
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
￥8,300,000-

株式会社カブード
￥8,450,000-

佐和屋産業株式会社
￥8,530,000-

株式会社テクノユース
￥8,600,000-

株式会社西鉄グリーン土木
￥8,680,000-

道路環境整備課 令和 3年 6月 3日

令和 2年 5月29日

〇道路清掃工
　車道清掃延長 L=64.
4km、歩道掃き出し延
長 L=35.2km … ４回/
年
〇原町地下歩道清掃工
　… ２回/年
〇落葉時期追加作業
　車道清掃延長 L=5.4
km、歩道掃き出し延長
 L=3.9km … ５回/年

令和２年度　道路年間清掃業務

単体 その他 5
糟屋郡粕屋町　町内全域

￥9,614,000-
\9,130,000-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 6月 2日

令和 2年 6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、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

株式会社トキワ・シビル
￥5,900,000-

株式会社サンコンサル
￥7,300,000-

株式会社太平設計
￥7,660,000-

中央コンサルタンツ株式会社福岡支店
￥8,300,000-

株式会社 綜企画設計福岡支店
￥9,100,000-

シビックアーツコンサルタント株式会社
￥9,700,000-

学校教育課 令和 3年 6月 6日

令和 2年 5月29日
測量業務
・基準点測量　４級基準点　
１０点
・地形測量　　現地測量　0.
0066㎢　S=1/500
・路線測量　　中心線測量、
横断測量 0.33km

設計業務
計画準備
現地踏査、大型ブロック擁壁
詳細設計
仮設構造物詳細設計、施工計
画検討
建築確認申請資料作成

粕屋中央小学校　ブロック積み擁壁改修工事　測量・設計業務

単体 建設コンサルタント 6 Ｂ
糟屋郡粕屋町若宮二丁目2番1号

￥10,718,400-
\6,490,000-福岡県福岡市博多区麦野１丁目２２番３号

株式会社トキワ・シビル

令和 2年 6月 5日

令和 2年 6月 8日 令和 2年12月11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

旭日保安工業有限会社
￥4,217,000-

太陽工業株式会社
￥4,262,000-

双葉工業株式会社
￥4,265,000-

日本乾溜工業株式会社福岡本社営業部
￥4,266,000-

セーフティーロード株式会社
￥4,267,000-

学校教育課 令和 3年 6月 3日

令和 2年 5月29日
（小学校）
CB撤去工（６段）L=49m、CB撤去
工（３段）L=34m
PCフェンス設置工（H1800）L=49
m、PCフェンス設置工（H1200）L
= 7m
PCフェンスパネル設置工（H1100
）L=31m
張りコンクリート工　　　　 　
　A=17㎡

（幼稚園）
CB撤去工（５段）L=18m
ARフェンス設置工（H1200）　　
　L=18m
格子フェンス取替工　　　　　 
　N= 1式

大川小学校グラウンド・幼稚園　ブロック塀改修工事

単体 とび・土工・コンクリート工事 5 Ｃ
糟屋郡粕屋町戸原東三丁目５番１号ほか

￥5,394,400-
\4,638,700-福岡県福岡市東区社領３－１４－２７

￥4,638,700-旭日保安工業有限会社

令和 2年 6月 2日

令和 2年 6月 3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、と
び・土工コンクリー
ト工事の業種から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
￥19,121,000-

有限会社因土木
￥19,121,000-

株式会社平昭
￥19,121,000-

株式会社安武
￥19,121,000-

有限会社新恵商店
￥21,800,000-

株式会社ヤマケン
￥21,979,000-

学校教育課 令和 3年 6月 3日

令和 2年 5月29日
CB撤去（７段）L=228m、CB
撤去（６段）L=109m
PCフェンス設置（H1800）L
=181m
PCフェンス設置（H3000）L
= 52m
PCフェンス門扉設置（H300
0・H2000両開きくぐり戸）
２か所
PCフェンス設置（H1200）L
=104m
目隠しフェンス設置（H150
0）L=12m
支障木伐採　N=1式

粕屋東中学校　ブロック塀改修工事

単体 土木一式工事 6 Ｂ
糟屋郡粕屋町大字江・430番地

￥24,176,900-
\21,033,100-福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈字北隈４１５－１

￥21,033,100-有限会社福澤建設

令和 2年 6月 2日

令和 2年 6月 3日 令和 2年11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、土
木一式工事の業種か
ら６社選定。
くじにより決定。

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


