
令和２年　２月分 土木

井堀一丁目地内他（その２）管渠更生工事 小倉北区 （株）冨倉 69.6

南丘一丁目地内管渠更生工事 小倉北区 木下建設 74.2

西港町配水管布設替工事（その１） 小倉北区 （有）大膳建設 75.8

末広一丁目地内雨水（その２）管渠築造工事 小倉北区 （株）古島 72.0

国道199号（西港町）舗装補修工事 小倉北区 （有）北九道路 70.8

京町三丁目他配水管布設替工事 小倉北区 （有）松本建設工業 74.8

神岳歩道１号橋(神岳１号線)橋梁補修工事（１－１） 小倉北区 木村工業（株） 74.4

竪町到津線カラー舗装工事 小倉北区 （有）アリヨシ建設 73.2

金鶏町地内他管渠更生工事 小倉北区 木下建設 71.4

永添川雨水幹線（その４）管渠築造工事 小倉北区 以和貴商事（株） 70.8

国道199号（末広工区）舗装補修工事 小倉北区 共和土木（株） 71.0

曽根鞘ヶ谷線舗装補修工事 小倉北区 豊栄建設（資） 71.0

（豪）相割川第二支流護岸改修工事 門司区 藤田組 70.2

新門司北地区地盤改良工事（３１） 門司区 大和海工（株） 77.0

須賀町新町主要幹線管渠更生工事 門司区 （株）共伸建設 78.6

海岸（高潮）新門司北護岸（消波ブロック製作）工事（３１） 門司区 大和海工（株） 74.2

大字吉志配水管布設替工事（１－１） 門司区 大島建設（株） 75.8

海岸（高潮）新門司北護岸（消波ブロック製作）工事（３１－２） 門司区 （有）間宮組 71.6

海岸（高潮）白野江護岸工事（３０－３） 門司区 ニッスイマリン工業（株） 74.8

太刀浦コンテナターミナル舗装工事（３１－２） 門司区 飯銅建設（株） 60.0

評定点受注者名行政区工事名

吉志一丁目地内他管渠更生工事 門司区 西部建設工業（株） 75.3

工事成績評定結果（２月）

　　　　技術監理局　検査課



北九州市工業用水道配水管布設替工事（１－１工区） 八幡西区 （株）神興 75.2

泉ケ浦二丁目配水管布設替工事 八幡西区 ビーエル 73.6

則松七丁目他配水管布設替工事 八幡西区 豊栄建設（資） 73.2

浅川台一丁目配水管布設替工事 八幡西区 （有）九州設備工業所 73.6

香月５号線舗装補修工事 八幡西区 （株）八幡道路 73.8

新折尾トンネル下り（国道１９９号）補修工事（１－１） 八幡西区 山兼工業（有） 76.6

泉ケ浦一丁目他配水管布設替工事 八幡西区 （株）大弥 71.0

戸畑枝光線（牧山枝光間）地盤改良工事（３１－８） 八幡東区 山本・西日本共同企業体 81.0

穴生四丁目地内他管渠更生工事 八幡西区 （株）東洋建設 76.0

枝光日の出１号線舗装補修工事 八幡東区 三共建設（株） 74.2

茶屋町公園整備工事 八幡東区 阿部緑花（株） 75.4

改修（統合）奥洞海航路浚渫工事（３１） 若松区 （株）若港 76.0

廃棄物響灘東護岸（消波ブロック製作）工事（３１） 若松区 （有）若松海事 70.8

旧畠田浄水場～頓田合流井導水管布設替（推進）工事（２９－１工
区）

若松区 岡部・山本共同企業体 82.1

廃棄物響灘東護岸（ケーソン製作）工事（３１） 若松区 五幸（株） 74.8

湯川新町四丁目他配水管布設替工事 小倉南区 （株）河村組 77.6

東二島四丁目配水管布設替工事 若松区 （有）広岡建設工業 71.0

須磨園南原曽根線（朽網東三丁目）道路改築工事 小倉南区 （有）広強建設 73.8

恒見朽網線（曽根新田工区）道路改良工事（１－１０） 小倉南区 瀬戸内土木工業（有） 73.8

恒見朽網線（曽根新田工区）管渠築造工事（３１－１） 小倉南区 （株）拓秀建設 77.4

飛行場南線（中曽根工区）橋梁上部工工事（３０－１） 小倉南区 （株）ピーエス三菱 80.9

原町金田１号線自転車通行帯設置工事 小倉北区 （有）双葉産業 73.2

曽根豊岡緑地基盤整備工事（３０－２） 小倉南区 河建工業（株） 76.3

