入札結果（工事）

入札日

入札件名

場所

落札金額

予定価格

最低制限価格

落札業者

指名業者
水研工業株式会社

4月25日

那珂川町消防施設（消火栓） 那珂川町大字別所及び成
整備工事
竹地内

2,230,000

2,300,000

1,728,000 水研工業株式会社

有限会社ムサシ工業
有限会社大成興業 春日営業所
株式会社筑紫商会
日新産業株式会社

7月2日

東隈浄水場取水口スクリーン
那珂川町東隈浄水場内
更新工事

1,461,000

1,872,750

－

西部ポンプ機工株式会社

株式会社鈴木工業所
清本鉄工株式会社 福岡営業所
西部ポンプ機工株式会社

国道３８５号線道路改良工事
那珂川町後野１丁目及び
8月31日 に伴う配水管布設替工事（後
西隈３丁目地内
野第３-５工区）

14,100,000

14,710,000

11,223,000 株式会社藤野組

中央設備株式会社

株式会社丸藤産業

株式会社山本配管工業所

株式会社共和設備工業

株式会社藤野組

株式会社吉竹設備工業

株式会社カワキタ

新幹線トンネル湧水（市ノ瀬）
8月31日 取水施設整備工事（第２工
埋金取水場内
区）

15,370,000

16,020,000

11,554,000

株式会社トキワ設備
春日営業所

株式会社中原工務店 春日営業所

有限会社太成興業 春日営業所

株式会社三機産業 春日営業所

有限会社馬場崎設備

有限会社開衛設備

株式会社筑紫商会

株式会社トキワ設備 春日営業所

9月11日

西浦配水池配水流量計移設 春日市上白水字西浦
工事
1309-64

850,000

944,400

－

隔測計装株式会社

三交電気工事株式会社

第一電建株式会社 春日営業所

隔測計装株式会社

アユミ電業株式会社

株式会社木村電気工事店
大洋電気株式会社 春日出張所

新幹線トンネル湧水（市ノ瀬）
9月21日 取水に伴う水路等整備工事 那珂川町大字市ノ瀬地内
（第２工区）

9月21日

井尻第２取水場アンモニウム
那珂川町井尻第２取水場
イオン測定装置設置工事

11,100,000

10,100,000

11,670,000

11,318,000

8,425,000 株式会社三苫建設

－

西日本オートメーション株式会社

有限会社白石建設

株式会社ティシーエー

有限会社三苫建設

シティプラン株式会社

有限会社木下土木

有限会社真鍋建設

株式会社渡辺土木

株式会社成世建設

株式会社菅原 福岡営業所

協和機電工業株式会社 福岡支店

株式会社正興電機製作所

株式会社九電工

末松九機株式会社

東京計器株式会社 北九州営業所

西日本オートメーション株式会社

9月26日

大谷７丁目地内配水管布設 春日市大谷７丁目及び紅
替工事及び消火栓移設工事 葉ヶ丘西１丁目地内

国道385号線道路改良工事に
那珂川町西隈１・３丁目地
9月26日 伴う送・配水管布設替工事
内
（西隈第７工区）

片縄第一排水区下片縄地区
雨水枝線工事に伴う配水管 那珂川市片縄東１丁目地
10月29日
布設替工事及び消火栓移設 内
工事

26,860,000

24,800,000

9,500,000

28,280,000

26,000,000

10,010,000

21,736,000

有限会社太成興業
春日営業所

20,091,000 株式会社丸藤産業

7,554,000 有限会社開衛設備

株式会社中原工務店 春日営業所

有限会社太成興業 春日営業所

株式会社山本配管工業所

株式会社共和設備工業

株式会社三機産業 春日営業所

株式会社筑紫商会

有限会社開衛設備

株式会社吉竹設備工業

中央設備株式会社

有限会社太成興業 春日営業所

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社丸藤産業

株式会社三機産業 春日営業所

有限会社馬場崎設備

有限会社開衛設備

株式会社吉竹設備工業

中央設備株式会社

株式会社藤野組

株式会社中原工務店 春日営業所

有限会社ムサシ工業

株式会社三機産業 春日営業所

株式会社筑紫商会

有限会社開衛設備

株式会社吉竹設備工業

株式会社畑中土木

入札結果（工事）

入札日

11月26日

入札件名

場所

今光４丁目地内配水管布設
那珂川市今光４丁目地内
替工事及び消火栓移設工事

落札金額

40,990,000

予定価格

42,700,000

最低制限価格

33,148,000

落札業者

株式会社三機産業
春日営業所

指名業者
中央設備株式会社

有限会社馬場崎設備

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社筑紫商会

株式会社三機産業 春日営業所

株式会社吉竹設備工業

株式会社共和設備工業

今光３丁目及び中原２・３丁
那珂川市今光３丁目及び
11月26日 目地内配水管布設替工事及
中原２・３丁目地内
び消火栓移設工事

24,490,000

25,650,000

19,729,000 株式会社筑紫商会

中央設備株式会社

株式会社共和設備工業

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社筑紫商会

株式会社三機産業 春日営業所

株式会社吉竹設備工業

有限会社ムサシ工業
板付牛頸筑紫野線道路改良
工事に伴う配水管布設替工 春日市須玖北６丁目及び
12月14日
事及び消火栓移設工事（第２ 須玖南３丁目地内
－１工区）

