
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
￥7,650,000-

株式会社カブード
￥7,770,000-

佐和屋産業株式会社
￥7,850,000-

株式会社テクノユース
￥7,850,000-

株式会社西鉄グリーン土木
￥8,000,000-

道路環境整備課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日

○道路清掃工
　車道清掃延長 L=64.8km
　歩道掃き出し・側溝開
口清掃延長 L=36.2km…4
回/年

○原町地下歩道清掃工…2
回/年

○落葉時期追加作業
　車道清掃延長 L=5.8km
　歩道掃き出し延長 L=4.
3km…5回/年

令和３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

￥8,910,000-
\8,415,000-福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６

株式会社環境開発

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 4年 3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、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

株式会社ヤマケン
￥5,220,000-

有限会社新恵商店
￥5,300,000-

有限会社因土木
￥5,330,000-

株式会社平昭
￥5,340,000-

有限会社福澤建設
￥5,345,000-

株式会社安武
￥5,345,000-

都市計画課 令和 4年 6月 4日

令和 3年 5月31日
工事長　L=70.0m

法面工
　法面整形　A=98.0㎡
　法面保護（張芝）A=110.0㎡
　土止め板設置　A=12.5㎡
　コンクリートブロック積工（空洞
ブロックt150）　A=1.6㎡
排水工
　排水管布設工（VPφ250）　L=10.0
m
　集水桝設置工　N=2基
　2種240蓋設置　N=3枚
舗装工
　表層（再生密粒度As13mm　t=5cm）
　A=211.0㎡
付帯工
　転落防止柵（4段ビーム土中建込用
）　L=40.0m

駕与丁公園バラ園入口通路改良工事

単体 土木一式工事 6 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目地内（駕与丁公園）

￥5,879,500-
\5,742,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２９２２

￥5,115,000-株式会社ヤマケン

令和 3年 6月 3日

令和 3年 6月 4日 令和 3年 9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

昭和株式会社九州支社
￥6,037,500-

中央コンサルタンツ株式会社福岡支店
￥6,970,000-

株式会社トキワ・シビル
￥7,770,000-

シビックアーツコンサルタント株式会社
￥8,000,000-

株式会社エム・ケー・コンサルタント
￥8,000,000-

都市計画課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日
・予備調査　一式
（公園内のすべての施設について、経年
変化による状況や位置、数量、種別の整
合を確認）
・健全度調査と健全度、緊急度判定　一
式
（各種施設、建築構造物等の設置状況や
構造材・消耗材の劣化・損傷状況を目視
による確認）
・健全度判定　一式
（予備調査や健全度調査の結果を基に、
健全度を四段階で評価判定）
・緊急度判定　一式
（健全度判定に基づき、施設の改修・更
新に対する緊急度を三段階で評価判定）
・長寿命化計画の検討と策定　一式
（点検手法や頻度等の具体的な方策や年
次計画、長寿命化対策を図った場合のラ
イフサイクルコスト縮減額等を取りまと
める）

駕与丁公園施設長寿命化計画策定業務

単体 建設コンサルタント 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目地内

￥8,855,000-
\6,641,250-福岡県福岡市博多区下川端町３番１号リバレインセンタービル１０階

昭和株式会社九州支社

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 4年 2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、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

株式会社西島建築設計事務所
￥2,670,000-

ユニオン設計株式会社
￥2,730,000-

有限会社回工房
￥2,742,000-

株式会社稲永建築設計
￥2,754,000-

株式会社匠建築研究所
￥2,754,000-

介護福祉課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日

給水管及び給湯管
改修・給湯器改修
・洗面台改修の設
計監理業務（耐火
構造ＰＣ造・２階
建て・延床面積2,
139.72㎡）

粕屋町営宮町団地給水管長寿命化等工事設計監理業務

単体 建築士事務所 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町大字江88番地の１

￥3,029,400-
\2,937,000-福岡県福岡市中央区笹丘1-17-29

株式会社西島建築設計事務所

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 4年 3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、建
築士事務所の業種か
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

株式会社よかネット
￥14,440,000-

株式会社三座建築事務所九州事務所
￥15,000,000-

株式会社メイ建築研究所
￥15,190,000-

ランドブレイン株式会社福岡事務所
￥15,620,000-

株式会社　市浦ハウジング＆プランニング 福
岡支店 失格 ￥16,984,000-

株式会社　環・設計工房
失格 ￥17,114,436-

介護福祉課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日
朝日団地再生基本計画策定　N=
1.0式
・現況調査
・入居者意識調査
・基本計画方針と前提条件の設
定
・基本計画の作成
・実施に向けての課題整理
・報告書作成
・県協議
・計画申請書の作成
・造成計画に係る条件整理
・造成計画等の作成（雨水抑制
計画、擁壁計画等含む）
・地域説明会の支援
・測量業務（２団地、３団地）

