(2)（株）古山土木（辞退）
(3)（有）アクロス
(4)（有）明永建設
(5)（株）花田重機建設（辞退）
(6)（有）明徳工業
(7)（株）松本土木

144 北九州県
土整備事
務所

中央公園管理施設管理棟
防火扉更新工事

建築一式工事 北九州市小倉北区井堀５
丁目

8,008,000 7,366,700 R4.9.29 （有）都建設 (1)（有）野村建設工業（辞退）
(2)（有）都建設（ くじ決定）
(3)（有）伊崎建設（辞退）
(4)峰建設（株）（辞退）
(5)水上工業（株）
(6)（株）山内工務店
(7)（株）千原建設（辞退）

145 北九州県
土整備事
務所

（都）塘ノ内砂山線　仮設道
路設置工事

土木一式工事 中間市長津３丁目 10,026,500 9,680,000 R4.8.29 （株）末岡工務店 (1)（株）末岡工務店
(2)（有）西村組（辞退）
(3)（株）東栄建設
(4)永野建設工業（株）（辞退）
(5)（株）川浪建設工業
(6)小林建設（株）（辞退）
(7)（株）原産業（辞退）
(8)（有）ヨシアキ建設
(9)（株）永和（辞退）

146 北九州県
土整備事
務所

（都）芦屋水巻中間線道路
改良工事（１工区）

土木一式工事 遠賀郡水巻町頃末南１丁
目

29,624,100 26,742,100 R4.8.26 （株）リュウキ (1)山藤建設（株）
(2)（有）村田建設工業
(3)山興建設（有）（辞退）
(4)（有）三建建設
(5)（株）リュウキ（ くじ決定）
(6)（有）一進総合建設
(7)松田組（株）
(8)飯田総建（株）
(9)（株）山瀬組
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147 北九州県
土整備事
務所

（都）芦屋水巻中間線道路
改良工事（２工区）

土木一式工事 遠賀郡水巻町頃末南１丁
目

26,966,500 24,333,100 R4.9.27 日慶建設（株） (1)山兼工業（有）
(2)（有）吉田護建設
(3)（株）今村組
(4)ヤナギ建設（株）
(5)（株）進建
(6)日慶建設（株）（ くじ決定）
(7)金子建設興業（有）
(8)田中建設工業（株）
(9)（株）沖村総合建設

148 北九州県
土整備事
務所

（都）芦屋水巻中間線道路
改良工事（３工区）

土木一式工事 遠賀郡水巻町吉田西１丁
目

24,459,600 22,060,500 R4.9.27 明秀産業（株） (1)永順産業（株）
(2)（有）前山建設
(3)明秀産業（株）（ くじ決定）
(4)（有）友興（辞退）
(5)（株）永田組
(6)（株）竹之下（辞退）
(7)（有）一伸
(8)（有）サンセイ技建
(9)（有）笠井建設

149 那珂県土
整備事務
所

現人橋乙金線道路照明設
置工事（２工区）

電気工事 那珂川市仲３丁目 5,908,100 5,212,900 R4.9.15 （株）関屋電設 (1)三交電気工事（株）
(2)（株）木村電気工事店
(3)（株）関屋電設（ くじ決定）
(4)野上電気（株）（辞退）
(5)（有）太宰府電工
(6)甲斐電気工事（株）
(7)（株）さがでん

150 那珂県土
整備事務
所

現人橋乙金線視覚障がい
者誘導標示設置工事（１工
区）

とび・土工・コンクリート工
事

那珂川市仲３丁目 6,517,500 5,753,000 R4.8.4 アスミテクノ（株） (1)ニチハツ工業（株）
(2)太陽工業（株）
(3)（株）ダイシ
(4)アスミテクノ（株）（ くじ決定）
(5)（株）開発工業
(6)交通器材（株）
(7)光栄産業（株）

151 那珂県土
整備事務
所

現人橋乙金線視覚障がい
者誘導標示設置工事（２工
区）

とび・土工・コンクリート工
事

那珂川市仲３丁目 6,177,600 5,451,600 R4.8.5 光栄産業（株） (1)ニチハツ工業（株）
(2)（株）コムカット
(3)太陽工業（株）
(4)（株）ダイシ
(5)アスミテクノ（株）（無効）
(6)（株）開発工業
(7)交通器材（株）
(8)光栄産業（株）（ くじ決定）

152 那珂県土
整備事務
所

現人橋乙金線視覚障がい
者誘導標示設置工事（３工
区）

とび・土工・コンクリート工
事

那珂川市仲２丁目 5,814,600 5,130,400 R4.8.4 （株）ダイシ (1)ニチハツ工業（株）
(2)（株）コムカット
(3)日本ディックライト（株）
(4)太陽工業（株）
(5)（株）ダイシ（ くじ決定）
(6)アスミテクノ（株）（無効）
(7)（株）開発工業
(8)交通器材（株）
(9)光栄産業（株）（無効）

