入札結果（コンサルタント）
入札日

入札件名

水道事業変更認可申請書作
4月27日
成業務

場所

春日那珂川水道企業団給水区域
（春日市・那珂川町）

落札業者

㈱日水コン
19,500,000
九州支所

9,450,000

㈱建設技術研究所
九州支店

板付牛頸筑紫野線道路改良
春日市須玖北５・６丁目及び須玖南
5月15日 工事に伴う配水管布設替工事
１・３丁目地内
設計業務（その２）

1,920,000

㈱トキワ・シビル
春日営業所

国道３８５号線道路改良工事
那珂川町後野２丁目及び西隈１丁
5月15日 に伴う配水管布設替工事設計
目地内
業務（その７）

1,800,000

㈱富士総合技術コンサルタ
ント

4月27日

農業用水転用などの水資源開
那珂川町内
発調査業務

落札金額

5月15日

現人橋乙金線配水管布設工
事設計業務

5月18日

大谷７丁目地内配水管布設替 春日市大谷７丁目及び紅葉ヶ丘西
工事設計業務
１丁目地内

3,000,000 第一復建㈱

5月31日

今光４丁目地内配水管布設替
那珂川町今光４丁目地内
工事設計業務

5,000,000

那珂川町仲３丁目地内

片縄第一排水区下片縄地区
6月18日 雨水枝線工事に伴う配水管布 那珂川町片縄東１丁目地内
設替工事設計業務

7月2日

8月6日

井尻第２取水場施設改良及び
那珂川町大字別所地内
周辺整備工事設計業務

恒久水源確保に関する測量調
那珂川町大字市ノ瀬地内
査及び取水施設設計業務

2,300,000 エコーエンヂニアリング㈱

㈱協和コンサルタンツ
九州支社

3,500,000 ㈱第一技術コンサルタント

19,700,000 ㈱太平設計

26,200,000 ㈱昭和建設コンサルタント

指名業者
㈱三水コンサルタント 西部支社
㈱松尾設計 福岡事務所
日本水工設計㈱九州支社
冨洋設計㈱ 九州支社
大日本コンサルタント㈱ 九州支社
日本工営㈱ 福岡支店
㈱建設技術研究所 九州支店
㈱セントラルコンサルタント 九州支店
㈱トキワ・シビル 春日営業所
㈱光エンジニアリング 九州事務所
㈱ランドプラン
㈱昭和建設コンサルタント
極水設計㈱
㈱富士総合技術コンサルタント
㈱オービット 大野城支店
朝倉コンサルタント㈱ 大野城事務所
㈱大日設計事務所
㈱永大開発コンサルタント 筑紫支店
㈱新世コンソーシアム
伸光コンサルタンツ㈱
ＪＲ九州コンサルタンツ㈱
㈱ウエスコ 九州支社
㈱日建技術コンサルタント 九州支社
ジーアンドエスエンジニアリング㈱
㈱協和コンサルタンツ 九州支社
㈱極東技工コンサルタント 西日本支社
㈱中央設計技術研究所 福岡事務所
中央コンサルタンツ㈱ 福岡支店
㈱エスケイエンジニアリング
㈱第一技術コンサルタント
㈲カナエ企画
㈱吾水総合コンサルタント 福岡支店
写測エンジニアリング㈱ 福岡支店
㈱アジア建設コンサルタント
㈱日設コンサルタント
㈱太平設計
大和コンサル㈱ 大野城営業所
㈱三水コンサルタント 西部支社
㈱松尾設計 福岡事務所
㈱極東技工コンサルタント 西日本支社
㈱中央設計技術研究所 福岡事務所
冨洋設計㈱ 九州支社

オリジナル設計㈱福岡事務所
㈱ニュージェック 福岡支店
㈱日水コン 九州支所
㈱サンコーコンサルタント 九州支社
国際航業㈱ 福岡支店
応用地質㈱ 九州支社
㈱パスコ 福岡支店
㈱エイト日本技術開発 九州支社
㈱建設技術センター
エイコー・コンサルタンツ㈱
九州水工設計㈱ 福岡支店
東亜コンサルタント㈱ 福岡支店
㈱匠技術コンサルタント
九州コンサルタント㈱
㈱ワールドプランニング 福岡支店
福岡建設コンサルタント㈱
福岡水道設計㈱
㈱総研企画設計
㈱シーマコンサルタント
エコーエンヂニアリング㈱
九州建設コンサルタント㈱ 福岡支店
第一復建㈱
西日本技術開発㈱
アジアエンヂニアリング㈱
明治コンサルタント㈱ 九州支店
基礎地盤コンサルタンツ㈱ 九州支社
内外エンジニアリング㈱ 福岡支社
㈱ダイヤコンサルタント 九州支社
㈱タイヨー設計
㈱フタバ設計
㈱東洋技術コンサルタンツ
シビックアーツコンサルタント㈱
日鉄鉱コンサルタント㈱ 九州本社
東亜建設技術㈱
㈱日産技術コンサルタント 九州事務所
朝倉コンサルタント㈱ 大野城事務所
㈱昭和建設コンサルタント
㈱日新技術コンサルタント 九州事務所
太洋建設コンサルタント㈱
サンコーコンサルタント㈱ 九州支社