朝日団地　再生基本計画策定業務

単体 建設コンサルタント 6 Ａ
糟屋郡粕屋町内

￥17,457,000-
\15,884,000-福岡県福岡市博多区中洲中島町3-8福岡パールビル８階

株式会社よかネット

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 4年 3月10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

株式会社昭和設計九州事務所
￥8,650,000-

株式会社 綜企画設計福岡支店
￥8,664,000-

株式会社西島建築設計事務所
￥11,300,000-

株式会社　東畑建築事務所九州オフィス
￥11,480,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥11,500,000-

株式会社安井建築設計事務所九州事務所
辞退

子ども未来課 令和 4年 6月 4日

令和 3年 5月31日

西幼稚園の長寿命
化改修工事の実施
設計・監理業務

西幼稚園長寿命化改修工事　設計・監理業務

単体 建築士事務所 5 Ａ
糟屋郡粕屋町大字仲原2461　地内

￥12,706,100-
\9,515,000-福岡県福岡市中央区赤坂1-5-11

株式会社昭和設計九州事務所

令和 3年 6月 3日

令和 3年 6月 4日 令和 4年10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、建
築士事務所の業種か
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

株式会社西日本空調システム
￥2,650,000-

空研工業株式会社　工事部
￥2,716,000-

株式会社日立プラントサービス九州支店
￥2,716,000-

西日本三建サービス株式会社
￥2,950,000-

株式会社九州空調
失格

社会教育課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日
・空冷ヒートポンプエアコ
ン（室内機型式：FVYP1120
B）
【管理No.ACP-2】
室外機整備N=1台、室内機
整備N=1台

（さくらホール舞台系統の
空調設備のオーバーホール
を行います。室外機の圧縮
機、熱交換機、冷媒ガスの
交換、室内機のプリント基
板の交換及びその他の劣化
部品の交換を行います。）

粕屋町立生涯学習センター　さくらホール舞台系統　空調設備改修工事

単体 管工事 5 Ｄ
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

￥3,248,300-
\2,915,000-福岡県福岡市博多区東月隈４－７－４

￥2,890,800-株式会社西日本空調システム

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3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、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

旭日保安工業有限会社
￥4,450,000-

双葉工業株式会社
￥4,455,000-

今別府産業株式会社福岡支店
￥4,930,000-

セーフティーロード株式会社
￥5,115,000-

太陽工業株式会社
失格

学校教育課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日

空洞ブロック撤去工
（２段）：L=41.2m
空洞ブロック撤去工
（３段）：L=64.8m
PCフェンス設置工　
H1800：L=106m
張りコンクリート工
：A=23.6㎡
支障木伐採・枝打工
：N=1式

粕屋西小学校　北側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
糟屋郡粕屋町大字仲原2445番地

￥5,626,500-
\4,895,000-福岡県福岡市東区社領３－１４－２７

￥4,895,000-旭日保安工業有限会社

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 3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

株式会社平昭
￥35,800,000-

有限会社因土木
￥35,950,000-

有限会社福澤建設
￥36,000,000-

株式会社ヤマケン
￥36,000,000-

博高工業有限会社
￥36,100,000-

有限会社新恵商店
￥36,200,000-

日本乾溜工業株式会社福岡営業部
￥36,558,000-

株式会社安武
￥36,558,000-

学校教育課 令和 4年 6月 4日

令和 3年 5月31日

・ブロック積み改修
　ブロック積増厚工
　L=161.98m
　ブロック積補修工
　L=58.04m

・空洞ブロック改修
　メッシュフェンス
（H=1.8m）L=123.46m
　目隠しフェンス（H
=1.8m）L=51.43m

粕屋中央小学校　擁壁改修工事（１工区）

単体 土木一式工事 8 Ｂ
糟屋郡粕屋町若宮二丁目２番１号

￥40,213,800-
\39,380,000-福岡県福岡市東区多の津１丁目１４番１号ＦＲＣビル６２０号室

￥35,388,100-株式会社平昭

令和 3年 6月 3日

令和 3年 6月 4日 令和 3年12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、土
木一式工事の業種か
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

