
令和２年　３月分 土木

相割川護岸工事（１－６） 門司区 （株）丸徳工業 80.3

相割川護岸工事（１－７） 門司区 （有）松本土木 77.6

改修（統合）第一太刀浦橋改良工事（３１） 門司区 西港建設工業（株） 71.7

寺内二丁目地内管渠更生工事 門司区 大昇建設（株） 72.2

評定点受注者名行政区工事名

小森江ポンプ場非常用発電設備整備土木工事 門司区 衛藤住建 73.8

和布刈公園落石防護柵設置工事 門司区 日本乾溜工業（株） 73.2

柄杓田トンネル(柄杓田伊川１号線)トンネル補修工事（１－１） 門司区 （有）創新建設 74.4

和布刈公園潮風広場横落石防護柵設置工事 門司区 （株）ニチボー 75.2

小森江子供のもり公園法面災害復旧工事 門司区 （有）三高産業 76.6

新門司北６～９号岸壁障壁設置工事（３１） 門司区 大東産業（株） 73.2

柄杓田伊川１号線（新門司北一丁目）舗装補修工事（その２） 門司区 共和土木（株） 75.2

東門司二丁目地内管渠更生工事 門司区 西部建設工業（株） 76.5

西新町下二十町１号線（東新町一丁目ほか）舗装補修工事 門司区 （有）北九道路 77.2

相割川護岸工事（１－１） 門司区 （有）ショー喜 74.4

大字畑配水管布設替工事 門司区 （有）新門司建設 72.8

新門司北11号岸壁付帯施設工事（３１） 門司区 吉浦興産（株） 75.2

海岸（高潮）白野江護岸工事（３１） 門司区 （株）若港 70.8

保育所用地（門司区不老町）法面災害復旧工事 門司区 （株）日本テクノ 76.4

東門司二丁目配水管布設替工事 門司区 花山建設（株） 73.6

大里桃山町他配水管布設替工事 門司区 （株）瀬登 74.8

工事成績評定結果（３月）

　　　　技術監理局　検査課



春日町黒川１号線他橋梁補修工事 門司区 衛藤住建 69.6

柳町２２号線薄層カラー舗装工事 門司区 日本エスエム（株） 72.0

新門司北地区雨水管渠築造工事（３１） 門司区 児玉建設（株） 70.8

下富野三丁目配水管布設替工事 小倉北区 河内冷機（株） 72.2

清水下到津１号線自転車通行帯設置工事 小倉北区 （有）テラ 73.0

相割川護岸工事（１－２） 門司区 川合建設 68.4

（仮称）平和資料館周辺整備工事 小倉北区 （有）医生ヶ丘産業 74.6

新門司北三丁目配水管布設工事 門司区 （有）太真建設 75.8

相割川護岸工事（１－５） 門司区 久一建設（株） 78.3

山田緑地デッキ改修工事 小倉北区 （有）豊川建設 75.4

黄金片野１号線（片野）舗装補修工事 小倉北区 日進道路建設（有） 72.0

国道１９９号（日明工区）舗装補修工事 小倉北区 日進舗道（株） 74.4

大手町ポンプ場場内整備工事 小倉北区 （有）ヤマウ興産 71.2

片野二丁目配水管布設替工事 小倉北区 （株）古島 71.0

三萩野一丁目配水管布設替工事 小倉北区 （株）ニック 72.6

堺町公園整備工事 小倉北区 （有）協同造園土木 78.4

長浜町配水管布設替工事（その２） 小倉北区 瀬戸内土木工業（有） 70.8

北九州市民球場内野Ｓ指定席改修工事 小倉北区 （株）西日本緑化 73.2

竪町一丁目地内雨水管渠築造工事 小倉北区 （株）大幸組 83.1

国道１９９号（中井）自転車通行帯整備工事 小倉北区 （株）関門船舶軌構 71.6

長浜町配水管布設替工事（その１） 小倉北区 （株）北九州興業 74.6

吉野町６号線他交通安全施設整備工事 小倉北区 日本エスエム（株） 70.4

西港町６号線舗装補修工事 小倉北区 （株）タステック 74.2

大木橋（長行田町線）橋梁補修工事（１－１） 小倉北区 木下土木 74.4

城内木町１号線舗装補修工事 小倉北区 勝山建設工業（株） 74.8
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到津の森公園外壁改修工事 小倉北区 （株）門司造園 75.4

