
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
￥6,300,000-

松山工業株式会社
￥6,340,000-

株式会社倉田
￥6,400,000-

有限会社前田設備工業
￥6,410,000-

上下水道課 令和 3年 7月 3日

令和 2年 6月30日

本設工事延長　L=82.1
m（管延長L=83.0m）
PEPφ75　　　 L=80.5
m（管延長L=80.7m）
PEPφ50　　　 L= 0.9
m（管延長L= 0.9m）
HIVPφ50　　　L= 0.7
m（管延長L= 1.3m）
仕切弁設置工φ75　N=
1基
泥吐弁設置工φ50　N=
1基

長者原中地内配水管更新工事

単体 水道施設工事 4 Ｂ
糟屋郡粕屋町長者原中地内

￥7,150,000-
\6,930,000-福岡県糟屋郡粕屋町酒殿１８

￥6,220,500-尾畑建設株式会社糟屋支店

令和 2年 7月 2日

令和 2年 7月 3日 令和 2年10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

有限会社前田設備工業
￥14,470,000-

松山工業株式会社
￥14,540,000-

尾畑建設株式会社糟屋支店
￥14,550,000-

株式会社倉田
￥14,800,000-

上下水道課 令和 3年 7月 3日

令和 2年 6月30日

本設工事延長　　L=263
.1m（管延長L=263.4m）
PEPφ75　　　　 L=208
.3m（管延長L=208.5m）
PEPφ50　　　　 L= 54
.8m（管延長L= 54.9m）
仕切弁設置工φ75　N=3
基
仕切弁設置工φ50　N=2
基
消火栓設置工φ75　N=2
基

柚須地内配水管更新工事

単体 水道施設工事 4 Ａ
糟屋郡粕屋町柚須地内

￥16,412,000-
\15,917,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2960-4

￥14,441,900-有限会社前田設備工業

令和 2年 7月 2日

令和 2年 7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、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

株式会社竹中道路九州支店
￥24,550,000-

福岡道路株式会社
￥24,590,000-

興和道路株式会社
￥26,200,000-

株式会社坂本舗道
￥26,500,000-

東昭栄興業株式会社
￥27,000,000-

日東道路株式会社
￥27,300,000-

フジタ道路株式会社九州支店
辞退

橋本舗道株式会社
失格

道路環境整備課 令和 3年 7月 3日

令和 2年 6月30日

工事長　L=342.0m
舗装工
　表層　：再生密粒度As2
0mm　t=5㎝　A=2,510.0㎡
　中間層：再生粗粒度As2
0mm　t=5㎝　A=2,510.0㎡
　基層　：再生粗粒度As2
0mm　t=5㎝　A=2,510.0㎡
　路盤工：再生粒度調整
砕石RM-25　t=10㎝　A=2,
510.0㎡
区画線工　N=1.0式

内橋・大隈線　道路舗装工事

単体 ほ装工事 7 Ａ
糟屋郡粕屋町大隈地内

￥30,591,000-
\27,005,000-福岡県福岡市中央区天神４－２－２０天神幸ビル7階

￥26,919,200-株式会社竹中道路九州支店

令和 2年 7月 2日

令和 2年 7月 3日 令和 2年10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、ほ
装工事の業種から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

コウフ・フィールド株式会社
￥2,350,000-

コスモティエス株式会社
￥2,420,000-

日本体育施設株式会社九州営業所
￥2,470,000-

株式会社スポーツテクノ和広九州支店
￥2,470,000-

内山体育施設株式会社
失格

社会教育課 令和 3年 7月 4日

令和 2年 6月30日
・ダッグアウト設置工　一式：
ダッグアウト（W6,298×D2,070
×H2,240）１棟
ベンチ（L1,700×D414×H395）
６脚
張りコンクリート　14.3㎡

・既設ダッグアウト撤去工　一
式：
ダッグアウト（W8,420×D3,200
×H2,390）１棟
木製ベンチ（L3,000×D620×H2
00）２脚
インターロッキング　22.8㎡
木製ベンチ解体　４脚
産業廃棄物運搬処理　一式

粕屋中央スポーツ公園　グラウンド３塁側ダッグアウト改修工事

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一丁目１番　地内

￥2,734,600-
\2,585,000-福岡県福岡市博多区東那珂２－１９－２５

￥2,433,200-コウフ・フィールド株式会社

令和 2年 7月 3日

令和 2年 7月 4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、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

空研工業株式会社
￥4,263,000-

株式会社西日本空調システム
￥4,580,000-

株式会社九州空調
￥4,640,000-

九州三建サービス株式会社
￥4,700,000-

株式会社日立プラントサービス九州支店
失格

社会教育課 令和 3年 7月 3日

令和 2年 6月30日
ガスヒートポンプパッケー
ジエアコン（型式：YNZP35
5F1P）
【機器No.GHP-13】
室外機エンジン取替　N=1
基　外

（エントランスホールの空
調設備における室外機のエ
ンジン本体、排気系統の交
換及び冷媒系統・冷却水系
統・伝送系統の各部品の交
換を行います。）

粕屋町立生涯学習センター　エントランスホール空調設備改修工事

単体 管工事 5 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁地内　粕屋町立生涯学習センター　サンレイクかすや

￥5,210,700-
\4,689,300-福岡県福岡市中央区大濠公園2番39号

￥4,689,300-空研工業株式会社

令和 2年 7月 2日

令和 2年 7月 3日 令和 2年10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、管
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


