
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

コウフ・フィールド株式会社
￥4,000,000-

日本体育施設株式会社九州営業所
￥4,070,000-

平井スポーツ建設株式会社
￥4,100,000-

株式会社スポーツテクノ和広九州支店
￥4,120,000-

九州グラウンド株式会社
￥4,140,000-

社会教育課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

・内野年間維持管
理業務　A=2,406㎡
・セーフティーゾ
ーン年間維持管理
業務　A=1,158㎡
・外野芝生年間維
持管理業務　A=4,5
37㎡
・外野芝生張替業
務　A=12㎡

駕与丁公園グラウンド施設維持管理業務

単体 その他 5
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目８番　地内

￥4,628,800-
\4,400,000-福岡県福岡市博多区東那珂２－１９－２５

コウフ・フィールド株式会社

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8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、そ
の他委託の業種から
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

浜地設計株式会社
￥2,700,000-

株式会社西島建築設計事務所
￥3,360,000-

株式会社稲永建築設計
￥3,430,000-

有限会社回工房
￥3,434,000-

ユニオン設計株式会社
￥3,434,000-

株式会社匠建築研究所
￥3,434,000-

介護福祉課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

浴室・便所段差解
消
給湯器改修
浴槽改修
洗面台改修
I型手摺新設の設計
監理業務
（耐火構造PC造・
２階建て・延床面
積1460.96㎡）

粕屋町営甲仲原団地バリアフリー化等工事設計監理業務

単体 建築士事務所 6 Ｂ
糟屋郡粕屋町甲仲原一丁目３番１号　外（A・B棟各４戸／C・D棟各８戸／計４棟24戸）

￥3,777,400-
\2,970,000-福岡県福岡市城南区七隈３－5－１－１０１ドムスセントラル城南

浜地設計株式会社

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8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、建
築士事務所の業種か
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

有限会社新恵商店
￥5,100,000-

株式会社ヤマケン
￥5,160,000-

有限会社福澤建設
￥5,170,000-

有限会社因土木
￥5,180,000-

株式会社安武
￥5,200,000-

株式会社平昭
￥5,250,000-

上下水道課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

工事長　L=58.00ｍ
　塩ビ管VUφ200ｍ
ｍ　L=57.10ｍ

取付管設置工
　塩ビ管VUφ150ｍ
ｍ　N=２箇所

マンホール設置工（
１号組立）N=１基

仲原地内管渠築造工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町仲原地内（仲原処理分区）

￥5,782,700-
\5,610,000-福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原3-5-19

￥5,030,300-有限会社新恵商店

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 2年 8月31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

株式会社ヤマケン
￥3,000,000-

有限会社福澤建設
￥3,050,000-

有限会社因土木
￥3,060,000-

有限会社新恵商店
￥3,080,000-

株式会社安武
￥3,100,000-

株式会社平昭
￥3,110,000-

上下水道課 令和 3年 5月13日

令和 2年 4月30日

工事長　L=35.80ｍ
　塩ビ管VUφ200ｍｍ
　L=34.30ｍ
　マンホール設置工（
１号組立）N=１基
　マンホール設置工（
小型マンホール）N=１
基

取付管設置工
　塩ビ管VUφ150　N=
１箇所

戸原地内管渠築造工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町戸原地内（内橋処理分区）

￥3,424,300-
\3,300,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２９２２

￥2,978,800-株式会社ヤマケン

令和 2年 5月12日

令和 2年 5月13日 令和 2年 8月31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　東京設計事務所九州支社
￥10,500,000-

日本水工設計株式会社九州支社
￥12,700,000-

冨洋設計株式会社九州支社
￥21,000,000-

アジアエンヂニアリング株式会社
￥21,000,000-

株式会社　日水コン九州支所
￥22,000,000-

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所
￥22,300,000-

上下水道課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

・全体計画見直し　
　　（拡大 1.3ha）
・事業計画見直し　
　　（拡大27.9ha）
・都計法認可申請書
作成　　　一式
・４級水準測量　　
　　　 　６ｋｍ
・仮BM設置測量　　
　　　 　１ｋｍ