板櫃川河道掘削工事（１－１） 小倉北区 神野建設（株） 77.8

国道１９９号（日明）自転車通行帯整備工事 小倉北区 （有）富士建設 71.0

砂津大橋（一般国道１９９号）支承補修工事（３０－１） 小倉北区 松田建設工業（株） 84.9

紫川（ＭＭ区間）河道掘削工事（１－１） 小倉北区 （株）白海 83.7

西港町１号線舗装補修工事 小倉北区 門司舗材工業（株） 71.2

砂津川護岸工事（１－１） 小倉北区 藤木建設（株） 69.8

篠崎25号線法面補強工事 小倉北区 （株）Ｋ・Ｋ 71.8

西港町地内（その２）管渠更生工事 小倉北区 戸畑土建工業（株） 82.4

西港町配水管布設替工事（その２） 小倉北区 西部建設工業（株） 75.0

新高田二丁目地内雨水調整池築造工事 小倉北区 川本建設工業（株） 83.7

国道１９９号（西港町）舗装補修工事（１－１） 小倉北区 門司舗材工業（株） 74.2

中井井堀１号線自転車通行帯設置工事 小倉北区 ミカドコーポレーション（株） 71.6

一般国道１９９号（砂津バイパス）道路改築工事（３０－８） 小倉北区 木下土木 76.2

狸川他災害復旧工事 小倉南区 和田建設（株） 74.2

都市モノレール小倉線鋼桁他補修工事（３１－１） 小倉南区 （株）鬼丸塗装 76.4

境川護岸工事（１－２） 小倉北区 山兼工業（有） 81.1

恒見朽網線（曽根新田工区）管渠築造工事（３１－２） 小倉南区 （有）協成建設工業 82.2

砂津長浜線道路改良工事（２７－１） 小倉北区 岡本･大膳JV 85.8

紫川（ＭＭ区間）管理道整備工事（１－３） 小倉北区 （株）環境造園 70.8

曽根新田南二丁目配水管布設替工事 小倉南区 松尾興産（株） 72.8

恒見朽網線（曽根新田工区）管渠築造工事（１－３） 小倉南区 （株）ダイコウ技建 81.1

大野川護岸工事（１－１） 小倉南区 （有）柴建設 74.4

須磨園南原曽根線（朽網西）道路改築工事 小倉南区 （有）平田建設工業 72.6

飛行場南線（中曽根工区）道路改築工事（３１－２） 小倉南区 （有）太真建設 69.8

　　　　技術監理局　検査課



津田新町三丁目他配水管（井手浦系φ６００）布設工事 小倉南区 （有）杉寿設備 74.8

飛行場南線（中曽根工区）舗装工事（３１－４） 小倉南区 藤岡建設（株） 78.4

井手浦徳力線（新道寺小学校北交差点）道路改良工事（３１－１） 小倉南区 河建工業（株） 71.2

御園橋（県道呼野道原徳吉線）橋梁補修工事（１－１） 小倉南区 紫水建設 74.2

都市モノレール小倉線ＲＣ支柱補修補強工事（３１－５） 小倉南区 （有）大膳建設 81.5

高野四丁目他小口径配水管布設工事 小倉南区 （株）Ｋ・サトウ 72.0

湯川飛行場線自転車通行帯設置工事 小倉南区 （有）ヤマウ興産 73.4

曽根漁港道路②（上部工）整備工事（３１） 小倉南区 岡本土木（株） 83.7

合馬線林道開設工事（１工区） 小倉南区 （株）永建 70.0

湯川東公園整備工事 小倉南区 八野野造園（有） 79.2

恒見朽網線（貫川）橋梁下部工工事（３０－１１） 小倉南区 （株）池間組 78.5

小倉中間線（合馬工区）舗装補修工事 小倉南区 三友建設工業（株） 72.6

津田新町三丁目地内（その１）管渠更生工事 小倉南区 （株）大幸組 74.0

都市モノレール小倉線鋼桁他補修工事（３１－４） 小倉南区 井上ビルド工業（株） 78.8

吉田川河川災害復旧工事（１－１） 小倉南区 髙瀬建設（株） 79.2

曽根豊岡緑地施設整備工事 小倉南区 （株）水野文化園 79.4

新道寺１１０号線災害防除工事 小倉南区 （株）花山組 76.0

恒見朽網線（曽根新田工区）道路改良工事（３１－４） 小倉南区 西部建設工業（株） 81.1

曽根豊岡緑地函渠埋設工事 小倉南区 三友建設工業（株） 77.8

江川護岸工事（１－４） 若松区 （株）山協工務店 77.0

江川護岸工事（１－８） 若松区 （株）園田建設 76.2

国道１９９号（用勺町）舗装補修工事 若松区 藤岡建設（株） 78.2

本町小竹１号線（栄盛川町）舗装補修工事 若松区 （株）早川建設 77.2

西天神町配水管布設替工事 若松区 三幸産業（有） 73.6

大字小竹配水管布設替工事 若松区 （有）広岡建設工業 67.4
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国道４９５号（大字小竹）舗装補修工事 若松区 （株）俵口建設 77.4

