所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

1

水産局水 耕耘工事豊前浅海域漁場 土木一式工事
産振興課 （１工区）

豊前海豊前市地先

49,261,300

43,707,400

R1.10.2

大浜建設工業（株）

(1)（株）ウエダ
(2)（株）ツメマル・コンストラクション
(3)（株）福森組
(4)大浜建設工業（株）(くじ決定)
(5)（有）丸山建設(辞退)
(6)（有）小石組
(7)（有）東建設
(8)（株）松田組

2

水産局水 紫外線殺菌装置整備工事 機械器具設置工事
産振興課

宗像市鐘崎

25,644,300

23,299,100

R1.10.11

荏原実業（株）九州営
業所

(1)隔測計装（株）(辞退)
(2)荏原実業（株）九州営業所(くじ決定)
(3)（株）神鋼環境ソリューション九州支社(辞退)
(4)水道機工（株）九州支店(辞退)
(5)（株）日立製作所九州支社(辞退)
(6)理水化学（株）福岡支店

3

水産局水 ボイラー棟新築工事
産振興課

宗像市鐘崎

27,256,900

24,674,100

R1.10.25

平川工務店（有）

(1)本田工業（株）(辞退)
(2)児島建設（株）
(3)（株）小樋建設(辞退)
(4)中ムラ建設（有）(辞退)
(5)平川工務店（有）
(6)（株）西建(辞退)

4

水産局水 種苗成長促進施設整備工 管工事
産振興課 事

宗像市鐘崎

46,897,400

42,760,300

R1.10.28

（株）福間住設

(1)小田設備（株）(辞退)
(2)（株）福田工務店(辞退)
(3)（有）力丸住宅設備店(辞退)
(4)（有）入江設備(辞退)
(5)協和管工（株）
(6)（株）福間住設(くじ決定)
(7)（有）岡田設備工業(辞退)
(8)（有）むらた水工(辞退)

5

水産局水 沖端漁港車止設置工事
産振興課

土木一式工事

柳川市吉富町

2,805,000

2,772,000

R1.12.11

（有）甲斐田工業

(1)（有）藤吉組
(2)高田工業(入札無効)
(3)（有）甲斐田工業
(4)（有）冨安英工業
(5)大和共栄建設（株）(辞退)

6

福岡農林 ほ場整備工事（１工区）
事務所

土木一式工事

糸島市二丈福井

139,157,700

122,969,000

R1.11.18

（株）吉建

(1)（株）塩月工業
(2)（株）環境施設(辞退)
(3)アスミオ．（株）
(4)松吉建設（株）(辞退)
(5)木村土建（株）
(6)（株）吉建

7

福岡農林 付帯工事
事務所

土木一式工事

福津市八並

25,782,900

22,760,100

R1.10.1

小野産業（株）

(1)（株）井上建設(辞退)
(2)（株）林田産業(辞退)
(3)（株）丸宗土木
(4)小野産業（株）(くじ決定)
(5)（株）古山土木
(6)（有）柴田工業
(7)（有）明永建設(辞退)
(8)（有）明徳工業
(9)（株）松本土木

8

福岡農林 付帯工事
事務所

土木一式工事

宗像市田島

20,441,300

20,185,000

R1.10.8

（有）明和

(1)（有）明和
(2)（有）共栄土木(辞退)
(3)（有）篠原産業
(4)（株）井上組
(5)（株）深田組
(6)福山総合建設（株）

9

福岡農林 ゲート製作据付工事
事務所

鋼構造物工事

宗像市野坂

9,958,300

9,060,700

R1.12.3

日新産業（株）

(1)日新産業（株）(くじ決定)
(2)直方工業（株）
(3)高宮鐵工（株）
(4)（株）大川鉄工
(5)進栄工業（株）
(6)（株）ウシジマ(入札無効)

建築一式工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

10 福岡農林 宇土地区治山工事（護岸
事務所
工・山腹工）

工事の種類
土木一式工事

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

糸島市高祖字宇土

14,088,800

14,088,800

R1.10.10

（株）エビス工業

(1)建秀ブロック（株）
(2)鈴木建設（株）(辞退)
(3)（株）高木建設(辞退)
(4)浅間土建(辞退)
(5)青木建設(辞退)
(6)（株）エビス工業(くじ決定)
(7)（有）東組(辞退)
(8)（株）栄和建設(辞退)
(9)（株）坂本工業(辞退)