流域関連公共下水道事業全体計画見直し外業務

単体 建設コンサルタント 6 Ａ
糟屋郡粕屋町地内

￥24,553,100-
\11,550,000-福岡県福岡市博多区博多駅前２－２０－１大博多ビル

株式会社　東京設計事務所九州支社

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 3年 3月19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
設コンサルタントの
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

東小川建設株式会社
￥59,638,000-

株式会社安武
￥60,100,000-

飯田建設株式会社
￥62,000,000-

尾畑建設株式会社糟屋支店
￥63,700,000-

松山工業株式会社
￥64,150,000-

株式会社平昭
￥64,300,000-

株式会社倉田
￥66,000,000-

有限会社新恵商店
￥66,300,000-

有限会社因土木
￥66,500,000-

株式会社　松本組
辞退

上下水道課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日
本設工事延長　L=390.6ｍ（
管延長　L=390.6ｍ）

DCIP-GXφ400　 L=387.8ｍ
DCIP-GXφ300　 L=  0.7ｍ
DCIP-GXφ250　 L=  2.1ｍ

仕切弁設置工φ400　　N=２
基
泥吐弁設置工φ250　　N=１
基
消火栓設置工φ75　　 N=１
基（特排弁）
空気弁設置工φ25　　 N=１
基

基幹管路布設工事（４工区）

単体 水道施設工事 9 Ａ
糟屋郡粕屋町花ヶ浦地内

￥73,711,000-
\65,601,800-福岡県福岡市東区若宮１－１０－２４

￥65,601,800-東小川建設株式会社

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 2年 9月30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１０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
￥4,080,000-

有限会社前田設備工業
￥4,140,000-

尾畑建設株式会社糟屋支店
￥4,162,000-

株式会社倉田
￥4,200,000-

上下水道課 令和 3年 5月 9日

令和 2年 4月30日

本設工事延長　L=
81.6ｍ（管延長　
L=81.6ｍ）
DCIP-GXφ150　L=
81.6ｍ（管延長　
L=81.6ｍ）
空気弁設置工　N=
１基

戸原地内配水管布設工事

単体 水道施設工事 4 Ｃ
糟屋郡粕屋町戸原地内

￥4,642,000-
\4,488,000-福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目8-20

￥4,038,100-松山工業株式会社

令和 2年 5月 8日

令和 2年 5月 8日 令和 2年 9月30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４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

株式会社環境開発
￥42,500-

株式会社カブード
￥43,000-

佐和屋産業株式会社
￥43,700-

株式会社テクノユース
￥44,500-

株式会社西鉄グリーン土木
￥44,800-

上下水道課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

粕屋浄水場天日乾燥床の
汚泥を、人力及びベルト
コンベアでトラックに積
込み、処分場へ運搬し、
処分するまでの作業を一
括して委託するものです
。なお、１㎥あたりの単
価契約とし、処分量に応
じて支払いを行います。

天日乾燥床　１～５号床
　　A=150㎡/床

粕屋浄水場天日乾燥汚泥処理業務

単体 その他 5
糟屋郡粕屋町大隈地内

￥49,500-
\46,750-福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６

株式会社環境開発

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8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、そ
の他委託の業種から
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

株式会社コスモリサーチ
￥2,090,000-

株式会社テスコム九州支店
￥2,137,500-

株式会社サンリーク九州支店
￥2,140,000-

株式会社西日本水道センター九州支店
￥2,150,000-

株式会社日本スイコー北九州支店
￥2,180,000-

上下水道課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

配水管延長　L=18
.0km
給水戸数　　約14
80戸

駕与丁外５地区漏水調査業務

単体 その他 5
糟屋郡粕屋町駕与丁地区、長者原上・中地区一部、朝日地区、大隈・酒殿地区一部

￥2,475,000-
\2,299,000-福岡県福岡市博多区春町２－８－９

株式会社コスモリサーチ

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 3年 3月19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、そ
の他委託の業種から
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