高須北二丁目公園整備工事 若松区 （株）オーエヌグループ 74.0

大字安屋配水管布設替工事（その３） 若松区 （有）九州設備工業所 75.6

有毛引野線舗装補修工事 若松区 （株）俵口建設 76.2

青葉台西一丁目公園整備工事 若松区 （有）北匠 76.6

赤崎小学校ブロック塀改修工事 若松区 （株）永津建設 73.8

赤島町地内他管渠更生工事 若松区 （株）岡部組 77.6

江川護岸工事（１－２） 若松区 （有）中澄建設 75.4

大字修多羅配水管布設替工事 若松区 （有）大福水道 79.2

潮入川雨水幹線（その８）管渠築造工事 若松区 （株）さいぶ建設 68.6

畠田２１号線他舗装補修工事 若松区 （有）松浦組 75.6

響灘緑地子どもの遊び場中央部整備工事 若松区 遠藤土木（株） 77.5

桃園公園空洞ブロック改修工事 八幡東区 （有）北九州清香園 72.6

平野二丁目地内他雨水合流改善管渠築造工事 八幡東区 戸畑土建工業（株） 74.8

大鳥居地内（その１）管渠更生工事 若松区 久一建設（株） 70.2

山王四丁目他配水管布設替工事 八幡東区 （有）小川建設工業 72.8

響灘東地区舗装工事（３１） 若松区 川口建設（株） 70.8

山手町藤木１号線他道路改良工事（３０－３） 若松区 （株）エース建設 79.1

春の町五丁目地内（その２）管渠更生工事 八幡東区 柳田工務店 76.2

桃園四丁目他配水管布設替工事 八幡東区 （株）トラス 74.4

祇園原町地内他合流改善付帯工事 八幡東区 （株）ＮＳロードテクノ 76.8

春の町五丁目地内（その１）管渠更生工事 八幡東区 英建設（株） 76.2

戸畑枝光線（牧山枝光間）地盤改良工事（３１－４） 八幡東区 （有）協成建設工業 80.2

清田二丁目配水管布設替工事 八幡東区 （有）石母田電業社 72.0

帆柱公園冒険のもり整備工事 八幡東区 （有）豊西緑地開発 72.4
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堀川町１０号線道路改築工事（３１－１） 八幡西区 （株）トラス 72.0

田町二丁目地内他（その２）管渠更生工事 八幡西区 （有）本屋敷建設 79.0

黒崎跨線橋（本城熊手線）橋梁補修工事（１－１） 八幡西区 門司舗材工業（株） 76.4

日吉台光明線交通安全施設設置工事（１－２） 八幡西区 （有）立栄興業 68.8

城山緑地法面整備工事（Ｒ１） 八幡西区 伸栄建設（株） 71.6

楠橋１２０号線舗装補修工事 八幡西区 （株）松尾組 72.4

皇后崎公園（北側）健康遊具コーナー整備工事 八幡西区 樋熊造園 68.4

笹尾川（蕪良川１号橋）橋梁工事（３０－１） 八幡西区 （株）松尾組 84.9

小嶺台三丁目地内他（その１）管渠更生工事 八幡西区 鮫島建設（株） 69.0

中須公園防球ネット改修工事 八幡西区 植竹工業（株） 69.0

高見小学校落石防護柵設置工事 八幡東区 九州防災メンテナンス（株） 71.4

祝町小学校法面災害復旧工事 八幡東区 （有）三高産業 70.4

浅川台二丁目配水管布設替工事 八幡西区 （有）プラマー 72.4

楠橋南一丁目配水管布設替工事（2工区） 八幡西区 （有）山竜組 74.0

国道２００号舗装補修工事 八幡西区 （株）俵口建設 73.4

宮の町小熊野１号線舗装補修工事 八幡東区 （株）宮本舗道工業 76.0

祇園２号線側溝整備工事 八幡東区 朝日工業 70.2

中央桃園１号線（桃園交差点）舗装補修工事 八幡東区 川口建設（株） 77.0

高炉台公園法面整備工事（１－１） 八幡東区 （株）Ｋ・Ｋ 71.2

八幡駅前広場改修工事（３１－１） 八幡東区 （株）ミヤビ 76.6

天神町地内雨水合流改善管渠築造工事 八幡東区 宮本建設工業（株） 82.3

上本町一丁目地内雨水（その２）合流改善管渠築造工事 八幡東区 大島建設（株） 77.4

大蔵中学校法面災害復旧工事 八幡東区 武巳建設（株） 75.4

平原横断歩道橋（中央桃園１号線）補修工事 八幡東区 （株）麻生産業 72.4

高炉台公園広場整備工事 八幡東区 阿部緑花（株） 73.8
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城山緑地整備工事 八幡西区 （株）三宮造園土木 77.8

