
令和元年　12月分 土木

評定点受注者名行政区工事名

寺内三丁目他配水管布設替工事 門司区 （有）新門司建設 72.6

小森江系φ７００送水管布設（推進）工事（３０－１） 門司区 ダイコウ・東栄共同企業体 75.8

大里公園（門司競輪場跡地）整備工事 門司区 戸畑土建工業（株） 75.8

門司行橋線（大字吉志）舗装補修工事 門司区 勝山建設工業（株） 75.8

松原二丁目地内他管渠更生工事 門司区 藤木建設（株） 75.6

門司総合特別支援学校法面災害復旧工事 門司区 和田建設（株） 75.6

松ヶ江貯水池法面復旧工事 門司区 （有）三高産業 68.2

小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキ（Ａ橋）改修工事 小倉北区 橋本防蝕（株） 77.6

若富士町１号線他（若富士町交差点）交差点改良工事（３０－３） 小倉北区 松尾興産（株） 75.0

長浜町地内雨水管渠築造工事 小倉北区 （有）ショーケン 71.8

白銀二丁目他配水管布設替工事 小倉北区 （株）拓秀建設 77.6

県道城野砂津線他歩道バリアフリー化整備工事（３０－１） 小倉北区 （有）寺﨑組 77.8

日明浄化センター曝気槽他（その１）覆蓋改築工事 小倉北区 関門エンジニアリング（有） 79.4

井堀2号線歩道バリアフリー化整備工事 小倉北区 （有）エイ商工 65.6

西港町配水管布設替工事（その４） 小倉北区 （株）丸善設備 72.8

下曽根三丁目地内人孔蓋取替工事 小倉南区 （株）エース建設 72.0

溝尻川河川災害復旧工事（１－２） 小倉南区 泉建設（株） 77.8

貫山線他林道（その２）災害復旧工事 小倉南区 三友建設工業（株） 75.4

大字安屋配水管布設替工事（その２） 若松区 （有）平田建設 72.6

響灘南１１号道路中央分離帯防草対策工事（３１） 若松区 （株）竹之下 71.2

片山三丁目地内管渠更生工事 若松区 （株）松栄建設 72.6
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赤崎町地内他管渠更生工事 若松区 英建設（株） 71.2

大字蜑住配水管布設工事 若松区 （株）山伸開発 71.0

乙丸２号線他舗装補修工事 若松区 藤岡建設（株） 72.2

改修響灘西防波堤（消波ブロック製作）工事（３１） 若松区 （株）ブイメンテ 71.8

鴨生田三丁目他配水管布設替工事 若松区 瀬戸内土木工業（有） 71.2

祇園一丁目配水管布設替工事 八幡東区 （株）木下設備 74.6

槻田二丁目地内他管渠更生工事 八幡東区 関門エンジニアリング（有） 78.2

山路松尾町３号線道路改良工事（３０－１） 八幡東区 （株）Ｋ・Ｋ 75.2

中尾三丁目配水管布設替工事 八幡東区 （株）大弥 72.4

戸畑枝光線（牧山枝光間）地盤改良工事（３１－３） 八幡東区 ヤナギ建設（株） 66.8

祇園二丁目他配水管布設替工事 八幡東区 総合建設業杉本組 76.2

夕原公園整備工事 八幡西区 （株）白翠園 66.6

一般国道２１１号（第１工区）法面整備工事（３０－４） 八幡西区 九州防災メンテナンス（株） 66.8

笹田地内（その１）管渠築造工事 八幡西区 （有）月守組 74.4

東石坂町畑町１号線歩道改築工事（Ｃ工区） 八幡西区 山兼工業（有） 72.6

鷹の巣二丁目地内他管渠更生工事 八幡西区 東栄建設（株） 74.2

市道元城町京良城町１号線道路災害復旧工事 八幡西区 （株）沖村総合建設 71.4

本城東五丁目地内下水道用管理道路整備工事 八幡西区 瀬戸口工務店 77.0

楠橋楠北１号線函渠設置工事（３０－６） 八幡西区 東洋建設工業（株） 76.4

友田三丁目配水管布設替工事 八幡西区 瀬戸口工務店 74.0

別所町配水管布設替工事 八幡西区 河建工業（株） 74.2

上上津役二丁目他配水管布設替工事（１工区） 八幡西区 大林建設（株） 72.2

日明渡船場線（中原工区）道路改築工事（３０－８） 戸畑区 （株）エース建設 76.9

旧安川邸北側庭園整備工事 戸畑区 （株）九州緑化建設 80.6

戸畑枝光線（牧山枝光間）舗装新設工事（３１－１０） 戸畑区 （有）ナップ長野舗装 74.6

二西一丁目配水管布設替工事 市外 （有）広岡建設工業 73.2
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令和元年　12月分 建築

令和元年　12月分 電気

八幡西消防署移転新築電気工事 八幡西区 （株）新栄 78.8

日明工場ＩＴＶ電気計装設備更新工事 小倉北区 ニシム電子工業（株）　北九州支店 72.6

本城浄水場監視制御設備改良電気計装工事 八幡西区
（株）エース・ウォーター　北九州営業
所

71.4

工事名 行政区 受注者名 評定点

大谷中学校外壁改修工事（Ｈ３１） 戸畑区 岡村塗装（株） 68.0

一枝小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 戸畑区 清新産業（株） 72.0

中尾小学校屋上防水改修工事（Ｒ元） 八幡西区 （有）水時防水工業 69.0

八幡西消防署移転新築工事 八幡西区 （株）瀬口組 81.2

折尾西小学校外壁改修工事（Ｈ３１） 八幡西区 （株）ユービック 66.0

浅川中学校ブロック塀等安全対策工事 八幡西区 松本建設 71.6

高須ポンプ場電動シャッター改修工事 若松区 （株）イシザカ工業 71.4

栄町団地３号棟他７棟市営住宅解体工事 八幡西区 （有）山栄工業 68.4

沼中学校外壁改修工事（Ｈ３１） 小倉南区 （株）フジサキ 62.6

企救中学校外壁改修工事（Ｈ３１） 小倉南区 梶原塗装（株） 70.8

泉台なかよしクラブ新築工事 小倉北区 （株）小林組 77.8

湯川児童クラブ新築工事 小倉南区 （有）一宮工務店 72.0

緑丘中学校外壁改修工事（Ｈ３１） 門司区 松尾塗装（株） 60.4

足原小学校他２校ブロック塀等安全対策工事 小倉北区 ｋｔひびき（有） 70.8

工事名 行政区 受注者名 評定点
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令和元年　12月分 機械

穴生浄水場ろ過池表洗流量調節弁他更新工事 八幡西区 （株）猪熊工業所 74.8

八幡西消防署移転新築空調工事 八幡西区 （株）葵設備工業 74.4

泉台なかよしクラブ新築機械工事 小倉北区 大生産業（株） 74.8

皇后崎工場2号炉燃焼室ボイラー水管修繕工事 八幡西区 （株）タクマ九州支店 74.0

日明工場剪断式破砕機整備工事 小倉北区 （株）モリタ環境テック西日本営業部 70.0

日明工場蒸気タービン加減弁整備工事 小倉北区
三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）九州支店

76.2

工事名 行政区 受注者名 評定点
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