入札結果（工事）

入札日

入札件名

場所

今光2丁目地内配水管布設替
6月11日
那珂川市今光２丁目地内
工事（第1工区）

落札金額

38,940,000

予定価格

40,780,000

最低制限価格

落札業者

31,627,000 中央設備株式会社

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

株式会社筑紫商会

株式会社トキワ設備 春日営業所

6月11日 猿山川取水施設築造工事

7月2日

7月2日

井尻第２取水場取水口改良
工事

埋金浄水場施設改良工事

那珂川市大字市ノ瀬地内及び埋金浄水場内

那珂川市大字別所地内

那珂川市大字埋金８１５－１

新幹線トンネル湧水（上梶原）
7月12日 取水に伴う堰及び水路等整 那珂川市大字上梶原地内
備工事（第4工区）

今光2丁目地内配水管布設替
7月12日 工事（第2工区）及び消火栓移 那珂川市今光２丁目地内
設工事

白水大池取水に伴う導水管
春日市天神山３丁目及び大字上白水地内
7月12日 布設工事（第2工区）及び取水
那珂川市中原３・４・６丁目地内
ポンプ設置工事

白水大池取水に伴う導水管 那珂川市東隈１丁目地内（東隈浄水場内）
7月12日 布設工事（第3工区）及び消火 那珂川市中原４丁目、松木１・３丁目、五郎丸
栓移設工事
２丁目及び仲３丁目地内

