
発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

尾畑建設株式会社糟屋支店
￥35,900,000-

松山工業株式会社
￥36,080,000-

有限会社因土木
￥36,500,000-

株式会社倉田
￥36,500,000-

有限会社前田設備工業
￥36,650,000-

有限会社福澤建設
￥37,000,000-

有限会社新恵商店
￥37,000,000-

株式会社平昭
￥37,000,000-

株式会社安武
￥37,220,000-

上下水道課 令和 3年12月 3日

令和 2年11月30日

本設工事延長　L=421.8m
（基幹管路）
　DCIP-GXφ250 　L=264
.3m
　空気弁設置工　N=4基
（配水管）
　PEPφ100　L=153.3m
　PEPφ50　 L=1.0m
　HIVPφ50　L=3.2m
　仕切弁設置工φ100　N
=2基
　泥吐弁設置工φ50　 N
=1基

甲仲原地内基幹管路布設工事

単体 水道施設工事 9 Ａ
糟屋郡粕屋町甲仲原地内

￥40,942,000-
\39,490,000-福岡県糟屋郡粕屋町酒殿１８

￥36,028,300-尾畑建設株式会社糟屋支店

令和 2年12月 2日

令和 2年12月 3日 令和 3年 3月12日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、水
道施設工事の業種か
ら８社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

株式会社荻原工務店
￥17,700,000-

株式会社オリーブハウス
￥17,800,000-

因建設株式会社
￥17,900,000-

株式会社　青木建設
￥17,930,000-

毛利建設株式会社
￥18,000,000-

松建設株式会社
￥18,000,000-

粕屋殖産株式会社
￥18,060,000-

上下水道課 令和 3年12月 8日

令和 2年11月30日
直接仮設　N=1式（墨出し、養
生、整理清掃後片付け、外内
部足場）A=529.4㎡
防水改修　N=1式（屋根、立上
り）A=365㎡
外壁改修　N=1式（外壁）A=62
3㎡
内装改修　N=1式（床、巾木、
壁、天井）A=84.8㎡
塗装改修　N=1式（壁）A=8.5
㎡
耐震改修　N=1式（鉄筋、コン
クリート、型枠）A=16.9㎡
撤去　　　N=1式（水洗い、防
水層、天井仕上材）A=588㎡

粕屋浄水場管理棟耐震改修工事

単体 建築一式工事 7 Ｃ
糟屋郡粕屋町大字大隈地内（粕屋浄水場）

￥19,866,000-
\19,470,000-福岡県古賀市川原１００５－１

￥17,879,400-株式会社荻原工務店

令和 2年12月 7日

令和 2年12月 8日 令和 3年 3月17日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、建
築一式工事の業種か
ら６社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

松山工業株式会社
￥12,080,000-

尾畑建設株式会社糟屋支店
￥12,150,000-

株式会社倉田
￥12,200,000-

有限会社前田設備工業
￥12,270,000-

上下水道課 令和 3年12月 4日

令和 2年11月30日

本設工事延長　L=164.
4m（管延長L=165.9m）
PEPφ75　 L=82.3m（
管延長L=82.5m）
PEPφ50　 L=80.5m（
管延長L=80.6m）
HIVPφ50　L=1.6m （
管延長L=2.8m）
仕切弁設置工φ50　N=
2基
泥吐弁設置工φ50　N=
2基

花ヶ浦地内配水管更新工事

単体 水道施設工事 4 Ｂ
糟屋郡粕屋町花ヶ浦地内

￥13,772,000-
\13,288,000-福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目8-20

￥11,981,200-松山工業株式会社

令和 2年12月 3日

令和 2年12月 4日 令和 3年 2月26日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、水
道施設工事の業種か
ら６社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

株式会社安武
￥1,900,000-

有限会社因土木
￥1,940,000-

株式会社平昭
￥1,940,000-

有限会社新恵商店
￥1,950,000-

有限会社福澤建設
￥1,952,000-

株式会社ヤマケン
￥1,952,000-

地域振興課 令和 3年12月 3日

令和 2年11月30日

工事長　L=124.0m
排水工
Ｕ型側溝工　L=12
2.0m（300×300×
600，再利用撤去
・設置）

酒殿地内水路改修工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町大字酒殿地内

￥2,147,200-
\2,090,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈４２７

￥1,867,800-株式会社安武

令和 2年12月 2日

令和 2年12月 3日 令和 3年 2月26日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、土
木一式工事の業種か
ら６社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

株式会社平昭
￥2,680,000-

有限会社新恵商店
￥2,700,000-

有限会社因土木
￥2,710,000-

株式会社ヤマケン
￥2,739,000-

有限会社福澤建設
￥2,739,000-

株式会社安武
￥2,739,000-

道路環境整備課 令和 3年12月 5日

令和 2年11月30日
工事長　L=19.90m
・構造物工
　ふとんかご設置工　L=13.0
m（高50cm×幅100cm、３段積
）
・排水構造物工
　U型側溝工　L=20.0m（240m
m×240mm）
・安全施設工
　防護柵（転落防止柵）設置
工　L=12.0m（基礎ブロック
建込）
　防護柵（転落防止柵）設置
工　L= 2.0m（コンクリート
建込）