沖台公園整備工事 戸畑区 阿部緑花（株） 74.6

東鞘ヶ谷町初音町幹線（その４）管渠更生工事 戸畑区 （株）神興 65.2

国道１９９号（中原工区）舗装補修工事（その２） 戸畑区 （株）宮本舗道工業 68.2

牧山海岸配水管布設替工事 戸畑区 （株）安部工務店 73.6

上の原横断歩道橋補修工事 八幡西区 昇栄（株） 73.2

熊手２号歩道橋（国道３号）昇降路改修工事（１－１） 八幡西区 （株）末岡工務店 78.4

黒崎一丁目地内他雨水管渠築造工事 八幡西区 （株）ダイコウ技建 83.5

香月中央一丁目他（金水橋）水管橋架設替工事 八幡西区 （株）大和総合建設 77.0

笹尾川護岸工事（１－２） 八幡西区 （有）月守組 77.6

千代ヶ崎１号線歩道バリアフリー化整備工事（４工区） 八幡西区 （有）吉田護建設 71.6

本城浄水場～穴生浄水場導水管φ１０００布設替工事 八幡西区 小西建設工業（株） 78.0

黒畑小学校法面災害復旧工事 八幡西区 （株）マキノグリーン 74.8

楠橋楠北１号線橋梁下部工工事（１－２） 八幡西区 （株）河村組 78.8

楠橋楠北１号線道路改良工事（１－３） 八幡西区 （株）エース建設 77.2

日吉横断歩道橋階段部防護柵設置工事（１－１） 八幡西区 エヌ・ディ・ケイ（株） 73.2

日吉台５０号線舗装補修工事 八幡西区 （株）八幡道路 73.2

中央町穴生線（青山工区）擁壁工工事（３０－２） 八幡西区 （株）宮崎組 77.8

光明大浦１号線自転車通行帯整備工事 八幡西区 （株）山伸開発 74.6

本城東５７号線自転車通行帯整備工事 八幡西区 黒崎総合建設（有） 74.8

真名子１０号線道路改築工事 八幡西区 松井建設 71.0

有毛引野線（光貞台交差点）舗装補修工事 八幡西区 （株）ニック 74.2

折尾土地区画整理事業（東筑一丁目）補強土工事（１－１） 八幡西区 木下建設 73.8

折尾東西線道路改良工事（１－１） 八幡西区 松田組（株） 75.2

高須折尾幹線（圧送管）管渠更生工事 八幡西区 伸倖産業（株） 77.0

　　　　技術監理局　検査課



小芝三丁目地内他管渠更生工事 戸畑区 総合建設業（株）タルミ 75.0

国道１９９号自転車通行帯設置工事 戸畑区 （有）セフティーリード 70.4

二西二丁目配水管布設替工事 市外 （株）粟本組 74.0

水巻町頃末南一丁目他配水管布設替工事 市外 三共建設（株） 73.2

中川水管橋(φ1000)他外面更生工事 市外 新生塗装（株） 72.8

浅生三丁目配水管布設替工事 戸畑区 （株）大興設備工業 74.4

国道１９９号（中原工区）舗装補修工事（その１） 戸畑区 岩崎建設（株） 77.0

日明渡船場線（中原工区）舗装工事（３１－７） 戸畑区 （有）松浦組 74.4

天神８号線道路整備工事 戸畑区 （株）八幡道路 70.6

東大谷一丁目配水管布設替工事 戸畑区 河建工業（株） 73.4

　　　　技術監理局　検査課



令和２年　３月分 建築

都市モノレール小倉線北方停留場補修工事 小倉南区 大同建設（株） 65.8

東谷中学校金木工・武道場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 岡村塗装（株） 72.2

湯川小学校外壁改修工事（第１期） 小倉南区 （株）志水 69.0

北横代第一団地１号棟他３棟市営住宅解体工事 小倉南区 （株）礒部 71.4

徳力嵐山口自転車駐車場外壁及び屋上防水等改修工事（Ｒ元） 小倉南区 九州レジン工業（株） 71.8

今町小学校他４校ブロック塀等安全対策工事 小倉北区 （有）アリヨシ建設 74.6

霧丘中学校外壁改修工事（Ｒ元） 小倉北区 梶原塗装（株） 72.4

ＪＲ小倉駅新幹線口１階トイレ改修工事 小倉北区 （有）フジキ技建 75.4

三萩野体育館屋根及び外壁改修工事（Ｒ元） 小倉北区 （株）エルム建設 55.4