7月12日

猿山川取水施設電気・機械設
那珂川市大字市ノ瀬地内及び埋金浄水場内
備工事

84,600,000

19,400,000

89,700,000

28,390,000

36,700,000

37,000,000

42,270,000

42,000,000

87,310,000

20,050,000

89,790,000

29,576,000

37,880,000

38,190,000

43,580,000

45,060,000

69,848,000 アビル工業株式会社

16,040,000 有限会社真鍋建設

71,832,000

水道機工株式会社
九州支店

22,182,000 株式会社山本配管工業所

有限会社太成興業
29,318,000
春日営業所

29,550,000

株式会社トキワ設備
春日営業所

33,854,000 有限会社開衛設備

有限会社白石建設

株式会社龍建設工業

株式会社成世建設

有限会社木下土木

アビル工業株式会社

山近工業株式会社

株式会社渡辺土木

有限会社真鍋建設

シティプラン株式会社

株式会社塩月工業

有限会社白石建設

シティプラン株式会社

有限会社宮原商店

小倉建設株式会社

株式会社渡辺土木

有限会社真鍋建設

有限会社石場建設

有限会社橋口建設

理水化学株式会社 福岡支店

水道機工株式会社 九州支店

メタウォーターサービス株式会社
事業推進本部西日本営業部
水ｉｎｇエンジニアリング株式会社
九州支店

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 九州支店
オルガノ株式会社 九州支店

株式会社トーケミ 西部支店

前澤工業株式会社 九州支店

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社山本配管工業所

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

株式会社丸藤産業

有限会社開衛設備

株式会社筑紫商会

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社山本配管工業所

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

株式会社丸藤産業

有限会社開衛設備

株式会社筑紫商会

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

有限会社太成興業 春日営業所

有限会社開衛設備

株式会社丸藤産業

株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社筑紫商会

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

有限会社太成興業 春日営業所

有限会社開衛設備

株式会社丸藤産業

株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社筑紫商会

株式会社菅原 福岡営業所

西日本オートメーション株式会社

株式会社正興電機製作所

株式会社水機テクノス 九州支店

隔測計装株式会社

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
九州本部

株式会社エース・ウォーター

協和機電工業株式会社 福岡支店

36,048,000 隔測計装株式会社

株式会社吉竹設備工業

株式会社吉竹設備工業

株式会社吉竹設備工業

株式会社吉竹設備工業

入札結果（工事）

入札日

入札件名

場所

新幹線トンネル湧水（上梶原）
7月19日 取水に伴う堰及び水路等整 那珂川市大字上梶原地内
備工事（第1工区）

7月19日 東隈取水場施設築造工事

7月23日

恒久水源取水に伴う電気設
備工事

那珂川市東隈１丁目地内

那珂川市東隈１丁目地内
那珂川市大字上梶原地内
那珂川市大字別所地内
春日市天神山３丁目及び大字上白水地内

国道３８５号線道路改良工事
7月23日 に伴う配水管布設替工事（西 那珂川市西隈１・３丁目地内
隈第９工区）

落札金額

63,700,000

－

95,000,000

5,860,000

予定価格

65,731,000

－

96,230,000

6,050,000

最低制限価格

落札業者

52,585,000 株式会社成世建設

－

76,984,000

流 会

株式会社安川電機
九州支店

4,539,000 有限会社馬場崎設備

指名業者
有限会社三苫建設

株式会社龍建設工業

有限会社木下土木

株式会社塩月工業

山近工業株式会社

株式会社渡辺土木

株式会社成世建設

シティプラン株式会社

株式会社吉山建設

株式会社鴻池組九州支店

東洋建設株式会社九州支店

株式会社淺沼組九州支店

青木あすなろ建設株式会社九州支店

あおみ建設株式会社九州支店

オリエンタル白石株式会社福岡支店

株式会社竹中土木九州支店

株式会社銭高組九州支店

株式会社不動テトラ九州支店

株式会社大林組九州支店

三井住友建設株式会社九州支店

株式会社奥村組福岡支店

株式会社菅原福岡営業所

株式会社安川電機九州支店

メタウォーター株式会社九州営業部

株式会社正興電機製作所

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社九州支店

協和機電工業株式会社福岡支店

株式会社明電舎九州支店

株式会社日立製作所九州支社

横河ソリューションサービス株式会社
九州支店

三菱電機株式会社九州支社

株式会社中原工務店春日営業所

株式会社丸藤産業

水研工業株式会社

有限会社馬場崎設備

東芝インフラシステムズ株式会社
九州支社
島津システムソリューションズ株式会社
福岡支店

株式会社カワキタ
有限会社ムサシ工業

新幹線トンネル湧水（上梶原）
7月30日 取水に伴う堰及び水路等整 那珂川市大字上梶原地内
備工事（第３工区）

7月30日

8月7日

東隈浄水場自動除塵機更新
那珂川市東隈浄水場内
工事

東隈取水場施設築造工事

那珂川市東隈１丁目地内

新幹線トンネル湧水（上梶原）
8月19日 取水に伴う堰及び水路等整 那珂川市大字上梶原地内
備工事（第３工区）

新幹線トンネル湧水（上梶原）
9月18日 取水に伴う堰及び水路等整 那珂川市大字上梶原及び大字下梶原地内
備工事（第２工区）

西畑川取水に伴う堰及び水