古賀園三線道路改良工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町酒殿一丁目　地内

￥3,012,900-
\2,948,000-福岡県福岡市東区多の津１丁目１４番１号ＦＲＣビル６２０号室

￥2,590,500-株式会社平昭

令和 2年12月 4日

令和 2年12月 7日 令和 3年 3月12日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、土
木一式工事の業種か
ら６社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

内山体育施設株式会社
￥1,363,000-

株式会社スポーツテックノア
￥1,384,000-

東洋体育株式会社
￥1,404,000-

遊景産業株式会社
￥1,500,000-

有限会社西日本体器
失格

都市計画課 令和 3年12月 5日

令和 2年11月30日

遊具設置工　N=2
基
ミニシーソー（W1
665×D445×H844
）N=1基
ポリステップ（W2
200×D300×H450
）N=1基

駕与丁公園展望広場遊具設置工事

単体 機械器具設置工事 5 Ｄ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目地内

￥1,689,600-
\1,499,300-福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－１

￥1,469,600-内山体育施設株式会社

令和 2年12月 4日

令和 2年12月 7日 令和 3年 2月25日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、機
械器具設置工事の業
種から５社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

株式会社フソウ
￥2,340,000-

安藤工事株式会社
￥2,400,000-

日建工材株式会社
辞退

株式会社草野
辞退

株式会社環境開発
辞退

都市計画課 令和 3年12月 3日

令和 2年11月30日

防水工（ウレタン
系塗膜防水）A=21
6.0㎡
自由通路　　A=18
6.0㎡
北口昇降口　A=30
.0㎡

長者原駅自由通路防水工事

単体 防水工事 2 Ｃ
糟屋郡粕屋町長者原東地内

￥2,689,500-
\2,574,000-福岡県福岡市中央区小笹２－９－３４

￥2,393,600-株式会社フソウ

令和 2年12月 2日

令和 2年12月 3日 令和 3年 3月15日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、防
水工事の業種から５
社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

有限会社福澤建設
￥6,850,000-

有限会社新恵商店
￥6,870,000-

有限会社因土木
￥6,870,000-

株式会社平昭
￥6,874,000-

株式会社ヤマケン
￥6,874,000-

株式会社安武
￥6,874,000-

都市計画課 令和 3年12月 3日

令和 2年11月30日

駅前広場整備
アスファルト舗装（排水
性）
表層t=40mm　基礎t=40mm
　A=67.0㎡
ブロック舗装　t=30㎜　
A=21.0㎡
歩車道境界ブロック　L=
62.0m
管渠型側溝300×300（横
断用）　L=27.0m
車止め（脱着式含む）H=
850　＠2000　N=16基

長者原駅　駅前広場整備工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町長者原東一丁目地内

￥7,561,400-
\7,535,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈字北隈４１５－１

￥6,578,000-有限会社福澤建設

令和 2年12月 2日

令和 2年12月 3日 令和 3年 3月16日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、土
木一式工事の業種か
ら６社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです



発注所管名 閲覧期限 契約締結の翌日から起算して１年間（

入札（見積）　経過調書 工事概要
公共工事等の
名　　　称

場　　　所

落札（契約）業者名
住　　　所

商号又は名称

契約締結日

工事着手日

但し、議会の議決を要するものについては、契約効力発生の日（それ迄の間は仮契約となります。）

完成時期又は変更履行期限 又は議決日より　　　日間（　　　　年　　月　　日迄）

入札(見積)執行日

指  名  基  準 業　 種 業 者 数 等　級

随意契約の場合（理由）

根拠法令

契約変更の場合（内容及び理由）

落札（契約）金額（税込み） 予 定 価 格
当 初

第3回

第1回

第4回

第2回

最 終

指名・入札（見積）者名 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額 随　意　契　約 備　　考

記　事

３．指名競争入札を行なった場合は、その者を指名した理由を備考欄に記載しています。 ４．予定価格は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

５．入札の結果、くじによる落札者の決定、最低価格申込書以外の者の落札者決定、再度(公告)入札、又は随意契約を行った場合はその旨を備考欄に記載しています。

迄）

最低制限価格

九州三建サービス株式会社
￥2,266,000-

日本空調サービス株式会社九州支店
￥2,313,000-

株式会社ヤナセファイテック
￥2,360,000-

安田建物管理株式会社
￥2,385,000-

株式会社アサヒアルファ
失格

社会教育課 令和 3年12月 3日

令和 2年11月30日

スプリンクラー設
備（一斉開放弁（
加圧開放式型150A
））・配管等更新
工事　一式

粕屋町総合体育館 サブアリーナ スプリンクラー改修工事

単体 消防施設工事 5 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目２番１号

￥2,623,500-
\2,492,600-福岡県福岡市中央区舞鶴２－４－５

￥2,307,800-九州三建サービス株式会社

令和 2年12月 2日

令和 2年12月 3日 令和 3年 3月15日

粕屋町建設工事等競
争入札参加者指名基
準要綱に基づき、消
防施設工事の業種か
ら５社選定。

１．入札(見積)金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 ２．落札(契約)金額は、落札者が入札(見積)書に記載した金額に１００分の１０に相当する金額を加算したものです


