
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
￥4,800,000-

株式会社テクノ技研
￥4,980,000-

株式会社西日本空調システム
￥5,000,000-

株式会社九州空調
￥5,090,000-

大橋エアシステム株式会社
辞退

社会教育課 令和 3年10月 3日

令和 2年 9月30日

ボイラー機械設備（BH-
2　温水ヒーター１台）
・配管等更新工事　一
式
・撤去工事　　　　一
式
・既設処分　　　　一
式
・養生清掃　　　　一
式
・雑材消耗品　　　一
式

粕屋町総合体育館　プール棟ボイラー更新工事

単体 管工事 4 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目２番１号

￥5,604,500-
\5,280,000-福岡県福岡市中央区大濠公園2番39号

￥5,043,500-空研工業株式会社

令和 2年10月 2日

令和 2年10月 5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

アユミ電業株式会社
￥4,022,000-

九有電子工業株式会社
￥4,047,000-

日本通信工業株式会社
￥4,047,000-

株式会社サンシステム通信
￥4,337,000-

株式会社サンヨウ
辞退

社会教育課 令和 3年10月 3日

令和 2年 9月30日
・非常用照明器具取替　LEDφ1
00（ハロゲン電球、９形相当）
　N=30台
・非常用照明器具取替　LEDφ1
00（ハロゲン電球、13形相当）
　N=63台
・非常用照明器具取替　LEDφ1
00（ハロゲン電球、30形相当）
　N=13台
・非常用照明器具取替　LED壁
直付型
　（Hf32形１灯（定格出力）相
当）センサー付　N=１台
計107台の取替

粕屋町立生涯学習センター　非常用照明器具取替工事

単体 電気工事 4 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目６番１号

￥4,946,700-
\4,424,200-福岡県福岡市博多区光丘町２－３－８

￥4,402,200-アユミ電業株式会社

令和 2年10月 2日

令和 2年10月 5日 令和 2年12月28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。

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

大成ジオテック株式会社福岡支店
￥6,580,000-

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社
￥6,750,000-

株式会社　技術開発コンサルタント
￥6,850,000-

東亜建設技術株式会社
￥6,860,000-

第一復建株式会社
￥6,900,000-

道路環境整備課 令和 3年10月 3日

令和 2年 9月30日

（測量）
　作業計画　1.0式
　縦断測量　1.36km
　横断測量　1.36km
　現地測量　1.0式

（設計）
　護岸検討業務（片
岸）　231m
　浚渫検討　1.0式
　打合せ　　1.0式

仲原川改修計画策定業務

単体 建設コンサルタント 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町大字仲原地内

￥7,645,000-
\7,238,000-福岡県福岡市博多区博多駅南１－１０－１７

大成ジオテック株式会社福岡支店

令和 2年10月 2日

令和 2年10月 5日 令和 3年 3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、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

株式会社ヤマケン
￥2,120,000-

有限会社新恵商店
￥2,150,000-

有限会社因土木
￥2,160,000-

有限会社福澤建設
￥2,163,000-

株式会社安武
￥2,163,000-

株式会社平昭
辞退

都市計画課 令和 3年10月 7日

令和 2年 9月30日
工事長　L=24.00m
　コンクリート舗装工（人
造石洗い出し舗装）
　　A=26.00㎡　W=1.2m　t
=120mm
　園路縁石工（小舗石）L=
45.00m
　コンクリート橋設置工　
N=１基　W=2.0m　L=2.6m
　高中木整枝工　N=１本
　景石移設工　N=1基
　修景施設修繕工　L=25.3
m

せせらぎ公園遊歩道整備工事

単体 土木一式工事 5 Ｃ
糟屋郡粕屋町若宮一丁目　地内

￥2,379,300-
\2,332,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２９２２

￥2,069,100-株式会社ヤマケン

令和 2年10月 6日

令和 2年10月 7日 令和 2年12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、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

大和不動産鑑定株式会社九州支社
￥890,000-

有限会社フィールズ鑑定法人
￥990,000-

株式会社パスコ福岡支店
辞退

一般財団法人日本不動産研究所九州支社
辞退

株式会社谷澤総合鑑定所九州支社
失格 ￥1,800,000-

都市計画課 令和 3年10月 7日

令和 2年 9月30日

○土地の鑑定評価と意見
書の作成

大字仲原991-86、大字仲
原991-521、大字仲原991
-470、大字仲原991-377
、大字仲原991-383
駕与丁三丁目991-81、駕
与丁三丁目991-82
駕与丁二丁目991-7、駕
与丁二丁目991-562、駕
与丁二丁目991-5、駕与
丁二丁目991-457

