
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

株式会社エム・ケー・コンサルタント
￥1,520,000-

産業開発コンサルタント株式会社
￥1,590,000-

シビックアーツコンサルタント株式会社
￥1,650,000-

アジアエンヂニアリング株式会社
￥1,650,000-

株式会社トキワ・シビル
￥1,660,000-

地域振興課 令和 4年 9月 3日

令和 3年 8月31日
業務概要
設計計画　N=1式
損傷個所確認調査　N=1式
水路補修設計　N=1式
施工計画　N=1式
概算工事費算定　N=1式
各種試験　N=1式

各種試験内容
中性化試験（ドリル法）N=2箇
所
塩分含有量試験（ドリル法）N
=1箇所
簡易強度試験　N=2箇所
はつり調査　N=1箇所
鉄筋探査　N=2箇所

長者原地内ボックスカルバート補修設計業務

単体 建設コンサルタント 5 Ｃ
糟屋郡粕屋町長者原西一丁目地内

￥1,870,000-
\1,672,000-福岡県福岡市博多区麦野６-１４-１９

株式会社エム・ケー・コンサルタント

令和 3年 9月 2日

令和 3年 9月 3日 令和 4年 1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
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

東昭栄興業株式会社
￥1,480,000-

福岡道路株式会社
￥1,500,000-

橋本舗道株式会社
￥1,550,000-

株式会社坂本舗道
￥1,550,000-

みなみ道路工業株式会社
辞退

上下水道課 令和 4年 9月 3日

令和 3年 8月31日

舗装工
表層工（改質As密粒
Ⅱ型20mm）t=50mm　A
=133㎡
基層工（再生粗粒As2
0mm）t=50mm　A=133
㎡
区画線設置工（実線
）L=90m
区画線設置工（破線
）L= 2m

福岡東環状線舗装改修工事

単体 ほ装工事 4 Ｂ
糟屋郡粕屋町酒殿二丁目地内

￥1,728,100-
\1,628,000-福岡県福岡市東区多の津４丁目３－５３

￥1,486,100-東昭栄興業株式会社

令和 3年 9月 2日

令和 3年 9月 3日 令和 3年11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、ほ
装工事の業種から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

松山工業株式会社
￥4,730,000-

株式会社倉田
￥4,760,000-

株式会社尾畑建設糟屋支店
￥4,770,000-

有限会社前田設備工業
辞退

上下水道課 令和 4年 9月 8日

令和 3年 8月31日

本設工事延長　L=53.9
7m（管延長L=54.97m）
DCIP-Kφ100　L=1.71m
DCIP-Kφ75 　L=1.54m
PEPφ50　L=49.22m
HIVPφ50　L=1.50m（
管延長L=2.50m）
仕切弁設置工φ75　N=
1基
泥吐弁設置工φ50　N=
1基

大隈地内配水管布設工事

単体 水道施設工事 3 Ｂ
糟屋郡粕屋町大隈地内

￥5,291,000-
\5,203,000-福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目8-20

￥4,602,400-松山工業株式会社

令和 3年 9月 7日

令和 3年 9月 8日 令和 3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

一般財団法人日本不動産研究所九州支社
￥438,000-

大和不動産鑑定株式会社九州支社
￥518,000-

株式会社みずほ不動産鑑定所
￥527,000-

有限会社フィールズ鑑定法人
￥575,000-

平和総合コンサルタント株式会社福岡支店
￥640,000-

都市計画課 令和 4年 9月 3日

令和 3年 8月31日

○土地の鑑定評価と意
見書の作成

駕与丁三丁目991番65
（2,846㎡　地目：畑
）
　…鑑定評価書①
駕与丁三丁目991番61
（  492㎡　地目：山
林）
　…①を標準地として
意見書

駕与丁三丁目地内　不動産鑑定業務

単体 不動産鑑定業者 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目地内

￥726,000-
\481,800-福岡県福岡市中央区天神１－１２－７福岡ダイヤモンドビル９階

一般財団法人日本不動産研究所九州支社

令和 3年 9月 2日

令和 3年 9月 3日 令和 3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、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

