R03 入札結果（工事）

入札日

入札件名

場所

那珂川宇美線（下白水西）街
5月10日 路事業に伴う配水管布設工 春日市下白水北7丁目地内
事（第2工区）

王塚台3丁目地内配水管布設
6月17日
那珂川市王塚台3丁目地内
替工事（第1－2工区）

8月5日 庁舎LED照明化工事

春日市原町二丁目30番地2

落札金額

¥11,100,000

¥52,000,000

-

予定価格

¥11,220,000

¥53,230,000

-

最低制限価格

落札業者

¥8,276,000 株式会社藤野組

¥40,384,000 株式会社三機産業春日営業所

-

流会

指名業者
有限会社太成興業

株式会社丸藤産業

株式会社中原工務店春日営業所

株式会社三機産業春日営業所

株式会社吉竹設備工業

有限会社開衛設備

株式会社トキワ設備春日営業所

株式会社藤野組

有限会社太成興業

株式会社トキワ設備春日営業所

中央設備株式会社

株式会社丸藤産業

株式会社中原工務店春日営業所

株式会社三機産業春日営業所

株式会社吉竹設備工業

有限会社開衛設備

大洋電気株式会社春日営業所

株式会社木村電気工事店

株式会社浜田

株式会社春崎電気工事那珂川営業所

第一電建株式会社春日営業所

九電テクノシステムズ株式会社

株式会社筑紫商会

アルプス工業株式会社

8月12日

井尻第２取水場場内整備（ス
那珂川市大字別所544-1
ロープ設置）工事

¥1,200,000

¥1,420,000

（設定なし） 有限会社真鍋建設

有限会社白石建設

有限会社木下土木

シティプラン株式会社

株式会社渡辺土木

株式会社成世建設
有限会社真鍋建設

国道385号線道路改良工事に
8月19日 伴う配水管布設替工事（別所 那珂川市大字別所地内
第3工区）

埋金浄水場場外系テレメータ 埋金浄水場、埋金配水池、井尻第1取水
8月26日
更新工事
場

¥20,000,000

¥5,300,000

¥22,480,000

¥5,599,000

¥16,776,000 株式会社筑紫商会

（設定なし） 隔測計装株式会社

有限会社太成興業

株式会社トキワ設備春日営業所

中央設備株式会社

株式会社丸藤産業

株式会社中原工務店春日営業所

有限会社開衛設備

株式会社吉竹設備工業

株式会社筑紫商会

三交電気工事株式会社

西日本オートメーション株式会社

隔測計装株式会社

株式会社福博電興

第一制電機株式会社
テクノシステム株式会社

9月2日 春日貯水池護岸補修工事

ちくし台3丁目地内

¥5,200,000

¥5,384,000

¥4,133,000 山近工業株式会社

山近工業株式会社

小倉建設株式会社

株式会社𠮷山建設

株式会社龍建設工業

アビル工業株式会社

有限会社宮原商店

有限会社石場建設

9月16日

原町浄水場水質計器更新工
春日市原町2丁目30番地2
事

¥16,600,000

¥20,700,000

（設定なし） 株式会社旺計社福岡支店

株式会社トーケミ西部支店

西日本オートメーション株式会社

株式会社横手技研

東京計器株式会社北九州営業所

株式会社エヌケーエス
株式会社旺計社福岡支店

那珂川宇美線（下白水西）街
春日市下白水北7丁目及び下白水南7丁
9月16日 路事業に伴う配水管布設工
目地内
事（第3工区）

-

-

-

流会

有限会社太成興業