都市モノレール小倉線平和通停留場補修工事（第１期） 小倉北区 松本工業（株） 65.6

小倉駅南北公共通路高天井改修工事（３０－１） 小倉北区 下川都市企画（株） 80.0

北九州メディアドームエントランス部支柱及びトラス塗替工事（第三
期）

小倉北区 ダイキ工業（株） 71.6

上富野団地１２号棟市営住宅外壁等改修工事 小倉北区 （有）タカオ 75.4

小倉中央小学校他４校ブロック塀等安全対策工事 小倉北区 （有）ヤマウ興産 70.6

葛牧取水場ブロック塀等安全対策工事 小倉北区 河野建設（株） 72.4

松ヶ江北校区放課後児童クラブ新築工事 門司区 （株）古江建設 81.0

篠崎中学校金木工棟・武道場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉北区 山中塗装 70.4

三郎丸市民センター大規模改修工事 小倉北区 村上建設（株） 80.2

南丘団地１号棟市営住宅耐震改修工事 小倉北区 （有）大徳建設 72.4

足原幼稚園解体工事 小倉北区 （有）曽我商事 69.8

工事名 行政区 受注者名 評定点

新町浄化センター管理棟他補修工事 門司区 （株）川田産業 69.8

松ヶ江南小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 門司区 日本エスエム（株） 71.8

　　　　技術監理局　検査課



野面団地第２工区市営住宅建設工事 八幡西区 （株）佐藤技建 79.4

千代放課後児童クラブ増築工事 八幡西区 （株）クニホーミング 62.8

則松中学校他２校ブロック塀等安全対策工事 八幡西区 清新産業（株） 76.6

八児小学校ブロック塀等安全対策工事 八幡西区 （株）渡辺建設 76.0

中尾小学校他１校ブロック塀等安全対策工事 八幡西区 交通システム（株） 62.2

八幡東消防団第３分団本部新築工事 八幡東区 （株）貴屋建設 74.4

皿倉放課後児童クラブ新築工事 八幡東区 （有）誠建工業 65.0

中央公園休憩舎更新工事 八幡東区 （株）東建設 72.2

桃園市民プール新築工事 八幡東区 （株）川口建設 80.8

木屋瀬小学校屋内運動場棟他外壁改修工事（Ｒ元） 八幡西区 （有）風伯 68.8

かぐめよし少年自然の家耐震・外壁改修工事 小倉南区 東海建装（株） 63.4

若松乗合待合所耐震補強工事 若松区 （有）久治建設 68.4

玄海青年の家耐震・外壁及び屋上防水改修工事 若松区 （株）九鉄ビルト 67.6

小池学園他１件解体工事 若松区 （株）船元建設工業 70.6

深町児童館耐震補強工事 若松区 （株）古村工務店 62.2

若園小学校屋内運動場外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 （有）コーワ建装 67.0

朽網小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 小倉南区 （株）安全物産 73.8

城野市民センター解体工事 小倉南区 （有）田中幸二郎組 72.2

志井小学校外壁改修工事（第２期） 小倉南区 （有）飯田塗装店 69.6

曽根小学校外壁改修工事（Ｒ元） 小倉南区 橋本防蝕（株） 70.4

若園小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 小倉南区 道路安全施設（株） 70.0

北横代第二団地１号棟他１棟市営住宅解体工事 小倉南区 （株）大森工業 69.8

新道寺団地１号棟他１棟市営住宅解体工事 小倉南区 誠和興業 67.8

すがお小学校他２校ブロック塀等安全対策工事 小倉南区 ｋｔひびき（有） 70.4

徳力小学校他２校ブロック塀等安全対策工事 小倉南区 大東産業（株） 70.0

　　　　技術監理局　検査課