株式会社サンシステム通信
￥3,650,000-

九有電子工業株式会社
￥3,678,000-

日本通信工業株式会社
￥3,680,000-

アユミ電業株式会社
￥3,750,000-

上内電気株式会社
￥3,787,000-

都市計画課 令和 4年 9月 3日

令和 3年 8月31日
IP無線放送機器　N=1式
　IP無線放送装置親局　N=1
台
　デジタルアナウンスマシン
　N=1台
　サウンドリピーター　N=1
台

公園側放送機器　N=1式
　IP無線放送装置子局　N=1
台
　システムマネージメントア
ンプ　N=1台
　防災用スリムスピーカー　
N=2台

駕与丁公園放送設備改修工事

単体 電気通信工事 5 Ｃ
糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目地内（駕与丁公園）

￥4,303,200-
\4,015,000-福岡県福岡市博多区上牟田３－３－３

￥3,829,100-株式会社サンシステム通信

令和 3年 9月 2日

令和 3年 9月 3日 令和 4年 1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、電
気通信工事の業種か
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

有限会社因土木
￥20,230,000-

有限会社新恵商店
￥20,250,000-

株式会社ヤマケン
￥20,270,000-

株式会社安武
￥20,270,000-

株式会社平昭
辞退

有限会社福澤建設
失格

都市計画課 令和 4年 9月 3日

令和 3年 8月31日
工事面積　A=254㎡

施設設置工
　屋根付き駐輪施設（L106
00×H2300×D4000）N=3基
　自転車車止めパイプ（H3
50×W12000・W11000）N=4
基
　ベンチウォール（H400/H
500/H700）N=19基

舗装工
　コンクリート舗装（t100
）A=254㎡

酒殿駅　駅前広場駐輪場整備工事

単体 土木一式工事 5 Ｂ
糟屋郡粕屋町酒殿五丁目地内

￥22,297,000-
\22,253,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字江566-1

￥20,067,300-有限会社因土木

令和 3年 9月 2日

令和 3年 9月 3日 令和 4年 2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

有限会社因土木
￥16,200,000-

有限会社福澤建設
￥16,300,000-

株式会社ヤマケン
￥16,350,000-

有限会社新恵商店
￥16,350,000-

株式会社安武
￥16,537,000-

株式会社平昭
辞退

都市計画課 令和 4年 9月 3日

令和 3年 8月31日
駐輪場内
舗装工：再生密粒度As13mmストリートプリ
ント同等品仕上げ
　　　　（t=4cm）A=314㎡
施設工：地先境界ブロック（120×120×60
0）L=56m
　　　　ネットフェンス（H1500）L=32m

スロープ築造
舗装工：透水性舗装（t=4cm）A=63㎡
　　　　コンクリート舗装（t=10cm）A=22
㎡
施設工：地先境界ブロック（150×120×60
0）L=83m
　　　　手すり２段付ガードフェンス（H1
100）L=37m
　　　　手すり（H850）L=16m
　　　　ガードフェンス（H1100）L=6m
　　　　階段工（W2.2m×９段）N=1箇所

仮設工
砕石敷均しA=400㎡

酒殿駅　駅前広場舗装・スロープ整備工事

単体 土木一式工事 5 Ｃ
糟屋郡粕屋町酒殿五丁目地内

￥18,190,700-
\17,820,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字江566-1

￥15,825,700-有限会社因土木

令和 3年 9月 2日

令和 3年 9月 3日 令和 4年 2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

有限会社酒井工務店
￥27,770,000-

株式会社　青木建設
￥28,060,000-

株式会社オリーブハウス
￥28,200,000-

毛利建設株式会社
￥28,500,000-

吉松建設株式会社
￥28,540,000-

株式会社荻原工務店
￥28,540,000-

株式会社秀嶋工務店
￥28,835,000-

株式会社大高工務店
辞退

都市計画課 令和 4年 9月 4日

令和 3年 8月31日
工事面積：A=30㎡（9.46m
×3.25m）

施設設置工
　公衆トイレ（W8560×D23
50×H3520）
　　男子トイレ：小便器２
基、洋式大便器１基
　　女子トイレ：洋式大便
器２基
　　多目的トイレ：洋式大
便器１基
　ステンレス製ドーム型散
水栓ボックス　１基

酒殿駅　駅前広場公衆トイレ整備工事

単体 建築一式工事 7 Ｃ
糟屋郡粕屋町酒殿五丁目地内

￥31,718,500-
\30,547,000-福岡県糟屋郡粕屋町酒殿２－１７－２６

￥28,546,100-有限会社酒井工務店

令和 3年 9月 3日

令和 3年 9月 6日 令和 4年 2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