株式会社三愛建設工業那珂川営業所

株式会社中原工務店春日営業所

有限会社開衛設備

株式会社吉竹設備工業

株式会社藤野組

株式会社トキワ設備春日営業所

新幹線トンネル湧水（上梶原）
9月30日 取水に伴う堰及び水路等整 那珂川市仲4丁目地内
備工事（第7-3工区）

¥9,080,000

¥10,240,000

¥7,876,000 株式会社畑中土木

有限会社白石建設

有限会社木下土木

シティプラン株式会社

株式会社畑中土木

株式会社成世建設

株式会社渡辺土木

株式会社ティシーエー

有限会社三苫建設

株式会社三起工
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入札日

入札件名

場所

埋金浄水場操作室空調機更
9月30日
那珂川市埋金815-1 埋金浄水場内
新工事

落札金額

¥2,340,000

予定価格

¥2,978,000

最低制限価格

落札業者

（設定なし） 有限会社瑞穂空調

指名業者
株式会社野村商店

九州ビルサービス株式会社

アユミ電業株式会社

株式会社西日本空調システム

有限会社瑞穂空調

株式会社ミズホ技研

有限会社青木工業

西畑川取水に伴う堰及び水
10月21日 路改修工事（別所地区第5工 那珂川市大字別所地内
区）

¥16,300,000

¥18,402,000

¥14,335,000 有限会社三苫建設

シティプラン株式会社

株式会社𠮷山建設

株式会社龍建設工業

株式会社渡辺土木

株式会社ティシーエー

有限会社三苫建設

小倉建設株式会社

10月21日

春日3丁目地内減圧弁設置工
春日市春日3丁目地内
事

西鉄春日原駅周辺整備事業
10月21日 に伴う配水管布設替工事（第 春日市春日原北町3丁目地内
1工区）

¥21,500,000

¥8,800,000

¥21,940,000

¥9,310,000

¥16,438,000 株式会社三愛建設工業那珂川営業所

¥6,801,000 株式会社藤野組

有限会社太成興業

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

水研工業株式会社

株式会社共和設備工業

株式会社カワキタ

株式会社吉竹設備工業

株式会社三愛建設工業那珂川営業所

中央設備株式会社

有限会社馬場崎設備

株式会社丸藤産業

株式会社藤野組

古賀設備有限会社
株式会社山本配管工業所

炭焼配水池高圧ケーブル更
10月21日
新工事

那珂川市王塚台3丁目9

¥2,550,000

¥2,960,000

（設定なし） 株式会社浜田

大洋電気株式会社春日営業所

株式会社春崎電気工事那珂川営業所

株式会社浜田

千代田興産株式会社本社営業統括部

第一電建株式会社春日営業所
アルプス工業株式会社
大日機設工業株式会社

10月21日

原町浄水場排水移送ポンプ
及び急速攪拌機更新工事

春日市原町2丁目38-2

¥3,110,000

¥4,530,000

（設定なし） 電協産業株式会社福岡営業所

電協産業株式会社福岡営業所
三伸機設株式会社

株式会社エンジンドック
有限会社イー・シー・エス・エンジニアリン
グ
株式会社共栄機工商会

西部ポンプ機工株式会社

新幹線トンネル湧水（上梶原）
10月28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6-3工区)