11 福岡農林 梅ヶ浦地区治山工事（谷止 土木一式工事
事務所
工）

糟屋郡須惠町大字佐谷字
梅ヶ浦

26,912,600

26,730,000

R1.10.11

（株）折居産業建設

(1)村山建設（株）
(2)（株）折居産業建設
(3)（有）相良建設工業
(4)（株）タカハシ
(5)（株）山翔
(6)（株）富士

12 福岡農林 萩原地区治山工事（№１谷 土木一式工事
事務所
止工）

筑紫野市大字萩原

36,787,300

36,762,000

R1.11.11

（有）古賀栄組

(1)見城建設（株）(辞退)
(2)大晃産業（株）(辞退)
(3)（株）中川組(辞退)
(4)（株）野口土木
(5)（株）矢ヶ部開発(辞退)
(6)（株）雄組(辞退)
(7)（有）古賀栄組
(8)亜地亜産業（有）(辞退)
(9)（株）宮尾組(辞退)
(10)成信建設（株）(辞退)
(11)（有）嘉起嶋土木工業(辞退)
(12)タダスエ建設（株）(辞退)

13 福岡農林 林道第３雷山浮嶽線６工区 土木一式工事
事務所
開設工事

糸島市川原

40,315,000

40,260,000

R1.12.2

松隈重機工業（株）

(1)筑前建設（株）(辞退)
(2)中村組（株）
(3)藤田建設（株）(辞退)
(4)（株）米本組
(5)松隈重機工業（株）
(6)（有）満生建設(辞退)
(7)（有）井上組(辞退)
(8)（株）吉建(辞退)
(9)（有）藤木建設(辞退)
(10)（株）田中組(辞退)
(11)（株）石郷(入札無効)

14 福岡農林 原田地区治山工事（Ｎｏ．２ 土木一式工事
事務所
谷止工）

筑紫野市大字原田

48,207,500

48,196,500

R1.11.20

見城建設（株）

(1)見城建設（株）
(2)（株）野口土木(辞退)
(3)（株）中野土木

15 朝倉農林 送水管工事（１工区）
事務所

土木一式工事

うきは市浮羽町山北

45,144,000

44,462,000

R1.10.7

（有）清水興産

(1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（有）日新工務店(辞退)
(3)永松商事建設（株）(辞退)
(4)（株）高橋組(辞退)
(5)山一建設工業（株）
(6)（株）生野組(辞退)
(7)（有）清水興産
(8)（株）権藤建設

16 朝倉農林 送水管工事（３工区）
事務所

土木一式工事

うきは市浮羽町山北

34,403,600

33,715,000

R1.10.2

（株）藤弘建設

(1)西見総業（株）
(2)（有）二子土木機工(入札無効)
(3)（株）ヤマド(辞退)
(4)（有）ジェイエヌ開発(入札無効)
(5)（有）天野緑化建設(辞退)
(6)（株）藤弘建設
(7)（株）森組(辞退)
(8)（株）河津組

17 朝倉農林 水路工事（江上１）
事務所

土木一式工事

久留米市城島町江上

32,375,200

28,782,600

R1.10.8

（株）中園土木

(1)（株）ハシモトＣＳ
(2)（株）今村隆次商店(辞退)
(3)（有）ナカシマ建設
(4)（有）新生建設(辞退)
(5)（株）田中建設
(6)（株）マサキ建設工業
(7)（株）髙龍(辞退)
(8)（株）中園土木(くじ決定)

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

18 朝倉農林 ため池付帯工事
事務所

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

土木一式工事

朝倉市隈江

26,765,200

26,363,700

R1.10.8

（有）西村技建

(1)（株）浦設備工業(辞退)
(2)（株）原工業(入札無効)
(3)（株）一伸工業(辞退)
(4)（株）一典工業(辞退)
(5)（株）平野建設(入札無効)
(6)（有）賀和運送
(7)（有）西村技建
(8)（有）澪天工業
(9)（株）川上建設