有限会社新恵商店
￥27,700,000-

有限会社因土木
￥28,100,000-

株式会社ヤマケン
￥28,150,000-

博高工業有限会社
￥28,200,000-

有限会社福澤建設
￥28,500,000-

株式会社平昭
￥28,570,000-

日本乾溜工業株式会社福岡営業部
￥28,577,000-

株式会社安武
￥28,577,000-

学校教育課 令和 4年 6月 4日

令和 3年 5月31日

・ブロック積み改修
　ブロック積増厚工　
L=73.98m
　ブロック積補修工　
L=50.3m

・空洞ブロック改修
　目隠しフェンス（H=
1.8m）L=79.57m
　目隠し・遮音フェン
ス（H=1.8m）L=44.7m

粕屋中央小学校　擁壁改修工事（２工区）

単体 土木一式工事 8 Ｂ
糟屋郡粕屋町若宮二丁目２番１号

￥31,434,700-
\30,470,000-福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原3-5-19

￥27,661,700-有限会社新恵商店

令和 3年 6月 3日

令和 3年 6月 4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

株式会社西島建築設計事務所
￥16,000,000-

株式会社あい設計九州支社
￥17,000,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥17,000,000-

株式会社稲永建築設計
￥17,000,000-

ユニオン設計株式会社
￥17,420,000-

株式会社山下設計　九州支社
辞退

学校教育課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日

経年により、学校
建物の損耗・機能
低下に対する復旧
措置等の大規模改
造の第２期工事に
係る設計・監理業
務

粕屋中央小学校　第２期大規模改造工事設計・監理業務

単体 建築士事務所 5 Ａ
糟屋郡粕屋町若宮二丁目２番１号

￥19,749,400-
\17,600,000-福岡県福岡市中央区笹丘1-17-29

株式会社西島建築設計事務所

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 4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、建
築士事務所の業種か
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

株式会社西島建築設計事務所
￥21,000,000-

株式会社あい設計九州支社
￥22,500,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥22,500,000-

ユニオン設計株式会社
￥22,970,000-

株式会社稲永建築設計
￥23,000,000-

株式会社山下設計　九州支社
￥23,728,000-

学校教育課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日

Ｓ造２階建（６普通
教室、２男子・女子
トイレ、教育相談室
、職員室、２配膳室
、階段室、昇降口、
渡り廊下、受電設備
、防球ネット、その
他必要となる施設）
の校舎増築工事の実
施設計、確認申請、
監理業務。

粕屋中央小学校　校舎増築工事設計・監理業務

単体 建築士事務所 6 Ａ
糟屋郡粕屋町若宮二丁目２番１号

￥26,100,800-
\23,100,000-福岡県福岡市中央区笹丘1-17-29

株式会社西島建築設計事務所

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 5年 3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、建
築士事務所の業種か
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 綜企画設計福岡支店
￥8,250,000-

株式会社西島建築設計事務所
￥9,000,000-

株式会社あい設計九州支社
￥9,000,000-

ユニオン設計株式会社
￥9,100,000-

株式会社稲永建築設計
￥9,300,000-

株式会社山下設計　九州支社
辞退

学校教育課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日

経年により、学校
建物の損耗・機能
低下に対する復旧
措置等の大規模改
造の第３期工事に
係る設計・監理業
務。

仲原小学校　第３期大規模改造工事設計・監理業務

単体 建築士事務所 5 Ａ
糟屋郡粕屋町仲原一丁目１６番１号

￥10,316,900-
\9,075,000-福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１

株式会社 綜企画設計福岡支店

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 4年10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、建
築士事務所の業種か
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

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥11,787,000-

株式会社　那の津寿建築研究所
￥15,700,000-

株式会社稲永建築設計
￥18,000,000-

株式会社西島建築設計事務所
￥18,600,000-

株式会社あい設計九州支社
￥19,000,000-

株式会社山下設計　九州支社
￥19,645,000-

学校教育課 令和 4年 6月 3日

令和 3年 5月31日

ＲＣ３階建（９教
室、３男子・女子
トイレ、その他必
要となる施設）の
校舎増築工事の実
施設計、確認申請
、監理業務。

粕屋中学校　校舎増築工事設計・監理業務

単体 建築士事務所 6 Ａ
糟屋郡粕屋町大字仲原1707番地

￥21,609,500-
\12,965,700-福岡県福岡市博多区博多駅前1－１４－１６博多駅前センタービル

株式会社内藤建築事務所九州事務所

令和 3年 6月 2日

令和 3年 6月 3日 令和 5年 3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、建
築士事務所の業種か
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