¥10,100,000

¥10,942,000

¥8,431,000 株式会社三起工

有限会社白石建設

株式会社成世建設

有限会社石場建設

有限会社木下土木

有限会社宮原商店

株式会社三起工

アビル工業株式会社

11月4日

東隈浄水場9号井取水ポンプ
那珂川市東隈1丁目9-1 東隈浄水場内
更新工事

¥2,750,000

¥3,800,000

（設定なし） 西部ポンプ機工株式会社

株式会社鈴木工業所

箱崎プラント工業株式会社

株式会社アクアエンジニアリング

西部ポンプ機工株式会社

株式会社オカベ工事

株式会社日進開発工業

株式会社エース・ウォーター

11月4日

埋金浄水場3号送水ポンプ・
モーター分解整備工事

那珂川市大字埋金815-1 埋金浄水場

¥3,900,000

¥7,170,000

（設定なし） 蔵田工業株式会社

蔵田工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社ドーワテクノス環境システム営業
部 福岡営業部

末松九機株式会社

株式会社ケイ・エスクラフト工業

エスエスエンジニア株式会社

株式会社ケイ・イー・エス福岡支店

11月4日

王塚台3丁目地内配水管布設
那珂川市王塚台3丁目地内
替工事（第1-1工区）

¥31,900,000

¥32,380,000

¥24,245,000 株式会社共和設備工業

有限会社太成興業

株式会社吉竹設備工業

中央設備株式会社

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

株式会社丸藤産業

株式会社共和設備工業

水研工業株式会社

古賀設備有限会社
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入札日

入札件名

場所

国道385号線道路拡幅工事に
11月4日 伴う導・配水管布設替工事
那珂川市西隈2丁目地内
（西隈第2-1工区）

11月4日

松尾橋架替工事に伴う配水
管布設工事

那珂川市大字別所及び大字山田地内

落札金額

¥17,000,000

¥13,500,000

予定価格

¥18,080,000

¥14,460,000

最低制限価格

落札業者

¥13,441,000 株式会社中原工務店春日営業所

¥10,721,000 株式会社丸藤産業

指名業者
有限会社太成興業

株式会社吉竹設備工業

中央設備株式会社

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

株式会社丸藤産業

株式会社共和設備工業

水研工業株式会社

有限会社太成興業

株式会社吉竹設備工業

中央設備株式会社

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

株式会社丸藤産業

株式会社共和設備工業

水研工業株式会社

古賀設備有限会社

古賀設備有限会社

有限会社ムサシ工業
12月2日

小倉4丁目地内配水管布設工
春日市小倉4丁目地内
事

¥5,500,000

¥5,800,000

¥4,189,000 有限会社ムサシ工業

水研工業株式会社
株式会社カワキタ
有限会社馬場崎設備

12月16日

中原2丁目地内配水管布設替
那珂川市中原2丁目地内
工事及び消火栓移設工事

-

-

-

流会

有限会社太成興業

古賀設備有限会社

中央設備株式会社

株式会社山本配管工業所

株式会社吉竹設備工業
株式会社トキワ設備春日営業所

12月16日 東隈浄水場防水改修工事

1月20日

下代久事川取水に伴う補償
工事（第3､5’地区）

那珂川市東隈1丁目9-1 東隈浄水場内

那珂川市大字市ノ瀬地内

¥9,580,000

¥3,600,000

¥16,580,000

¥3,710,000

（設定なし） 橋口工業株式会社

¥2,883,000 株式会社成世建設

株式会社広田建創

株式会社エムアイタック

橋口工業株式会社

津上産業株式会社福岡支店

有限会社吉田工業

株式会社ハットリ

有限会社同和化工

大光ビルド株式会社

有限会社白石建設

有限会社木下土木

シティプラン株式会社

株式会社渡辺土木

株式会社成世建設
有限会社真鍋建設

王塚台3丁目地内配水管布設
1月20日 替(第1-1､1-2工区)に伴う舗 那珂川市王塚台3丁目地内
装復旧工事

1月20日

埋金浄水場他2ヶ所水位計更
埋金浄水場、埋金配水池、埋金取水場
新工事

¥20,000,000

¥6,000,000

¥23,735,000

¥6,997,000

¥18,514,000 株式会社南協

（設定なし） 隔測計装株式会社

平嶋舗装工業株式会社

堀田建設工業株式会社

進誠工業株式会社

筑前道路工業株式会社

株式会社キュウレキ

浅治建設株式会社

株式会社那珂舗装

株式会社南協

隔測計装株式会社

株式会社福博電興

第一制電機株式会社
西日本オートメーション株式会社
株式会社リオス春日営業所

埋金浄水場排水池連絡管及
1月20日
那珂川足大字埋金815-1 埋金浄水場
び返送管布設工事

¥2,000,000

¥2,360,000

¥1,700,000 株式会社三機産業春日営業所

水研工業株式会社

株式会社山本配管工業所

株式会社カワキタ

有限会社馬場崎設備

古賀設備有限会社
株式会社三機産業春日営業所

技研防水工業有限会社

