
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

アトリエＢＢＳ株式会社
￥40,000,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥47,000,000-

株式会社和田設計
￥47,500,000-

株式会社稲永建築設計
￥51,000,000-

株式会社柴田建築設計事務所
￥57,000,000-

株式会社よかネット
￥60,580,000-

株式会社あい設計九州支社
￥65,000,000-

株式会社　志賀設計
￥67,000,000-

株式会社綜企画設計福岡支店
辞退

株式会社昭和設計九州事務所
辞退

介護福祉課 令和 5年 5月 3日

令和 4年 4月27日

朝日団地建替工事実施設
計及び監理業務　一式

■設計業務
　・建築設計　・解体設
計　・アスベスト調査　
　・ボーリング調査　・
電波障害調査
■監理業務
　・建築監理　・解体監
理　・家屋調査

朝日団地建替（１・２期）工事　設計監理業務

単体 建築士事務所 8 Ａ
糟屋郡粕屋町大字大隈地内

￥74,279,700-
\44,000,000-福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１

アトリエＢＢＳ株式会社

令和 4年 5月 2日

令和 4年 5月 6日 令和 9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
築士事務所の業種か
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



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
￥17,800,000-

株式会社綜企画設計福岡支店
￥18,500,000-

ユニオン設計株式会社
￥18,510,000-

株式会社あい設計九州支社
￥19,000,000-

株式会社稲永建築設計
￥19,000,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥19,000,000-

学校教育課 令和 5年 5月 3日

令和 4年 4月27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
かかる設計・監理
業務

粕屋中央小学校第３期大規模改造工事　設計・監理業務

単体 建築士事務所 6 Ａ
糟屋郡粕屋町若宮二丁目２番１号

￥21,798,700-
\19,580,000-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 4年 5月 2日

令和 4年 5月 6日 令和 5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

安藤工事株式会社
￥19,900,000-

アオケン株式会社
￥21,900,000-

戎工業株式会社
辞退

日建工材株式会社
辞退

東洋建工株式会社
辞退

株式会社ハットリ
辞退

総務課 令和 5年 5月 3日

令和 4年 4月27日

庁舎玄関庇から駐車場
側既設集水桝までの雨
水排水管の更新（埋設
部分はVP管、VU管、露
出部分はステンレス管
）工事
・直接仮設工事　一式
・樋新設工事　一式
・シーリング工事　一
式
・埋設雨水管改修工事
　一式

庁舎正面玄関庇改修工事

単体 防水工事 2 Ａ
糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号

￥24,156,000-
\21,890,000-福岡県福岡市南区清水2-9-6

￥21,740,400-安藤工事株式会社

令和 4年 5月 2日

令和 4年 5月 6日 令和 4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、防
水工事の業種から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