国道３号舗装補修工事(1-1) 小倉北区 （株）タステック 74.2

小倉駅新幹線口駅前広場ライトアップ照明架台設置工事（１－２） 小倉北区 （有）ＮＫウォーター・テック 72.0

　　　　技術監理局　検査課



椎ノ木町配水管布設替工事 戸畑区 （有）石母田電業社 75.4

天籟寺１号線自転車通行帯設置工事 戸畑区 （株）永津建設 69.6

境川護岸工事（１－１） 戸畑区 （有）サンセイ技建 81.1

東鞘ヶ谷町３号線擁壁補修工事 戸畑区 （株）松原組 73.2

汐井町牧山海岸線（牧山橋）上部工工事（３０－１） 戸畑区 （株）安部工務店 75.0

牧山四丁目配水管布設替工事 戸畑区 （株）永津建設 77.6

県道下到津戸畑線舗装補修工事 戸畑区 三共建設（株） 76.4

新池一丁目地内（その３）管渠更生工事 戸畑区 英建設（株） 75.8

日明渡船場線（中原工区）舗装工事（３１－３） 戸畑区 （株）高信産業 73.2

戸畑枝光線（牧山枝光間）排水施設等整備工事（３１－２） 戸畑区 （株）新日建 73.4

上津役公園広場整備工事 八幡西区 岡﨑建工（株） 74.8

千代ケ崎一丁目他配水管布設替工事 八幡西区 （有）本屋敷建設 77.0

中間引野線災害防除工事 八幡西区 シーユーシー（株） 74.6

大字笹田配水管布設替工事 八幡西区 （株）オオタニ 70.8

畑浄水場受変電設備管路設置工事 八幡西区 有田建設（株） 76.2

穴生６０号線歩道バリアフリー化整備工事 八幡西区 山口建設工業（株） 78.1

藤原三丁目地内（その２）管渠更生工事 八幡西区 中村建設（有） 72.6

　　　　技術監理局　検査課



令和２年　２月分 建築

工事名 行政区 受注者名 評定点

白野江ポンプ場ポンプ棟外壁改修及び屋上防水改修工事 門司区 （株）メイケン九州 67.8

藤松小学校屋内運動場外壁改修工事（Ｒ元） 門司区 山内吹付（有） 71.6

小森江東小学校他２校ブロック塀等安全対策工事 門司区 （株）寿陽建設 75.4

南丘北方団地１１号棟市営住宅外壁等改修工事 小倉北区 （株）佐藤建設 61.2

旦過交番仮移転新築工事 小倉北区 （株）友澤工業 71.6

篠崎中学校ブロック塀等安全対策工事 小倉北区
ミカドコーポレーション（株）　北九州支
店

67.2

霧丘小学校外壁改修工事（Ｒ元） 小倉北区 片島塗装（株） 73.8

南小倉中学校大規模改修工事（屋内運動場） 小倉北区 福嶋建設（株） 73.4

泉台市民センター大規模改修工事 小倉北区 大和黄金建設（株） 74.6

志徳中学校金木工・武道場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 新生塗装（株） 73.8

曽根小学校屋上防水改修工事（Ｒ元） 小倉南区 （株）カヤ工業 67.6

吉田中学校柔剣道場他２棟外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 徳田塗装 67.2

広徳中学校金木工・武道場他外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 （有）新興防水 72.2

新道寺第二団地１号棟他２棟市営住宅解体工事 小倉南区 光進工業（株） 69.8

横代小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 小倉南区 （有）三協施設 70.0

守恒小学校屋内運動場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 （株）工材社 69.0

城野小学校屋内運動場棟他外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 山中塗装 68.4

小倉南特別支援学校屋内運動場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 （株）ユービック 70.4

