
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
￥14,300,000-

株式会社尾畑建設糟屋支店
￥14,350,000-

株式会社倉田
￥14,500,000-

有限会社前田設備工業
￥14,550,000-

上下水道課 令和 4年 7月 9日

令和 3年 6月30日

本設工事延長　L=129.4m

PEP布設工φ75　L=124.4
m
PEP布設工φ50　L=5.0m

仕切弁設置工φ75　N=3
基
仕切弁設置工φ50　N=1
基
消火栓設置工φ75　N=1
基

戸原西地内配水管更新工事

単体 水道施設工事 4 Ａ
糟屋郡粕屋町戸原西地内

￥16,280,000-
\15,730,000-福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目8-20

￥14,163,600-松山工業株式会社

令和 3年 7月 8日

令和 3年 7月 9日 令和 3年10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、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

有限会社因土木
￥10,200,000-

株式会社ヤマケン
￥10,300,000-

有限会社福澤建設
￥10,300,000-

有限会社新恵商店
￥10,300,000-

株式会社平昭
￥10,420,000-

株式会社安武
￥10,431,000-

上下水道課 令和 4年 7月 3日

令和 3年 6月30日

下水道人孔蓋取替
え工（エポ工法）
N=19箇所

粕屋町内マンホール蓋取替工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町　町内地内

￥11,474,100-
\11,220,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字江566-1

￥9,981,400-有限会社因土木

令和 3年 7月 2日

令和 3年 7月 5日 令和 3年10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

東亜建設技術株式会社
￥4,490,000-

第一復建株式会社
￥4,700,000-

株式会社パスコ福岡支店
￥4,800,000-

株式会社オオバ九州支店
￥4,800,000-

国際航業株式会社福岡支店
￥4,800,000-

協働のまちづくり課 令和 4年 7月 3日

令和 3年 6月30日
国土強靭化地域計画策定支援
業務　N=1.0式
・業務計画策定
・資料収集、整理
・マトリクスの作成
・脆弱性の分析、評価、課題
の検討
・リスクへの対応方策の検討
・対応方策について重点化、
優先順位付け
・KPI（重要業績指標）の設定
・報告書作成
・打合せ協議
・検討委員会支援
・住民アンケート調査　他

粕屋町国土強靭化地域計画策定支援業務

単体 建設コンサルタント 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町内

￥5,315,200-
\4,939,000-福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

東亜建設技術株式会社

令和 3年 7月 2日

令和 3年 7月 5日 令和 4年 3月18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

空研工業株式会社　工事部
￥28,428,000-

大橋エアシステム株式会社
￥29,000,000-

昭和鉄工株式会社
￥29,600,000-

株式会社西日本空調システム
￥29,800,000-

株式会社　九電工
￥30,300,000-

西日本三建サービス株式会社
￥30,800,000-

株式会社九州空調
￥30,900,000-

日本空調サービス株式会社九州支店
失格

社会教育課 令和 4年 7月 3日

令和 3年 6月30日
【ホール・ラウンジ系統】
空調設備改修工事
①機械設備工事（室外機N=5台、
室内機N=20台）
②配管設備工事　一式
③ダクト設備工事　一式
④電気・制御設備工事　一式
⑤建築工事　一式
⑥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　N
=2台、ダクト用送風機　N=7台）
②ダクト設備工事　一式
③電気・制御設備工事　一式
④建築工事　一式
⑤撤去工事　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

￥33,990,000-
\31,270,800-福岡県福岡市西区内浜２丁目４番３８号

￥30,251,100-空研工業株式会社　工事部

令和 3年 7月 2日

令和 3年 7月 5日 令和 4年 1月20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

ユニオン設計株式会社
￥32,370,000-

株式会社メイ建築研究所
￥33,349,900-

株式会社　東畑建築事務所九州オフィス
￥38,180,000-

株式会社 綜企画設計福岡支店
￥40,500,000-

株式会社あい設計九州支社
￥47,000,000-

株式会社昭和設計九州事務所
￥47,000,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥47,594,000-

株式会社安井建築設計事務所九州事務所
辞退

社会教育課 令和 4年 7月 9日

令和 3年 6月30日

粕屋町総合体育館
大規模改造工事の
基本・実施設計業
務

粕屋町総合体育館大規模改造工事　基本・実施設計業務

単体 建築士事務所 7 Ａ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目２番１号

￥52,353,400-
\35,607,000-福岡県福岡市中央区薬院１－６－５ホワイティ薬院　２階

ユニオン設計株式会社

令和 3年 7月 8日

令和 3年 7月 9日 令和 4年 3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、建
築士事務所の業種か
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


