
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

九有電子工業株式会社
￥2,539,000-

アユミ電業株式会社
￥2,539,000-

株式会社サンシステム通信
￥2,540,000-

株式会社テクノ技研
辞退

九州ノーミ株式会社
辞退

社会教育課 令和 3年 9月 4日

令和 2年 8月31日

LED非常照明φ100
、ハロゲンランプ
、30W相当
39台取替

粕屋町立図書館・歴史資料館　非常用照明取替工事

単体 電気工事 3 Ｄ
糟屋郡粕屋町若宮一丁目１番１号

￥3,104,200-
\2,792,900-福岡県福岡市早良区田隈二丁目２４番１７号

￥2,792,900-九有電子工業株式会社

令和 2年 9月 3日

令和 2年 9月 4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、電
気工事の業種から５
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



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

株式会社日立プラントサービス九州支店
￥23,802,000-

株式会社菱熱
￥24,100,000-

新菱冷熱工業株式会社九州支社
辞退

株式会社テクノ菱和九州支店
辞退

日比谷総合設備株式会社九州支店
辞退

東洋熱工業株式会社九州支店
辞退

社会教育課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日
空調設備工事【ガスヒートポ
ンプパッケージエアコン】
管理No.GHP-5、GHP-14
・室外機取替　N=2台
・室内機取替
　①ホール空調機　　　　　
N=2台
　②コントロール室空調機　
N=1台
　③外気処理用空調機　　　
N=2台
・配管工　一式
・撤去工　一式

ほか

粕屋町立生涯学習センター　多目的ホール空調設備改修工事

単体 管工事 2 Ｂ
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

￥29,091,700-
\26,182,200-福岡県福岡市博多区冷泉町２－１

￥26,182,200-株式会社日立プラントサービス九州支店

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9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、管
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

空研工業株式会社
￥43,000,000-

大橋エアシステム株式会社
￥44,500,000-

日本空調サービス株式会社九州支店
￥44,950,000-

昭和鉄工株式会社
￥45,000,000-

株式会社　九電工
￥45,000,000-

九州三建サービス株式会社
￥45,300,000-

株式会社九州空調
￥45,340,000-

株式会社西日本空調システム
失格

社会教育課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日
【体育館棟】
空調設備改修工事
　①機械設備工事（室外機６台、室内機30台
）
　②空調設備工事　一式
　③撤去工事　　　一式
換気設備改修工事
　①機械設備工事
　（全熱交換器８台、ダクト用送風機６台）
　②換気設備工事　一式
　③建築工事　　　一式
　④撤去工事　　　一式

【プール棟】
空調設備改修工事
　①機械設備工事（室外機２台、室内機10台
）
　②空調設備工事　一式
　③撤去工事　　　一式
換気設備改修工事
　①機械設備工事（外調機２台、ファンコン
ベクター２台、全熱交換器２台、送風機４台
）
　②換気設備工事　一式

粕屋町総合体育館　空調・換気設備改修工事

単体 管工事 8 Ａ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目２番１号

￥49,881,700-
\47,300,000-福岡県福岡市中央区大濠公園2番39号

￥44,893,200-空研工業株式会社

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9月 3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、管
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　秀電社
￥8,500,000-

野上電気株式会社
￥8,630,000-

蔵田工業株式会社
￥8,700,000-

株式会社ウォーターテック西日本支店
￥8,750,000-

株式会社高砂電業社
￥8,880,000-

アユミ電業株式会社
￥9,050,000-

上下水道課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日
原町マンホールポンプ場
　水中汚水ポンプ更新　　N=2
台（1機場2台）
　制御盤更新　　　　　　N=1
基（ポール型→装柱型）
原町マンホールポンプより流用
大隈マンホールポンプ場
　水中汚水ポンプ取替　　N=2
台（1機場2台）
江マンホールポンプ場
　水位計取替　　　　　　N=1
個（フリクト式→投込圧力式）
柚須第２マンホールポンプ場
　通報装置取替　　　　　N=1
個（電話回線→ネット回線）

原町マンホールポンプ場外ポンプ及び電気設備更新工事

単体 電気工事 6 Ｂ
糟屋郡粕屋町　原町、大隈、江、柚須地内

￥10,043,000-
\9,350,000-福岡県福岡市博多区対馬小路９番２３号

￥9,038,700-株式会社　秀電社

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9月 3日 令和 3年 1月29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、電
気工事の業種から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

有限会社因土木
￥4,180,000-

有限会社新恵商店
￥4,200,000-

有限会社福澤建設
￥4,250,000-

株式会社安武
￥4,252,000-

株式会社平昭
￥4,252,000-

株式会社ヤマケン
失格

上下水道課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日
蓋取替え工
　汚水桝Ａ型　　N=16箇所
目地補修工
　１号組立人孔　N= 1箇所
　汚水桝Ａ型　　N=16箇所
ポリエチレンスリーブ被覆
工
　１号組立人孔　N= 4箇所
　汚水桝Ａ型　　N=16箇所
　小型人孔　　　N= 2箇所