（仮称）貫団地第１工区市営住宅建設工事 小倉南区 （株）安井組 81.8

若松中央小学校屋内運動場他外壁改修工事（Ｒ元） 若松区 （有）ケイエス工業 74.0

江川小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 若松区 植竹工業（株） 72.8

本町団地５号棟市営住宅解体工事 八幡東区 （株）山本建工 72.2

八幡西勤労青少年ホーム改修工事 八幡西区 （株）エムズ・フロンティア 66.4

上津役小学校外壁改修工事（第２期） 八幡西区 永山塗装（株） 79.7
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令和２年　２月分 電気

医生丘小学校他１校ブロック塀等安全対策工事 八幡西区 大正道路産業（株） 68.8

中尾小学校外壁改修工事（Ｒ元） 八幡西区 大石塗装（株） 73.8

則松小学校外壁改修工事（第２期） 八幡西区 檜塗工店 70.6

八枝小学校屋内運動場外壁改修工事（Ｒ元） 八幡西区 （株）エスケイテクノ 68.8

山ノ岬ポンプ場長寿命化工事 八幡西区 （株）イシザカ工業 69.6

工事名 行政区 受注者名 評定点

泉台市民センター大規模改修電気工事 門司区 伊藤電機（株） 80.0

北九州芸術劇場大ホール舞台機構シーケンサ装置更新工事 小倉北区 三精テクノロジーズ（株）　九州営業所 70.0

小倉駅南北公共通路高天井改修電気工事（３０－１） 小倉北区 （有）富士見電設 76.6

砂津長浜線信号機移設工事（３１－３） 小倉北区 九昭電設工業（株） 71.0

本庁舎受変電設備改修工事（第２期） 小倉北区
東芝インフラシステムズ（株）　九州支
社

71.4

男女共同参画センター舞台機構修繕工事 小倉北区 三精テクノロジーズ（株）　九州営業所 70.2

アルモニーサンク防災監視盤他更新工事 小倉北区 ホーチキ（株）　九州支社 71.2

小倉駅新幹線口駅前広場ライトアップ照明設備電気工事（１－１） 小倉北区 （株）三協電気 80.6

一般国道２１１号（第１工区）道路照明灯設置工事（１－２） 小倉南区 北州電建（株） 74.6

（仮称）貫団地第１工区市営住宅電気工事 小倉南区 （株）谷口通信社 76.4

八幡駅前広場照明灯設置工事（３１－１） 八幡東区 徳永電設（株） 77.8

八幡西勤労青少年ホーム改修電気工事 八幡西区 小川電気（株） 76.4

野面団地第２工区市営住宅電気工事 八幡西区 （有）今吉電設 82.6

　　　　技術監理局　検査課



令和２年　２月分 機械

工事名 行政区 受注者名 評定点

戸ノ上中学校他２校特別教室空調設備設置工事 門司区 （有）片多設備 82.4

北九州メディアドームパッケージエアコン改修工事（第２期） 小倉北区 エビス（株） 80.4

市立医療センターユニットコントローラー改修電気計装工事（２期） 小倉北区 千代田計装（株） 69.8

泉台市民センター大規模改修機械工事 小倉北区 大生産業（株） 81.4

（仮称）貫団地第１工区市営住宅機械工事 小倉南区 （株）九十九空調 69.8

皇后崎工場１系ダスト処理設備更新工事 八幡西区 エスアイ技研（株） 68.8

令和元年度黒崎コムシティ前昇降機修繕工事 八幡西区 （株）日立ビルシステム西日本支社 73.2

野面団地第２工区市営住宅機械工事 八幡西区 （株）丸善設備 77.4

本城ポンプ場Ｎｏ．１汚水流入ゲート修繕工事 八幡西区 関西工業（有） 76.8

藤田ポンプ場沈砂コルゲートサイドコンベア他修繕工事 八幡西区 関西工業（有） 71.6

＜連絡先＞
技術監理局 検査課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話：093-582-2038 FAX：093-592-069

　　　　技術監理局　検査課