19 朝倉農林 山の神ため池災害復旧工 土木一式工事
事務所
事

朝倉市山田

230,566,600

225,940,000

R1.10.11

（株）才田組

(1)（株）泉組(辞退)
(2)（株）川口建設(辞退)
(3)（株）平田組(辞退)
(4)（株）渕上建設(辞退)
(5)（株）別府土建
(6)武藤建設（株）(辞退)
(7)（株）半田建設(辞退)
(8)（株）石松組(辞退)
(9)（株）久保組(辞退)
(10)（株）中野建設(辞退)
(11)（有）原田(辞退)
(12)（株）才田組
(13)（株）羽野組
(14)森部建設（株）(辞退)
(15)（株）古賀組(入札無効)

20 朝倉農林 水路工事（秋成森部１）
事務所

土木一式工事

久留米市田主丸町森部外

48,911,500

48,400,000

R1.10.18

梓建設（株）

(1)（株）郷原組(辞退)
(2)（株）筑邦組(辞退)
(3)（有）耳納建設(辞退)
(4)梓建設（株）
(5)（株）行徳建設
(6)（有）田中通信建設
(7)（有）久大建設
(8)（株）行徳組(辞退)

21 朝倉農林 送水管工事（５工区）
事務所

土木一式工事

うきは市浮羽町山北

48,697,000

47,300,000

R1.10.21

山一建設工業（株）

(1)（株）高山組
(2)西見総業（株）
(3)（有）日新工務店(辞退)
(4)（株）高橋組
(5)山一建設工業（株）
(6)（有）山崎建設(辞退)
(7)（有）ジェイエヌ開発(辞退)
(8)（有）平井産業(辞退)

22 朝倉農林 送水管工事（６工区）
事務所

土木一式工事

うきは市浮羽町山北

44,693,000

43,780,000

R1.10.15

（株）権藤建設

(1)（有）江藤建設
(2)久富建設（株）(辞退)
(3)（株）西野組(辞退)
(4)（株）安達組
(5)（株）ヤマド(辞退)
(6)（株）稲富組(辞退)
(7)（株）権藤建設
(8)（株）森組(辞退)

23 朝倉農林 舗装工事（２・３工区）
事務所

ほ装工事

うきは市浮羽町流川

21,016,600

20,570,000

R1.10.21

（有）二子土木機工

(1)（株）石橋組(辞退)
(2)（株）渡辺道路(辞退)
(3)脇建設（株）(辞退)
(4)（有）二子土木機工
(5)久留米アスコン（株）
(6)（株）浮吉舗道

24 朝倉農林 水路工事（竹野町）
事務所

土木一式工事

うきは市浮羽町西隈上

15,985,200

15,730,000

R1.10.23

（株）河津組

(1)永松商事建設（株）
(2)（有）翔永産業(辞退)
(3)（株）生野組(辞退)
(4)（有）川島組(辞退)
(5)橘興業
(6)（株）河津組

25 朝倉農林 水路工事（萩原）
事務所

土木一式工事

久留米市北野町上弓削

46,977,700

46,420,000

R1.10.25

（有）秋山建設

(1)（株）エトウ組(辞退)
(2)光安建設（株）(辞退)
(3)日之出産業（株）
(4)（有）秋山建設
(5)（株）三原産業
(6)（株）新堀組(辞退)
(7)北野通信工業（株）(辞退)
(8)（有）稲吉建設工業(辞退)

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

26 朝倉農林 道路工事（森部３）
事務所

土木一式工事

久留米市田主丸町森部外

48,712,400

48,400,000

R1.10.30

（有）田中通信建設

(1)（株）郷原組(辞退)
(2)（株）筑邦組(辞退)
(3)（有）小屋松建設(辞退)
(4)（株）行徳建設
(5)（有）田中通信建設
(6)（有）久大建設
(7)三貴松建設（株）(辞退)
(8)（株）行徳組(辞退)

27 朝倉農林 水路工事（秋成森部２）
事務所

土木一式工事

久留米市田主丸町森部外

41,646,000

41,360,000

R1.10.29

（有）久大建設

(1)（株）郷原組(辞退)
(2)（株）筑邦組(辞退)
(3)（有）光設備工業(辞退)
(4)（株）行徳建設
(5)原建設建材（株）(辞退)
(6)（株）太田工務店(辞退)
(7)（有）田中通信建設
(8)（有）久大建設
(9)（株）行徳組(辞退)

28 朝倉農林 水路工事
事務所

土木一式工事

うきは市浮羽町三春他

29,822,100

29,480,000

R1.11.7

永松商事建設（株）

(1)（有）江藤建設
(2)永松商事建設（株）
(3)（有）二子土木機工(辞退)
(4)（有）山崎建設
(5)（株）ヤマド(入札無効)
(6)（有）天野緑化建設(辞退)