敷縄池周辺マンホール修繕工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁地内

￥4,677,200-
\4,598,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字江566-1

￥4,068,900-有限会社因土木

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9月 3日 令和 3年 1月29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　技術開発コンサルタント
￥12,200,000-

株式会社シーマコンサルタント糟屋営業所
￥12,250,000-

株式会社永大開発コンサルタント
￥12,330,000-

内外エンジニアリング株式会社福岡支社
￥12,500,000-

株式会社高崎総合コンサルタント福岡事務所
￥12,620,000-

株式会社日設コンサルタント
￥12,670,000-

地域振興課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日

調査箇所数　　N=
2.0箇所
耐震診断業務　N=
2.0箇所（井山池
、畑田池）

井山池外耐震診断業務

単体 建設コンサルタント 6 Ｂ
糟屋郡　篠栗町、粕屋町

￥14,192,200-
\13,420,000-福岡県福岡市博多区上呉服町１２－８

株式会社　技術開発コンサルタント

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9月 3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、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

内外エンジニアリング株式会社福岡支社
￥14,000,000-

株式会社スリーエヌ技術コンサルタント
￥14,150,000-

株式会社　技術開発コンサルタント
￥14,300,000-

株式会社シーマコンサルタント糟屋営業所
￥14,500,000-

株式会社共和テック
￥14,635,000-

株式会社日設コンサルタント
￥14,680,000-

地域振興課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日

調査箇所数　　N=
2.0箇所
耐震診断業務　N=
2.0箇所（敷縄池
、赤石池）

敷縄池外耐震診断業務

単体 建設コンサルタント 6 Ｂ
糟屋郡　粕屋町、須恵町

￥16,219,500-
\15,400,000-福岡県福岡市博多区博多駅南３－２０－３

内外エンジニアリング株式会社福岡支社

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9月 3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、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

アジアエンヂニアリング株式会社
￥12,800,000-

E-tecsコンサルタント株式会社福岡本社
￥13,000,000-

株式会社シーマコンサルタント糟屋営業所
￥13,000,000-

内外エンジニアリング株式会社福岡支社
￥13,000,000-

株式会社日設コンサルタント
￥13,040,000-

株式会社　技術開発コンサルタント
￥13,100,000-

地域振興課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日

調査箇所数　　N=
2.0箇所
耐震診断業務　N=
2.0箇所（毛田池
、大池）

毛田池外耐震診断業務

単体 建設コンサルタント 6 Ｂ
糟屋郡粕屋町

￥14,876,400-
\14,080,000-福岡県福岡市南区清水１－１４－８

アジアエンヂニアリング株式会社

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9月 3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、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

株式会社九州防災センター
￥2,084,760-

日本乾溜工業株式会社福岡本社営業部
￥2,136,680-

株式会社　福岡トーハツ
￥2,179,600-

キンパイ商事株式会社福岡支店
辞退

愛知ポンプ工業株式会社
辞退

協働のまちづくり課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日
防災倉庫設置工事　一式
【構造・規模】鉄鋼造・平屋
建　9.28㎡（外寸）
【柱・梁】ベースフレームt=3
.0以上一部電気亜鉛メッキ鋼
板
　　　　　板曲げ材t=3.2以上
グレー塗装
【屋根】厚さt=1.0以上アルミ
合金製１枚板
【外壁】厚さt=0.8以上波板加
工されたアルミ合金製板
【内装】床は厚さ12㎜以上の
グレーシート貼り耐水合板
【外装】外装表面はアルミ、
ステンレス材、及び塗装

防災倉庫設置工事

単体 消防施設工事 3 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号

￥2,442,000-
\2,293,236-福岡県春日市一の谷１－１３８

￥2,172,500-株式会社九州防災センター

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9月 3日 令和 2年12月 1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



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
￥2,540,000-

株式会社倉田
￥2,600,000-

尾畑建設株式会社糟屋支店
￥2,600,000-

松山工業株式会社
失格

学校教育課 令和 3年 9月 3日

令和 2年 8月31日

・水道蛇口レバーハ
ンドル　1227個
・ハンドル取替施工
　　　　1167箇所
（うちハンドルのみ
取替845箇所、節水コ
マ共取替322箇所）
・節水コマ取替部品
及び同取替施工　322
個（322箇所）

小中学校及び学童保育所　水道蛇口取替修理

単体 水道施設工事 4 Ｃ
糟屋郡粕屋町戸原東三丁目５番１号　ほか

￥2,982,100-
\2,794,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2960-4

￥2,682,900-有限会社前田設備工業

令和 2年 9月 2日

令和 2年 9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