旧安川邸増築工事 戸畑区 （株）千葉工務店 68.2

夜宮児童館耐震補強工事 戸畑区 （株）山内工務店 66.8

旧戸畑図書館解体工事 戸畑区 （株）富士金属工業 70.2

永犬丸西放課後児童クラブ新築工事 八幡西区 竹中建設（株） 74.4

永犬丸中学校外壁改修工事（第２期） 八幡西区 山興塗装（株） 73.6

夜宮団地８号棟市営住宅外壁等改修工事 戸畑区 竹中建設（株） 67.4

夜宮青少年センター外壁改修工事 戸畑区 西京塗装工業（株） 70.0

あやめが丘小学校他３校ブロック塀等安全対策工事 戸畑区 大正道路産業（株） 61.8

光貞小学校屋内運動場他外壁改修工事（Ｒ元） 八幡西区 ソウケン工業（株） 65.6

皇后崎公園北側多目的広場ユニットトイレ設置工事 八幡西区 藤幸建設（有） 76.6

高江団地１号棟他７棟市営住宅解体工事 八幡西区 （有）やながわ 69.2

萩原団地６号棟市営住宅解体工事 八幡西区 （有）大野機工 70.4

萩原団地１号棟市営住宅解体工事 八幡西区 大龍建設 70.4

　　　　技術監理局　検査課



令和２年　３月分 電気

平成３１年度北九州メディアドーム昇降機修繕工事 小倉北区
日本オーチス・エレベータ（株）　九州
支店

71.8

北九州市同報系防災行政無線増設整備工事 小倉北区 日本無線（株）　九州支社 65.6

堺町公園景観照明整備電気工事 小倉北区 （株）ＭＤＳ 79.0

神嶽ポンプ場他１ポンプ場無停電電源装置他電気計装設備改良
工事

小倉北区 （株）菅原 70.4

令和元年度小倉北区ＪＲ駅ペデストリアンデッキ等昇降機修繕工
事

小倉北区 東芝エレベータ（株）　九州支社 73.4

戸ノ上中学校他７校特別教室空調設備設置電気工事 門司区 （株）フクデン 70.6

一般国道１９９号道路照明灯ＬＥＤ化工事 小倉北区 （有）日野電気 70.0

三郎丸市民センター大規模改修電気工事 小倉北区 九昭電設工業（株） 70.0

消防局庁舎他２箇所高所監視カメラ設備更新電気通信工事 小倉北区 日本電気（株）　九州支社 74.6

北九州テレワークセンター角型蛍光灯器具取替工事 小倉北区 （株）間部組電気工事 78.0

新門司北６～９号岸壁保安照明灯設置工事 門司区 （有）大幸電気 64.6

無停電電源装置更新電気計装工事 門司区
（株）エース・ウォーター　北九州営業
所

71.4

片上ポンプ場他１ポンプ場遠隔監視他電気計装設備改良工事 門司区 （株）菅原 72.0

新町浄化センター２号送風機他電気計装設備改良工事 門司区 （株）菅原 70.6

今津ポンプ場他１ポンプ場遠隔監視他電気計装設備改良工事 門司区 末松九機（株）　北九州支店 82.4

門司港レトロ地区ライトアップ照明設備電気工事（Ｒ１－３） 門司区 （有）古川電工 82.4

門司病院ナースコール設備改修工事 門司区 九州電話サービス（株） 72.8

東郷中学校特別教室空調設備設置電気工事 門司区 正城電気工業（株） 68.8

大久保ポンプ場非常用発電装置電気計装設備定期修繕工事 門司区 （株）菅原 68.8

太刀浦６号クレーン補機盤等修繕他電気計装工事 門司区 （株）ドーワテクノス 71.4

工事名 行政区 受注者名 評定点

門司港レトロ地区ライトアップ照明設備電気工事（Ｒ1－２） 門司区 （有）三栄電業社 77.8

門司港レトロ地区ライトアップ照明設備電気工事（Ｒ1－１） 門司区 大井電気（有） 76.4

　　　　技術監理局　検査課



桃園球場受電設備低圧化他改修電気工事 八幡東区 太陽電設工業（有） 82.4

流量計更新電気計装工事 八幡東区
横河ソリューションサービス（株）　北
九州支店

74.0

配水水圧計更新電気計装工事 八幡東区 （株）菅原 73.2

桃園市民プール新築大型表示装置設置工事 八幡東区
セイコータイムシステム（株）　九州営
業所