自然ふれあい広場用地周辺等　不動産鑑定業務

単体 不動産鑑定業者 3 Ａ
糟屋郡粕屋町大字仲原ほか地内

￥1,445,400-
\979,000-福岡県福岡市中央区天神４－２－２０天神幸ビル３階

大和不動産鑑定株式会社九州支社

令和 2年10月 6日

令和 2年10月 7日 令和 2年12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、不
動産鑑定業者の業種
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

株式会社日設コンサルタント
￥40,600,000-

株式会社アジア建設コンサルタント
￥41,720,000-

大成ジオテック株式会社福岡支店
￥41,800,000-

株式会社　技術開発コンサルタント
￥41,850,000-

内外エンジニアリング株式会社福岡支社
￥42,000,000-

株式会社シーマコンサルタント糟屋営業所
￥42,000,000-

ＮＴＣコンサルタンツ株式会社九州支社
￥42,310,000-

株式会社エイト日本技術開発九州支社
￥42,739,000-

地域振興課 令和 3年10月 3日

令和 2年 9月30日

調査箇所数　　　
N=2.0箇所
耐震診断業務　　
N=2.0箇所（谷蟹
池、葛葉池）

谷蟹池外耐震診断業務

単体 建設コンサルタント 8 Ａ
糟屋郡　篠栗町、粕屋町

￥47,166,900-
\44,660,000-福岡県福岡市博多区中呉服町１－２２吉田善平商店ビル２階

株式会社日設コンサルタント

令和 2年10月 2日

令和 2年10月 5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

有限会社新恵商店
￥10,750,000-

株式会社ヤマケン
￥10,850,000-

有限会社因土木
￥10,850,000-

有限会社福澤建設
￥10,900,000-

株式会社安武
￥11,000,000-

尾畑建設株式会社糟屋支店
￥11,000,000-

株式会社平昭
辞退

地域振興課 令和 3年10月 6日

令和 2年 9月30日

工事長　　　L=43.0
m

擁壁工
コンクリートブロッ
ク積工　A=73.0㎡（
裏込コンなし）
　　　　　〃　　　
　　　　A=63.0㎡（
裏込コンt=10cm）

新大間池護岸改良工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町大字大隈地内

￥12,210,000-
\11,825,000-福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原3-5-19

￥10,622,700-有限会社新恵商店

令和 2年10月 5日

令和 2年10月 6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、土
木一式工事の業種か
ら７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　青木建設
￥36,162,000-

有限会社酒井工務店
￥38,990,000-

株式会社オリーブハウス
￥39,076,000-

因建設株式会社
￥39,600,000-

松建設株式会社
￥39,690,000-

粕屋殖産株式会社
￥39,760,000-

株式会社エヴァ
辞退

株式会社興亜
失格

介護福祉課 令和 3年10月 3日

令和 2年 9月30日
○バリアフリー化等工事　
一式【概要】
・段差解消工（浴室・便所
）N=1.0式
・手摺新設（I型）N=6.0基
・給湯機器改修工（浴室・
台所・洗面台）N=1.0式
・その他

○対象建物【概要】
　耐火構造PC造　２階建て
　24戸（４戸×２棟、８戸
×２棟）
　総延床面積1460.96㎡

粕屋町営甲仲原団地バリアフリー化等工事

単体 建築一式工事 7 Ｃ
糟屋郡粕屋町甲仲原一丁目３番１号外

￥44,198,000-
\39,778,200-福岡県糟屋郡粕屋町原町４－３－２３

￥39,778,200-株式会社　青木建設

令和 2年10月 2日

令和 2年10月 5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
築一式工事の業種か
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　松本組
￥116,812,000-

アスミオ．株式会社
￥117,270,000-

松尾建設株式会社福岡支店
￥130,300,000-

株式会社才田組
￥130,300,000-

岩崎建設株式会社
辞退

株木建設株式会社九州支店
辞退

株式会社フソウ　九州支店
辞退

松山建設株式会社
辞退

戸田建設株式会社九州支店
辞退

東洋建設株式会社九州支店
辞退

上下水道課 令和 3年10月 9日

令和 2年 9月30日

土工　N=1式
アンカー補強土壁工　N=1
式
（多数アンカー工、基礎
工、笠コンクリート工、
地盤改良工）
Ｌ型擁壁工　N=1式
ブロック積工　N=1式
撤去工　N=1式
電気設備工　N=1式
擁壁高さ　H=4.5m～12.5m
有効面積　A=1813㎡（37m
×49m）

粕屋南配水池２号池造成工事

単体 土木一式工事 4 Ａ
糟屋郡粕屋町大隈地内（粕屋浄水場）

￥143,330,000-
\128,493,200-福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

￥127,563,700-株式会社　松本組

令和 2年10月 8日

令和 2年10月 9日 令和 3年 7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