153 那珂県土
整備事務
所

春日公園球技場照明改修
工事（１工区）

電気工事 春日市原町３丁目 47,138,300 42,687,700 R4.7.27 アユミ電業（株） (1)（株）九電工
(2)三交電気工事（株）
(3)アユミ電業（株）（ くじ決定）
(4)（株）木村電気工事店
(5)（株）関屋電設
(6)（株）リオス
(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）（無効）
(12)西鉄電設工業（株）（辞退）
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154 那珂県土
整備事務
所

春日公園球技場照明改修
工事（２工区）

電気工事 春日市原町３丁目 47,138,300 42,687,700 R4.7.20 （株）浜田 (1)（株）平和電興
(2)三交電気工事（株）
(3)（株）サン電工社
(4)アユミ電業（株）（無効）
(5)（株）木村電気工事店
(6)（株）関屋電設
(7)（株）リオス
(8)（有）太宰府電工
(9)甲斐電気工事（株）
(10)（株）浜田（ くじ決定）
(11)大洋電気（株）
(12)ナガノ電気（株）（無効）
(13)西鉄電設工業（株）（辞退）

155 那珂県土
整備事務
所

春日公園球技場照明改修
工事（３工区）

電気工事 春日市原町３丁目 47,138,300 42,687,700 R4.7.26 大洋電気（株） (1)（株）島田電気商会
(2)三交電気工事（株）
(3)アユミ電業（株）（無効）
(4)（株）木村電気工事店
(5)（株）関屋電設
(6)（株）リオス
(7)（有）太宰府電工
(8)甲斐電気工事（株）
(9)イーエレクス（株）
(10)（株）浜田（無効）
(11)大洋電気（株）（ くじ決定）
(12)ナガノ電気（株）（無効）
(13)（株）福東電設（無効）
(14)西鉄電設工業（株）（辞退）

156 那珂県土
整備事務
所

春日公園遊歩道整備工事
（５工区）

塗装工事 春日市原町３丁目 3,655,300 3,262,600 R4.8.9 交通器材（株） (1)ニチハツ工業（株）
(2)（株）コムカット
(3)太陽工業（株）
(4)（株）ダイシ
(5)アスミテクノ（株）
(6)交通器材（株）（ くじ決定）
(7)光栄産業（株）

157 那珂県土
整備事務
所

現人橋乙金線視覚障がい
者誘導標示設置工事（４工
区）

とび・土工・コンクリート工
事

那珂川市仲３丁目 5,724,400 5,050,100 R4.8.5 筑豊金網工業（株） (1)ニチハツ工業（株）
(2)筑豊金網工業（株）（ くじ決定）
(3)（株）コムカット
(4)（株）山水製作所
(5)太陽工業（株）
(6)（株）ダイシ（無効）
(7)アスミテクノ（株）（無効）
(8)（株）開発工業
(9)交通器材（株）
(10)光栄産業（株）（無効）

158 那珂県土
整備事務
所

現人橋乙金線視覚障がい
者誘導標示設置工事（５工
区）

とび・土工・コンクリート工
事

那珂川市仲３丁目 5,088,600 4,489,100 R4.8.5 ニチハツ工業（株） (1)ニチハツ工業（株）（ くじ決定）
(2)（株）西部保安
(3)（株）コムカット
(4)（株）ユクタケ
(5)太陽工業（株）
(6)（株）ダイシ（無効）
(7)大輝ロード（株）
(8)アスミテクノ（株）（無効）
(9)（株）開発工業
(10)交通器材（株）
(11)光栄産業（株）（無効）
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159 那珂県土
整備事務
所

春日公園球技場照明改修
工事（４工区）

電気工事 春日市原町３丁目 47,138,300 42,687,700 R4.7.27 （株）リオス (1)三交電気工事（株）
(2)アユミ電業（株）（無効）
(3)栄共電設（株）
(4)（株）木村電気工事店
(5)（株）関屋電設
(6)（株）高砂電業社
(7)（株）リオス（ くじ決定）
(8)（有）太宰府電工
(9)甲斐電気工事（株）
(10)（株）浜田（無効）
(11)大洋電気（株）（無効）
(12)ナガノ電気（株）（無効）
(13)福岡日信電子（株）
(14)健和電気（株）
(15)西鉄電設工業（株）（辞退）

160 那珂県土
整備事務
所

春日公園野球場防球ネット
改修工事

とび・土工・コンクリート工
事

春日市原町３丁目 29,911,200 26,879,600 R4.9.8 アスミテクノ（株） (1)ミカドコーポレーション（株）
(2)ニチハツ工業（株）
(3)（株）コムカット
(4)双葉工業（株）
(5)太陽工業（株）
(6)（株）ダイシ
(7)アスミテクノ（株）（ くじ決定）
(8)（株）開発工業
(9)交通器材（株）