シビックアーツコンサルタント株式会社
￥3,450,000-

株式会社トキワ・シビル
￥3,660,000-

株式会社ウエスコ　九州支社
￥3,800,000-

株式会社エム・ケー・コンサルタント
￥3,870,000-

中央コンサルタンツ株式会社福岡支店
￥3,900,000-

都市計画課 令和 3年 5月 9日

令和 2年 4月30日

駅前広場整備設計　
　：バスカット　A≒
30㎡
高質空間形成施設設
計：シェルター
　　　　　　　　　 
　  L≒50ｍ、ベンチ
、点字ブロック
地域生活基盤施設設
計：情報板、駕与丁
公園ルートサイン

長者原駅　駅前広場整備設計業務

単体 建設コンサルタント 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町長者原東地内

￥4,301,000-
\3,795,000-福岡県福岡市南区塩原四丁目5-29

シビックアーツコンサルタント株式会社

令和 2年 5月 8日

令和 2年 5月11日 令和 2年 9月30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
設コンサルタントの
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

シビックアーツコンサルタント株式会社
￥4,200,000-

株式会社ウエスコ　九州支社
￥4,500,000-

株式会社トキワ・シビル
￥4,600,000-

中央コンサルタンツ株式会社福岡支店
￥4,650,000-

株式会社エム・ケー・コンサルタント
￥4,660,000-

都市計画課 令和 3年 5月 9日

令和 2年 4月30日

地域生活基盤施設
設計：南口駐輪場
　A≒600㎡
高質空間形成施設
設計：シェルター
　L≒30ｍ　
　　　　　　　　
　　　ベンチ、南
口公衆トイレ　A≒
30㎡

酒殿駅　駅前広場整備設計業務

単体 建設コンサルタント 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町酒殿地内

￥5,170,000-
\4,620,000-福岡県福岡市南区塩原四丁目5-29

シビックアーツコンサルタント株式会社

令和 2年 5月 8日

令和 2年 5月11日 令和 2年 9月30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
設コンサルタントの
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

株式会社都市造園
￥7,000,000-

株式会社　北川緑地建設
￥7,076,000-

株式会社　別府梢風園
￥7,080,000-

株式会社フクユー緑地
￥7,120,000-

株式会社しぶた造園緑地
￥7,250,000-

九州グラウンド株式会社
￥7,360,000-

都市計画課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

毛田池公園外13箇
所
　樹木剪定　N=468
本
　寄植刈込　A=2,0
46㎡
　玉物刈込　N=31
本
　生垣刈込　L=787
ｍ

公園等西工区樹木・芝年間管理業務

単体 その他 6
糟屋郡粕屋町内地内（内橋三区外）

￥8,107,000-
\7,700,000-福岡県福岡市中央区渡辺通５－４－３

株式会社都市造園

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 3年 3月10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、そ
の他委託の業種から
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

株式会社しぶた造園緑地
￥12,000,000-

株式会社小山千緑園
￥12,050,000-

株式会社　北川緑地建設
￥12,142,000-

株式会社フクユー緑地
￥12,200,000-

株式会社都市造園
￥12,260,000-

木下緑化建設株式会社
￥12,300,000-

都市計画課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

粕屋中央スポーツ
公園外14箇所
　樹木剪定　N=634
本
　寄植刈込　A=2,3
01㎡
　玉物刈込　N=86
本
　生垣刈込　L=1,0
11ｍ

公園等東工区樹木・芝年間管理業務

単体 その他 6
糟屋郡粕屋町内地内（長戸区外）

￥13,911,700-
\13,200,000-福岡県福岡市東区土井３－２１－３６

株式会社しぶた造園緑地

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 3年 3月10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、そ
の他委託の業種から
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

木下緑化建設株式会社
￥7,200,000-

株式会社小山千緑園
￥7,350,000-

株式会社　北川緑地建設
￥7,424,000-

株式会社フクユー緑地
￥7,460,000-

株式会社しぶた造園緑地
￥7,500,000-

株式会社都市造園
￥7,580,000-

都市計画課 令和 3年 5月12日

令和 2年 4月30日

広田～二股瀬線外
植樹帯19路線
　樹木剪定　N=453
本
　寄植刈込　A=1,8
63㎡
　玉物刈込　N=55
本
　生垣刈込　L=200
ｍ

植樹帯等西工区樹木・芝年間管理業務

単体 その他 6
糟屋郡粕屋町内地内（戸原区外）

￥8,506,300-
\7,920,000-福岡県福岡市南区長丘3-13-27

木下緑化建設株式会社

令和 2年 5月11日

令和 2年 5月12日 令和 3年 3月10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、そ
の他委託の業種から
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　北川緑地建設
￥3,190,000-

