
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
￥33,800,000-

株式会社メイ建築研究所
￥34,200,000-

株式会社あい設計九州支社
￥35,000,000-

株式会社綜企画設計福岡支店
￥35,000,000-

株式会社昭和設計九州事務所
￥35,160,000-

株式会社　東畑建築事務所九州オフィス
￥35,480,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥35,600,000-

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 5年 6月 3日

令和 4年 5月31日
粕屋町総合体育館大規模改造工
事の施工監理業務及び工事発注
資料等作成業務

 【大規模改造工事内容】
 　○体育館棟工事
 　　金属屋根部分、外壁石貼、
膜屋根保全、エレベーター入替
、
　　 照明LED化、自動火災報知
機
 　○プール棟工事
 　　体育館棟と同様の改修、プ
ール槽、天井葺替、ろ過機
 　○その他の工事
 　　通路屋根部分の改修、プロ
パン庫外壁の改修

粕屋町総合体育館大規模改造工事　監理業務

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

￥39,160,000-
\37,180,000-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 4年 6月 2日

令和 4年 6月 3日 令和 6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



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

株式会社尾畑建設糟屋支店
￥32,600,000-

有限会社前田設備工業
￥32,880,000-

松山工業株式会社
￥32,980,000-

株式会社倉田
￥33,000,000-

有限会社新恵商店
￥33,000,000-

株式会社平昭
￥33,500,000-

有限会社因土木
￥33,500,000-

株式会社安武
￥33,560,000-

上下水道課 令和 5年 6月 3日

令和 4年 5月31日

本設管延長　L=19
8.9m
　DCIP-GXφ250　
L=198.9m
　仕切弁設置工φ
250　N=1基
　空気弁設置工φ
25　 N=2基

甲仲原地内基幹管路布設工事（３工区）

単体 水道施設工事 8 Ａ
糟屋郡粕屋町甲仲原地内

￥36,916,000-
\35,860,000-福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字上川原１８

￥32,485,200-株式会社尾畑建設糟屋支店

令和 4年 6月 2日

令和 4年 6月 3日 令和 4年11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、水
道施設工事の業種か
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

株式会社和田設計
￥12,600,000-

株式会社綜企画設計福岡支店
￥15,462,000-

ユニオン設計株式会社
￥18,000,000-

株式会社稲永建築設計
￥18,500,000-

株式会社あい設計九州支社
￥20,000,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥20,616,000-

学校教育課 令和 5年 6月 3日

令和 4年 5月31日

鉄骨(S)造２階建（
６普通教室、各階
トイレ（男・女・
多目的）、階段、
昇降口、渡り廊下
、その他必要とな
る施設）
校舎増築工事の設
計・監理、建築確
認等の申請業務

仲原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
糟屋郡粕屋町仲原一丁目16番１号

￥22,677,600-
\13,860,000-福岡県福岡市中央区高砂２－２３－１２

株式会社和田設計

令和 4年 6月 2日

令和 4年 6月 3日 令和 6年 3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、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

株式会社和田設計
￥13,100,000-

株式会社稲永建築設計
￥13,877,000-

ユニオン設計株式会社
￥17,720,000-

株式会社綜企画設計福岡支店
￥17,800,000-

株式会社あい設計九州支社
￥18,000,000-

株式会社内藤建築事務所九州事務所
￥18,502,000-

学校教育課 令和 5年 6月 3日

令和 4年 5月31日

鉄筋コンクリート
(RC)造３階建（６
普通教室、各階ト
イレ（男・女）、
階段、その他必要
となる施設）
校舎増築工事の設
計・監理、建築確
認等の申請業務

粕屋西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
糟屋郡粕屋町大字仲原2445番地

￥20,352,200-
\14,410,000-福岡県福岡市中央区高砂２－２３－１２

株式会社和田設計

令和 4年 6月 2日

令和 4年 6月 3日 令和 6年 3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、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