入札結果（コンサルタント）
入札日

入札件名

場所

新幹線トンネル湧水（上梶原）
9月7日 取水に伴う堰及び水路等整備 那珂川町大字上梶原地内
工事設計業務

春日貯水池法面復旧工事設
9月26日
計業務

春日貯水池地内

新幹線トンネル湧水（上梶原）
10月29日 取水に伴う取水施設整備工事 那珂川市東隈１丁目地内
設計業務

10月29日

春日市白水池１，２丁目、天神山
溜池取水に伴う調査及び施設
３，４丁目地内及び那珂川町東隈１
整備工事設計業務
丁目地内（東隈浄水場）

10月29日

埋金浄水場施設整備工事設
計業務

那珂川市大字埋金８１５－１
（埋金浄水場地内）

落札金額

56,000,000

落札業者

内外エンジニアリング㈱
福岡支社

5,200,000 ㈱日設コンサルタント

32,480,000

サンコーコンサルタント㈱
九州支社

流会

7,300,000

冨洋設計㈱
九州支社

溜池取水に伴う調査及び施設 春日市白水池１，２丁目、天神山
11月12日 整備工事設計業務
３，４丁目地内及び那珂川町東隈１
（再入札）
丁目地内（東隈浄水場）

15,600,000 ㈱昭和建設コンサルタント

今光２丁目及び中原１丁目地
那珂川市今光２丁目及び中原１丁
11月26日 内配水管布設替工事設計業
目地内
務

5,200,000 ㈱西部技術コンサルタント

春日那珂川水道企業団 春日市原
庁舎及び原町浄水場管理棟外
町２丁目３０番地２
11月26日 壁面タイル壁浮き他状態調査
原町浄水場管理棟 春日市原町２
業務
丁目３８番地２

1,180,000 ㈱傳設計

指名業者
㈱三水コンサルタント 西部支社
NTCコンサルタンツ㈱ 九州支社
㈱エース 九州支社
㈱ウエスコ 九州支社
㈱松尾設計 福岡事務所
㈱日設コンサルタント
大和コンサル㈱ 大野城営業所
エイコー・コンサルタンツ㈱
㈱オービット 大野城支店
㈱三水コンサルタント 西部支社
NTCコンサルタンツ㈱ 九州支社
㈱ウエスコ 九州支社
大日本コンサルタント㈱ 九州支社
㈱エース 九州支社
㈱松尾設計 福岡事務所
㈱極東技工コンサルタント 西日本支社
ジーアンドエスエンジニアリング㈱
㈱アジア建設コンサルタント
冨洋設計㈱ 九州支社
㈱総研企画設計
㈲グリーン設計
㈱三水コンサルタント 西部支社
NTCコンサルタンツ㈱ 九州支社
㈱トキワ・シビル 春日営業所
㈱アジア建設コンサルタント
オリジナル設計㈱ 福岡事務所
㈱共栄設計事務所
㈱日創建設コンサルタント
都市企画センター㈱
㈱西部技術コンサルタント
㈱傳設計
㈱稲永建築設計
㈱柴田建築設計事務所
㈱Ｅ-ＳＹＳＴＥＭ

㈱極東技工コンサルタント 西日本支社
内外エンジニアリング㈱ 福岡支社
九州建設コンサルタント㈱ 福岡支店
西日本技術開発㈱
㈱サンコンサル
㈱エスケイエンジニアリング
西鉄シー・イー・コンサルタント㈱
アジアエンヂニアリング㈱
オリジナル設計㈱ 福岡事務所
㈱ニュージェック 福岡支店
サンコーコンサルタント㈱ 九州支社
㈱エイト日本技術開発 九州支社
明治コンサルタント㈱ 九州支店
㈱建設技術センター
㈱日新技術コンサルタント 九州事務所
アジアエンヂニアリング㈱
㈱太洋建設コンサルタント
九州水工設計㈱ 福岡支店

㈱昭和建設コンサルタント
㈱総研企画設計
㈲グリーン設計
太洋建設コンサルタント㈱
九州水工設計㈱ 福岡支店
㈱エム・ケー・コンサルタント
産業開発コンサルタント㈱
五光設計㈱
西日本・開発コーポレーション㈱
アトリエＢＢＳ㈱
㈱蟻ノ塔設計事務所