26,824,000

27,370,000

21,096,000

株式会社中原工務店
春日営業所

中央設備株式会社

株式会社馬場崎設備

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社吉竹設備工業

有限会社ムサシ工業
株式会社共和設備工業

12月18日

1月8日

春日貯水池堰堤上流部耐震 春日市若葉台東４丁目及
補強工事
び大字春日地内

春日貯水池法面復旧工事

春日市若葉台東４丁目地
内

117,900,000

36,850,000

133,238,000

38,027,200

109,018,000 アスミオ．株式会社

30,228,000 株式会社吉山建設

株木建設株式会社 九州支店

九州総合建設株式会社

アスミオ．株式会社

株式会社松本組

三幸建設工業株式会社 九州支店

機動建設工業株式会社 九州支店

日特建設株式会社 九州支店

株式会社淺川組 九州営業所

あおみ建設株式会社 九州支店

株式会社本間組 九州支店

梅林建設株式会社 福岡支店

村本建設株式会社 九州支店

有限会社宮原商店

小倉建設株式会社

有限会社石場建設

株式会社吉山建設

株式会社龍建設工業

山近工業株式会社

アビル工業株式会社

1月8日

国道３８５号線道路改良工事
に伴う送・配水管布設替工事 那珂川市西隈１・３丁目地
（西隈第８工区）及び消火栓 内
移設工事

19,640,000

20,460,000

15,719,000 株式会社共和設備工業

中央設備株式会社

株式会社共和設備工業

株式会社トキワ設備 春日営業所

有限会社馬場崎設備

有限会社ムサシ工業

株式会社吉竹設備工業

有限会社大成興業 春日営業所

1月8日

国道３８５号線道路改良工事
那珂川市後野２丁目及び
に伴う配水管布設替工事（後
西隈１丁目地内
野第４工区）

10,070,000

10,440,000

7,922,000 株式会社カワキタ

中央設備株式会社

株式会社共和設備工業

株式会社山本配管工業所

有限会社馬場崎設備

株式会社カワキタ

株式会社吉竹設備工業

有限会社ムサシ工業

西畑川取水に伴う堰及び水
1月30日 路改修工事（別所地区第１工 那珂川市大字別所地内
区）

西畑川取水に伴う堰及び水
1月30日 路改修工事（別所地区第２工 那珂川市大字別所地内
区）

3月6日

猿山川取水に伴う導水管整
備工事

那珂川市大字市ノ瀬地内

26,700,000

25,000,000

13,420,000

27,630,000

25,780,000

13,910,000

21,715,000 株式会社ティシーエー

20,232,000 株式会社畑中土木

10,571,000 有限会社開衛設備

有限会社白石建設

シティプラン株式会社

有限会社木下土木

有限会社真鍋建設

株式会社渡辺土木

株式会社成世建設

株式会社ティシーエー

株式会社畑中土木

有限会社白石建設

シティプラン株式会社

有限会社木下土木

有限会社真鍋建設

株式会社渡辺土木

株式会社成世建設

株式会社ティシーエー

株式会社畑中土木

中央設備株式会社

株式会社藤野組

株式会社山本配管工業所

有限会社太成興業 春日営業所

有限会社開衛設備

有限会社馬場崎設備

株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社吉竹設備工業

入札結果（工事）

入札日

3月26日

3月26日

3月26日

入札件名

白水大池取水に伴う導水管
布設工事（第1－1工区）

白水大池取水に伴う導水管
布設工事（第1－2工区）

井尻第２取水場施設改良工
事

場所

春日市天神山２・３・４・５丁
目地内

春日市天神山３・４丁目地
内

那珂川市大字別所地内

落札金額

24,500,000

20,740,000

74,300,000

予定価格

25,700,000

21,610,000

75,900,000

最低制限価格

落札業者

19,818,000 株式会社吉竹設備工業

16,606,000 有限会社馬場崎設備

60,720,000 末松九機株式会社

指名業者
中央設備株式会社

有限会社太成興業 春日営業所

株式会社山本配管工業所

株式会社丸藤産業

株式会社トキワ設備 春日営業所

有限会社馬場崎設備

株式会社藤野組

株式会社吉竹設備工業

中央設備株式会社

有限会社太成興業 春日営業所

株式会社山本配管工業所

株式会社丸藤産業

株式会社トキワ設備 春日営業所

有限会社馬場崎設備

株式会社藤野組

株式会社吉竹設備工業

株式会社菅原 福岡営業所

株式会社ウォーターテック 西日本支店 東芝ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 九州支社

末松九機株式会社

三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 九州本部

株式会社ﾄﾞｰﾜﾃｸﾉｽ 環境ｼｽﾃﾑ営業部福岡営業部

協和機電工業株式会社 福岡支店

株式会社水機テクノス 九州支店

株式会社秀電社