10月8日 路改修工事（別所地区第３工 那珂川市大字別所地内
区）

－

33,200,000

172,930,000

81,000,000

15,240,000

25,010,000

－

33,200,000

203,448,000

81,840,000

15,721,000

25,610,000

－

26,560,000

流 会

株式会社ノバック九州支店

株式会社富士ピー・エス九州支店

株木建設株式会社九州支店

機動建設工業株式会社九州支店

株式会社才田組

松尾建設株式会社福岡支店

松鶴建設株式会社

西武建設株式会社九州支店

新明和工業株式会社
流体事業部営業本部九州支店

株式会社前澤エンジニアリングサービス
九州営業所

株式会社前澤エンジニアリングサービス 株式会社クボタ九州支社
九州営業所
理水化学株式会社福岡支店

162,759,000 株式会社塩月工業

65,472,000 山近工業株式会社

12,210,000 有限会社三苫建設

20,488,000 有限会社白石建設

株式会社安部日鋼工業九州支店

株式会社ミゾタ福岡支店
株式会社神鋼環境ソリューション九州支店

株式会社石垣九州支店

株式会社酉島製作所九州支店

西部建設株式会社

梅林建設株式会社福岡支店

株式会社平田組

株式会社松本組

アスミオ.株式会社

広成建設株式会社九州支店

松山建設株式会社

株式会社海山組

若築建設株式会社福岡支店

株式会社塩月工業

三軌建設株式会社

有限会社白石建設

株式会社渡辺土木

株式会社吉山建設

有限会社宮原商店

シティプラン株式会社

山近工業株式会社

有限会社三苫建設

株式会社龍建設工業

有限会社木下土木

小倉建設株式会社

有限会社宮原商店

シティプラン株式会社

有限会社三苫建設

株式会社龍建設工業

有限会社木下土木

小倉建設株式会社

株式会社渡辺土木

株式会社吉山建設

有限会社白石建設

有限会社石場建設

有限会社宮原商店

シティプラン株式会社

有限会社木下土木

株式会社龍建設工業

株式会社渡辺土木

小倉建設株式会社

株式会社吉山建設

入札結果（工事）

入札日

入札件名

春日貯水池取水ポンプ取替
10月15日
工事

場所

春日貯水池内

落札金額

2,360,000

予定価格

2,950,000

最低制限価格

－

落札業者

西部ポンプ機工株式会社

指名業者
株式会社共栄機工商会

株式会社鈴木工業所

東機械工業株式会社

西部ポンプ機工株式会社

三伸機設株式会社
株式会社アクアエンジニアリング

現人橋乙金線道路改良工事
10月29日 に伴う配水管布設工事（第２ 那珂川市仲３丁目地内
工区）

板付牛頸筑紫野線道路改良
11月18日 工事に伴う配水管布設替工 春日市須玖南３丁目地内
事（第２－２工区）

30,500,000

6,991,000

31,760,000

7,300,000

24,602,000 株式会社藤野組

5,363,000

株式会社中原工務店
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

株式会社共和設備工業

株式会社藤野組

株式会社筑紫商会

株式会社カワキタ

株式会社吉竹設備工業

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社共和設備工業

水研工業株式会社

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

株式会社丸藤産業
国道３８５号線道路改良工事
に伴う配水管布設替工事（山
11月18日
那珂川市大字山田地内
田第１-２工区）及び消火栓設
置工事

5,430,000

5,630,000

4,121,000 水研工業株式会社

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社共和設備工業

水研工業株式会社

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

株式会社丸藤産業

国道３８５号線道路改良工事
11月18日 に伴う配水管布設工事（山田 那珂川市大字山田地内
第２工区）

8,080,000

8,420,000

6,215,000 株式会社筑紫商会

株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社共和設備工業

水研工業株式会社

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

株式会社丸藤産業

庁舎及び原町浄水場管理棟
12月2日
春日市原町２丁目３０番地２他
外壁タイル補修工事

12月26日

猿山川取水に伴う水路等整
備工事（第１工区）

那珂川市大字市ノ瀬地内

新幹線トンネル湧水（上梶原）
12月26日 取水に伴う堰及び水路等整 那珂川市大字仲、大字東隈、大字安徳地内
備工事（第５工区）

1月17日 埋金取水場取水渠閉塞工事 埋金取水場内

17,000,000

10,540,000

4,940,000

1,775,000

21,564,000

10,586,000

4,975,000

1,830,000

－

安藤工事株式会社

8,111,000 株式会社龍建設工業

3,799,000 有限会社木下土木

－

シティプラン株式会社

株式会社大名建設

株式会社ハットリ

有限会社吉弘工務店

東洋建工株式会社

永田建設株式会社

扇技研株式会社

安藤工事株式会社

橋口工業株式会社

有限会社宮原商店

シティプラン株式会社

有限会社木下土木

株式会社龍建設工業

株式会社渡辺土木

小倉建設株式会社

有限会社石場建設

㈱会社吉山建設

有限会社宮原商店

シティプラン株式会社

有限会社木下土木

株式会社龍建設工業

株式会社渡辺土木

小倉建設株式会社

有限会社石場建設

㈱会社吉山建設

有限会社宮原商店

小倉建設株式会社

株式会社渡辺土木

株式会社吉山建設

有限会社石場建設
シティプラン株式会社

恒久水源地等監視カメラ設備
1月17日
春日那珂川水道企業団管内
工事

10,500,000

11,410,000

－

隔測計装株式会社

三交電気工事株式会社

株式会社木村電気工事店

九有電子工業株式会社

株式会社明興テクノス 福岡支店

千代田興産株式会社

第一電建株式会社 春日営業所

隔測計装株式会社

株式会社サン電工社

