
令和２年　１月分 土木

下曽根三丁目配水管布設替工事 小倉南区 （株）エース建設 74.2

廃棄物響灘東（西）護岸工事（３０） 若松区 （株）池間組 84.5

国道３２２号（小森工区）舗装補修工事 小倉南区 勝山建設工業（株） 73.6

国道３２２号（呼野工区）舗装補修工事 小倉南区 河建工業（株） 73.2

大畠一丁目他配水管布設替工事 小倉北区 （株）Ｋ・サトウ 76.2

井堀一丁目地内（その１）管渠更生工事 小倉北区 共和土木（株） 72.4

南丘三丁目地内管渠更生工事 小倉北区 （有）協成建設工業 74.6

寿山町他配水管布設替工事（その２） 小倉北区 （株）古島 72.8

熊谷二丁目地内管渠更生工事 小倉北区 エスエム環境開発（株） 72.2

熊谷三丁目地内管渠更生工事 小倉北区 （有）松本建設工業 72.0

末広一丁目地内汚水管渠築造工事 小倉北区 （有）心明土木 73.0

新高田一丁目他配水管布設替工事 小倉北区 （有）新門司建設 79.3

大字吉志地内管渠更生工事 門司区 （有）唐和建設工業 71.2

大里柳小学校法面災害復旧工事 門司区 （株）邑本興産 73.6

別院配水管布設替工事 門司区 （有）平田建設工業 73.4

柳町２５号線道路改築工事 門司区 （株）月形 73.8

大里戸ノ上二丁目他配水管布設替工事 門司区 衛藤住建 70.2

上二十町他配水管布設替工事 門司区 （有）大福水道 79.3

恒見町地内他管渠更生工事 門司区 徳川建設（株） 73.2

新門司北地区載荷盛土工事（３１） 門司区 埠頭環境建設（有） 72.8

評定点受注者名行政区工事名

新門司泊地（－８．０ｍ）浚渫工事（３１） 門司区 （株）恒見海業 74.6

工事成績評定結果（１月）

　　　　技術監理局　検査課



天神一丁目配水管布設替工事 戸畑区 （株）大興設備工業 70.8

水巻町梅ノ木団地配水管布設替工事 市外 （有）吉一建設 72.8

日明渡船場線（中原工区）道路改築工事（３１－１） 戸畑区 朝日工業 70.6

新池一丁目地内（その２）管渠更生工事 戸畑区 （株）環境施設 73.6

中央町穴生線（青山工区）道路改築工事（３１－１） 八幡西区 中建設（株） 75.2

幸神２３号線道路改築工事 八幡西区 （有）ヨシアキ建設 71.8

萩原二丁目配水管布設替工事 八幡西区 （株）エース建設 72.0

屋敷二丁目地内他分水人孔改良工事 八幡西区 （株）木下組 76.4

穴生浄水場急速ろ過池耐震化工事 八幡西区 （株）大和総合建設 76.8

日吉台光明線道路改築工事（１－１） 八幡西区 （株）梅村組 78.4

筒井町６号線他舗装補修工事 八幡西区 （株）宮本舗道工業 75.4

中間引野線他舗装補修工事 八幡西区 川越建設（株） 74.0

馬場山緑他配水管布設替工事 八幡西区 （株）河村組 74.0

光貞台１号線歩道バリアフリー化整備工事 八幡西区 （株）東洋建設 64.4

八幡戸畑線舗装補修工事 八幡東区 川口建設（株） 76.6

小倉中間線（八幡西区）舗装補修工事 八幡西区 （株）早川建設 70.6

大字安屋配水管布設替工事 若松区 （株）志道工務店 72.8

竹下町配水管布設替工事 八幡東区 （株）瀬登 72.0

廃棄物響灘東（西）護岸工事（３０－４） 若松区 （株）白海 80.5

響灘地区道路中央分離帯防草対策工事（３１） 若松区 （有）山竜組 71.8

廃棄物響灘東（西）護岸工事（３０－２） 若松区 九州総合建設（株） 82.3

廃棄物響灘東（西）護岸工事（３０－３） 若松区 川本建設工業（株） 84.7
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令和２年　１月分 建築

工事名 行政区 受注者名 評定点

馬寄団地２２号棟市営住宅耐震改修工事 門司区 （株）清水建築工業 80.7

霧丘小学校屋上防水改修工事（Ｒ元） 小倉北区 津上産業（株） 66.0

市立文学館トイレ改修工事 小倉北区 江田建設（株） 65.0

三郎丸小学校屋内運動場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉北区 （有）神渡塗装 75.2

白銀中学校屋内運動場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉北区 山内吹付（有） 67.6

貴船小学校他２校ブロック塀等安全対策工事 小倉北区 （有）テラ 64.4

ときわ台団地１号棟市営住宅耐震改修工事 小倉北区 （株）安永組 81.2

小倉南消防団第１４分団本部新築工事 小倉南区 福嶋建設（株） 70.0

小倉総合特別支援学校改修工事（第１期） 小倉南区 （株）安井組 80.2

葛原東第二団地１号棟他２棟市営住宅解体工事 小倉南区 坂本興業 65.0

鴨生田小学校他４校ブロック塀等安全対策工事 若松区 安全工業（株） 63.6

楠橋ポンプ場シャッター・窓ガラス改修工事 八幡西区 九豊建設（株） 72.8

香月小学校他２校ブロック塀等安全対策工事 八幡西区 エヌ・ディ・ケイ（株） 67.8

引野小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 八幡西区 九州道路器材（株） 67.2

あいおい少年支援室屋上及び外壁改修工事 八幡西区 ビルドリペア技研工業（株） 75.4

城山緑地アーチェリー場新築工事 八幡西区 原口建設（株） 79.6

伊佐座取水場活性炭注入棟長寿命化工事 市外 （有）能間塗装店 71.4
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令和２年　１月分 電気

令和２年　１月分 機械

工事名 行政区 受注者名 評定点

太刀浦トンネル照明ＬＥＤ化工事（第１期） 門司区 （有）木村電設工業 81.0

鹿喰トンネル他（新門司港大里線）トンネル照明ＬＥＤ化工事 門司区 （株）大光電機製作所 79.0

小森江ポンプ場非常用発電設備他更新電気計装工事 門司区
（株）エース・ウォーター　北九州営業
所

77.8

北九州芸術劇場小劇場調光操作卓更新工事 小倉北区 丸茂電機（株）　福岡営業所 74.6

日明工場中央監視制御装置ＯＩＳ電気計装設備更新工事 小倉北区
東芝インフラシステムズ（株）　九州支
社

71.8

小倉総合特別支援学校改修電気工事（第１期） 小倉南区 （株）ふちわき 85.8

畑浄水場活性炭棟受変電設備更新電気計装工事 八幡西区 （株）菅原 74.2

工事名 行政区 受注者名 評定点

新町浄化センター２号汚泥脱水機定期修繕工事 門司区 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 63.0

小倉総合特別支援学校改修機械工事（第１期） 小倉南区 山和（株） 66.4

八幡西消防署移転新築機械工事 八幡西区 サクラ工業（株） 68.6

則松ポンプ場４号雨水ポンプエンジン定期修繕工事 八幡西区
ヤンマーエネルギーシステム（株）北
九州サポートセンター

66.8

皇后崎工場Ｎo.１養生コンベヤ修繕工事 八幡西区 成和工業（有） 68.2

ウェルとばた吸収式冷温水発生機整備工事 戸畑区 パナソニック産機システムズ（株） 63.8
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