73.2

桃園市民プール新築電気工事 八幡東区 九電工・九昭電設工業共同企業体 77.0

上曽根五丁目Ｎｏ．５，６ポンプ電気設備改良工事 小倉南区 （株）ミナミ電器産業 70.2

曽根新田北二丁目Ｎｏ．１，２ポンプ電気設備改良工事 小倉南区 （有）ムラタ電業 70.8

企救中学校他２校特別教室空調設備設置電気工事 小倉南区 異島電設（株） 74.4

ボートレース若松整備棟他競技機器更新工事 若松区 シチズンＴＩＣ(株)　福岡支店 65.2

北湊浄化センター１系汚水沈砂池電気計装設備改良工事 若松区 末松九機（株）　北九州支店 75.6

文化記念公園受電設備改修工事 小倉南区 （有）ムラタ電業 74.2

一般国道２１１号（第１工区）信号機移設工事（１－１） 小倉南区 （株）ふちわき 74.8

水質計器更新電気計装工事 小倉南区
横河ソリューションサービス（株）　北
九州支店

73.2

竹馬川第５ポンプ場他１箇所遠隔監視他電気計装設備改良工事 小倉南区 （株）安川電機 83.0

竹馬川第２ポンプ場他１ポンプ場非常用発電装置電気計装設備定
期修繕工事

小倉南区 （株）菅原 67.6

配水流量計等更新電気計装工事 小倉北区
横河ソリューションサービス（株）　北
九州支店

74.0

守恒中学校特別教室空調設備設置電気工事 小倉南区 九昭電設工業（株） 71.8

曽根浄化センター無停電電源装置他電気計装設備改良工事 小倉南区 （株）菅原 73.6

飛行場南線（中曽根工区）道路照明灯設置工事（３１－３） 小倉南区 （株）隠岐電工 70.2

飛行場南線（中曽根工区）道路照明灯設置工事（３１－６） 小倉南区 半田電設工業（株） 78.6

日明東１号上屋照明設備改修工事 小倉北区 （株）ミナミ電器産業 76.6

一般国道１９９号（砂津バイパス）道路照明灯設置工事（１－１） 小倉北区 半田電設工業（株） 76.6

平和通りライトアップ照明設置工事（１－１） 小倉北区 九昭電設工業（株） 73.4

到津の森公園子どもホールキュービクル更新工事 小倉北区 昭電テックス（株） 76.8

大手町ポンプ場他１ポンプ場沈砂池他電気計装設備改良工事 小倉北区 末松九機（株）　北九州支店 72.2

　　　　技術監理局　検査課



令和元年度戸畑駅周辺昇降機修繕工事 戸畑区
日本オーチス・エレベータ（株）　九州
支店

71.8

高生中学校他１校特別教室空調設備設置電気工事 戸畑区 （株）マツモト 75.4

旧安川邸増築電気設備工事 戸畑区 日高電気工事（株） 78.0

城山緑地照明灯設置工事 八幡西区 伊藤電機（株） 78.8

計測器更新電気計装工事 八幡西区
横河ソリューションサービス（株）　北
九州支店

70.6

日吉台光明線道路照明灯設置工事（１－１） 八幡西区 （有）田中電気商会 76.4

皇后崎浄化センター他２ポンプ場電気計装設備改良工事 八幡西区 末松九機（株）　北九州支店 71.6

大谷中学校特別教室空調設備設置電気工事 戸畑区 （有）光和電設 71.2

　　　　技術監理局　検査課



令和２年　３月分 機械

JR小倉駅新幹線口１階トイレ改修機械工事 小倉北区 鉄王管工（有） 80.0

本庁舎中央監視システムリモートユニット更新電気計装工事（第3
期）

小倉北区 アズビル（株） 71.2

三郎丸市民センター大規模改修機械工事 小倉北区 西本建設工業（株） 70.0

松本清張記念館空調制御装置改修電気計装工事（第１期） 小倉北区 千代田計装（株） 69.4

北九州国際会議場トイレ改修工事 小倉北区 （株）丸善設備 73.4

日明工場焼却炉整備工事 小倉北区
三菱重工環境・化学エンジニアリング
（株）

72.6

日明浄化センター３号汚泥脱水機定期修繕工事 小倉北区 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 69.4