株式会社小山千緑園
￥3,235,000-

株式会社　別府梢風園
￥3,280,000-

木下緑化建設株式会社
￥3,300,000-

株式会社都市造園
￥3,300,000-

九州グラウンド株式会社
￥3,400,000-

都市計画課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

蒲田～長者原線外
植樹帯10路線
　樹木剪定　N=11
8本
　寄植刈込　A=95
5㎡
　生垣刈込　L=14
6ｍ

植樹帯等東工区樹木・芝年間管理業務

単体 その他 6
糟屋郡粕屋町内地内（江辻区外）

￥3,741,100-
\3,509,000-福岡県福岡市東区筥松１－１６－４

株式会社　北川緑地建設

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 3年 3月10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、そ
の他委託の業種から
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　秀建
￥2,500,000-

有限会社丸忠
￥2,564,000-

株式会社しぶた造園緑地
￥2,600,000-

有限会社リーブス
￥2,610,000-

株式会社タイト綜合管理
辞退

総務課 令和 3年 5月13日

令和 2年 4月30日

樹木管理　1.0式（
剪定・刈込・施肥・
薬剤散布　23本他）
芝生管理　1.0式（
刈込・施肥・薬剤散
布　A=2,528.4㎡他
）
敷地除草　1.0式（
抜取除草　A=1,917.
0㎡）

庁舎敷　植木・芝生管理業務

単体 その他 4
糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号

￥2,938,100-
\2,750,000-福岡県福岡市東区箱崎３－１３－１５

株式会社　秀建

令和 2年 5月12日

令和 2年 5月13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、そ
の他委託の業種から
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

森盛緑地建設株式会社
￥5,140,000-

株式会社久山緑地建設
￥5,200,000-

株式会社野中造園
￥5,280,000-

株式会社しぶた造園緑地
￥5,280,000-

株式会社宝満緑地建設
￥5,300,000-

学校教育課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日

粕屋町立小中学校６校
（粕屋中央小は幼稚園
を含む）
剪定年１回　　　樹木
1,803本　寄植  678㎡
消毒年２回　　　樹木
1,735本　寄植3,375㎡
刈込年１回　　　寄植
1,650㎡　強剪定年１
回14本（大川小）

小中学校　樹木管理業務

単体 その他 5
糟屋郡粕屋町戸原東三丁目5番1号　他５箇所

￥5,926,800-
\5,654,000-福岡県福岡市博多区金の隈１－２９－６０

森盛緑地建設株式会社

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 3年 3月 5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、そ
の他委託の業種から
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

株式会社西日本空調システム
￥3,500,000-

空研工業株式会社本社
￥3,550,000-

株式会社九州空調
￥3,580,000-

九州三建サービス株式会社
￥3,600,000-

アステック株式会社
辞退

学校教育課 令和 3年 5月 8日

令和 2年 4月30日
定期点検　年１回（暖房前）
（別紙一覧表のとおり）
　学童保育所３箇所・小学校
４校・中学校２校

洗浄　　　年１回（冷房前）
Ｒ２年度：仲原小学童（学童
保育所１施設を３年に１度実
施）
　　　　（毎年１学童実施）
Ｒ２年度：粕屋中学校（小中
学校１校を６年に１度実施）
　　　　（毎年１校実施）

小中学校及び学童保育所　空調機点検洗浄業務

単体 その他 4
糟屋郡粕屋町戸原東三丁目5番1号　他５箇所

￥4,018,300-
\3,850,000-福岡県福岡市博多区東月隈４－７－４

株式会社西日本空調システム

令和 2年 5月 7日

令和 2年 5月 8日 令和 3年 3月 5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、そ
の他委託の業種から
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