161 那珂県土
整備事務
所

長浜太宰府線（須玖北工
区）用地取得地管理工事

土木一式工事 春日市須玖北８丁目 2,996,400 2,860,000 R4.8.1 （有）石場建設 (1)（株）塩月工業
(2)アビル工業（株）
(3)小倉建設（株）
(4)（有）宮原商店
(5)（株）吉山建設
(6)（株）龍建設工業
(7)（有）石場建設

162 流域下水
道事務所

御笠川浄化センター処理
水再利用棟撤去工事（１工
区）

土木一式工事 福岡市博多区那珂４丁目 60,456,000 54,232,200 R4.9.26 ダダスエ建設（株） 亜細亜建設工業（株）
古賀建設（株）
（株）才田組
（株）塩月工業
タダスエ建設（株）
陽光建設（株）（辞退）

163 流域下水
道事務所

機械濃縮棟改修工事 建築一式工事 小郡市津古 21,348,800 19,632,800 R4.8.2 （株）井上工務店 （資）中野商会
丸山都市開発（株）（無効）
（株）矢野組
黒岩建設
横溝鉄工所（辞退）
マインド建築（株）（辞退）
板並建設（株）（辞退）
加月工務店（無効）
（株）井上工務店（くじ決定）

164 流域下水
道事務所

水処理３系列防食工事（２
工区）

土木一式工事 糟屋郡粕屋町大字江辻 32,285,000 31,350,000 R4.8.10 （株）ヤマケン 博高工業（有）
（株）折居産業建設（辞退）
（株）廣田建設（辞退）
東小川建設（株）
（株）山翔（辞退）
西日本環境整備（株）
（有）新恵商店
（株）洪本建設
（株）ヤマケン
（株）安武（辞退）
（株）平昭
（有）因土木
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165 流域下水
道事務所

宇美幹線外２幹線　人孔浮
上防止対策工事

土木一式工事 糟屋郡粕屋町 25,738,900 25,630,000 R4.8.30 （有）因土木 博高工業（有）（辞退）
東小川建設（株）
（有）新恵商店（辞退）
（株）ヤマケン（辞退）
（株）安武（辞退）
（株）平昭
（有）因土木
（株）土屋組（辞退）
（株）タカハシ（辞退）

166 流域下水
道事務所

水処理３系列防食工事（３
工区）

土木一式工事 糟屋郡粕屋町大字江辻 34,105,500 33,000,000 R4.9.7 （株）ヤマケン 博高工業（有）
東小川建設（株）
（有）新恵商店
（株）ヤマケン
（株）安武
（株）平昭
（有）因土木
（有）荻尾土木（辞退）
（株）國崎組（辞退）
（株）日栄（辞退）
（株）音成組（辞退）
久山建設（株）（辞退）

167 流域下水
道事務所

水処理施設スカムピット防
食工事

土木一式工事 糟屋郡粕屋町大字江辻 40,200,600 39,402,000 R4.9.15 博高工業（有） 博高工業（有）
東小川建設（株）
（有）新恵商店
（株）ヤマケン
（株）安武（辞退）
（株）平昭（辞退）
（有）因土木（辞退）
（株）土屋組（辞退）
（株）折居産業建設
（株）山翔
（株）田中建設（辞退）
（株）タカハシ

168 流域下水
道事務所

甘木幹線管渠改築工事（１
工区）

土木一式工事 朝倉市馬田 46,465,100 44,110,000 R4.9.21 （株）川口建設 （株）才田組
（株）別府土建（辞退）
（株）平田組
（株）羽野組（辞退）
（株）川口建設
（株）古賀組（辞退）
（株）一典工業（辞退）
（株）一伸工業（辞退）
（株）倉知建設（辞退）
（株）大内田組（辞退）
（株）浦設備工業（辞退）
（株）原工業（辞退）

169 流域下水
道事務所

甘木幹線管渠改築工事（２
工区）

土木一式工事 朝倉市馬田 38,655,100 36,630,000 R4.9.26 （有）賀和運送 （株）上成（辞退）
（株）泉組（辞退）
武藤建設（株）（辞退）
（株）中野建設（辞退）
（株）渕上建設（辞退）
（有）原田（辞退）
（株）平野建設（辞退）
（有）賀和運送
（株）川上建設（辞退）
（有）西村技建（辞退）
（株）エフ・テクノ
（有）風成
（株）佑建（辞退）
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170 流域下水
道事務所

水処理計装設備更新工事 電気工事 小郡市津古 47,232,900 43,453,300 R4.9.26 三菱電機（株）九州支
社

三菱電機（株）九州支社（くじ決定）
（株）日立製作所九州支社（辞退）
（株）東芝インフラシステムズ（株）九州支社（辞退）
（株）明電舎九州支店（辞退）
メタウオーター（株）九州営業部
日新電機（株）九州支店（辞退）
シンフォニアテクノロジー（株）九州支店（辞退）
（株）明興テクノス福岡支店
協和機電工業（株）福岡支店（辞退）
西部電業（株）
建和電気（株）（辞退）
（株）上野製作所