井手浦浄水場４号沈殿池排泥弁他更新工事 門司区 （株）西村鉄工所 65.0

新門司工場ごみクレーンバケット取替工事 門司区 神鋼物産（株） 74.0

南小倉中学校他２校特別教室空調設備設置工事 小倉北区 （有）秀建 70.4

西小倉小学校他２校特別教室空調設備設置工事 小倉北区 大生産業（株） 77.8

港町ポンプ場５号雨水ポンプ機械設備改良工事 小倉北区 （株）鶴見製作所　九州支店 73.4

新町浄化センター1号脱水ケーキ貯留機械設備改良工事 門司区 （株）西原環境九州支店 78.4

新町浄化センター２系濃縮汚泥掻寄機修繕工事 門司区 関西工業（有） 67.6

門司港レトロ展望室空調改修工事 門司区 菅設備（株） 74.2

新門司工場３号溶融炉シャフト部耐火物整備工事 門司区 日鉄環境プラントソリューションズ（株） 71.6

新門司工場溶融炉他修繕工事 門司区 日鉄環境プラントソリューションズ（株） 75.6

太刀浦５号クレーン運転室取付台更新他工事 門司区 ＪＦＥプラントエンジ（株） 77.4

新門司工場Ｎｏ．３真空ポンプ修繕工事 門司区 日鉄環境プラントソリューションズ（株） 70.2

新門司工場大塊搬送コンベヤ更新工事 門司区 日鉄エンジニアリング（株） 78.2

新町浄化センター２号送風機機械設備改良工事 門司区 （株）守谷商会　九州支店 74.0

太刀浦９号クレーンレールクランプユニット更新工事 門司区 ＩＨＩ運搬機械（株）九州営業所 65.0

工事名 行政区 受注者名 評定点

　　　　技術監理局　検査課



皇后崎浄化センター第２処理場Ｎｏ．４ブロワ他修繕工事 八幡西区 三菱重工マシナリーテクノロジー（株） 72.2

東中島ポンプ場Ｎｏ．２汚水ポンプ修繕工事 八幡西区 （株）ドーワテクノス 73.6

引野中学校他１校特別教室空調設備設置工事 八幡西区 （株）常盤空調設備 75.2

穴生３系沈澱池汚泥掻寄機更新工事 八幡西区 日立造船（株）　九州支社 78.6

東中島ポンプ場２号雨水ポンプ機械設備改良工事 八幡西区 日鉄住金物流八幡（株） 75.4

楠橋ポンプ場４号汚水ポンプ機械設備改良工事 八幡西区 日鉄住金物流八幡（株） 73.2

皇后崎浄化センター第２ポンプ場沈砂池機械設備改良工事 八幡西区 （株）ケイ・イー・エス 78.4

藤ノ木ポンプ場沈砂池機械設備改良工事 若松区 前澤工業（株）　九州支店 76.2

ボートレース若松西スタンド棟空調設備改修工事 若松区 （株）内山組 80.2

花尾小学校他３校特別教室空調設備設置工事 八幡東区 スガハラテクノ（株） 75.4

帆柱公園受水槽建替工事 八幡東区 新東エンジニアリング（株） 68.6

上津役小学校他３校特別教室空調設備設置工事 八幡西区 （株）増田設備工業 75.2

竹馬川第５ポンプ場２号雨水除塵機機械設備改良工事 小倉南区 ニッスイマリン工業（株） 77.2

曽根浄化センター消毒機械設備改良工事 小倉南区 九州東英（株） 69.4

合馬竹林公園展示館空調設備改修工事 小倉南区 酒井冷凍工業（株） 73.8

江川小学校他２校特別教室空調設備設置工事 若松区 藤建設工業（株） 71.4

北湊浄化センター１系汚水沈砂池機械設備改良工事 若松区 スガハラテクノ（株） 73.4

大手町ポンプ場沈砂池機械設備改良工事 小倉北区 （株）ケイ・エスクラフト工業 63.8

神嶽ポンプ場Ｎｏ．５雨水ポンプ用エンジン他修繕工事 小倉北区
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

68.6

吉田小学校他２校特別教室空調設備設置工事 小倉南区 三和産業（株） 72.4

横代中学校他３校特別教室空調設備設置工事 小倉南区 （株）青木空調工業 82.0

菅生中学校他２校特別教室空調設備設置工事 小倉南区 （株）山実工業 83.0

本庁舎冷却塔改修工事（第１期） 小倉北区 荏原冷熱システム（株）九州支店 72.0

日明浄化センター５号汚水ポンプ用エンジン定期修繕工事 小倉北区 日鉄物流八幡（株） 71.2

神嶽ポンプ場地下燃料タンク機械設備改良工事 小倉北区 （株）ホクエイ 72.6

　　　　技術監理局　検査課



旧安川邸増築機械設備工事 戸畑区 （株）九十九空調 76.8

夜宮青少年センター空調改修工事 戸畑区 九倉シールテックジャパン（株） 70.0

桃園市民プール新築機械工事 八幡東区 菱熱・九州機電建設工事共同企業体 79.4

藤ノ木ポンプ場石峰系２号送水ポンプ更新工事 八幡西区 （株）猪熊工業所 77.0

皇后崎工場ごみクレーンバケット他定期修繕工事 八幡西区
（株）日立プラントメカニクス　九州営業
所

67.0

皇后崎工場３号炉ボイラー第４パス水管更新工事 八幡西区 （株）タクマ　九州支店 69.4

戸畑ポンプ場３号雨水ポンプ用エンジン定期修繕工事 戸畑区 日鉄物流八幡（株） 71.8

令和元年度戸畑駅公共通路昇降機修繕工事 戸畑区 （株）日立ビルシステム西日本支社 73.4

伊佐座取水場活性炭注入設備改良工事 八幡西区 電恊産業（株） 75.8

令和元年度皇后崎工場焼却炉本体定期修繕工事 八幡西区 （株）タクマ九州支店 70.2

皇后崎浄化センター２号遠心脱水機他定期修繕工事 八幡西区 （株）西原環境 73.8

＜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