29 朝倉農林 道路工事（森部２）
事務所

土木一式工事

久留米市田主丸町森部外

33,724,900

33,385,000

R1.11.14

（株）田主丸舗道

(1)（株）筑邦組
(2)（株）豊福組(辞退)
(3)（株）田主丸舗道
(4)（有）高弘建設(辞退)
(5)東豊建設(辞退)
(6)（株）大石土木(入札無効)
(7)かっぱ土木(辞退)
(8)（株）豊福土木(入札無効)
(9)生野重機（株）

30 朝倉農林 道路工事（森部３、４）
事務所

土木一式工事

久留米市田主丸町森部外

36,998,500

36,575,000

R1.11.14

（株）筑邦組

(1)（有）エイワ産業(辞退)
(2)（株）筑邦組
(3)（株）廣田組(辞退)
(4)（株）田主丸舗道
(5)柴田建設（株）(辞退)
(6)タツミ建設（株）(入札無効)
(7)かっぱ土木(辞退)
(8)生野重機（株）(辞退)

31 朝倉農林 配水管工事（５－１・５－３
事務所
支線）

土木一式工事

うきは市浮羽町三春

41,206,000

40,579,000

R1.11.18

（有）山崎建設

(1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（株）高山組(辞退)
(3)（有）二子土木機工
(4)（株）高橋組(辞退)
(5)（株）安達組(辞退)
(6)（有）山崎建設
(7)（株）ヤマド(辞退)
(8)（株）稲富組(辞退)

32 朝倉農林 舗装復旧工事
事務所

ほ装工事

小郡市山隈

5,377,900

5,324,000

R1.11.22

立花建設（有）

(1)南筑土建（株）(辞退)
(2)野瀬組(辞退)
(3)（株）福田組(辞退)
(4)佐久間建設（株）
(5)立花建設（有）

33 朝倉農林 水路補修工事（１工区）
事務所

土木一式工事

三井郡大刀洗町大字山隈

49,716,700

48,950,000

R1.11.28

（有）安達組

(1)（株）エトウ組(辞退)
(2)南筑土建（株）(辞退)
(3)（株）南組(辞退)
(4)（株）二宮土木
(5)（有）飯田建設(辞退)
(6)重松建設（株）
(7)（有）二ノ宮建設
(8)（有）安達組

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

34 朝倉農林 水路補修工事（２工区）
事務所

土木一式工事

三井郡大刀洗町大字山隈

48,184,400

47,300,000

R1.11.28

（株）二宮土木

(1)森田建設（株）(辞退)
(2)（株）二宮土木
(3)（株）田中建設(辞退)
(4)（株）新堀組(入札無効)
(5)佐久間建設（株）
(6)（有）二ノ宮建設(入札無効)
(7)（有）安達組(入札無効)
(8)森山建設（株）(辞退)
(9)（株）柴田工業(辞退)
(10)立花建設（有）(辞退)

35 朝倉農林 水路補修工事（１工区）
事務所

土木一式工事

三井郡大刀洗町大字鵜木

49,044,600

47,520,000

R1.11.28

（有）二ノ宮建設

(1)（株）福田組(辞退)
(2)（株）二宮土木
(3)（株）佐々木組
(4)（株）山本建設建材(辞退)
(5)山川建設（株）(辞退)
(6)（株）サクラ技建(辞退)
(7)（有）二ノ宮建設
(8)（有）安達組(入札無効)
(9)（株）みい舗道(辞退)

8,968,300

8,800,000

R1.12.3

（有）星野組

(1)（有）星野組
(2)（有）日高水道設備(辞退)
(3)南西産業(辞退)
(4)（有）大石産業
(5)天竜建設
(6)（株）はらの(辞退)
(7)（株）佑建(辞退)

36 朝倉農林 上須川（農地環境）災害復 土木一式工事
事務所
旧工事

朝倉市須川

37 朝倉農林 水路補修工事（１工区）
事務所

土木一式工事

朝倉郡筑前町原地蔵

44,341,000

43,450,000

R1.12.12

（株）柿原建設

(1)東建舗道（株）(辞退)
(2)（有）平山建設(辞退)
(3)（株）岡嶋建設
(4)（株）柿原建設
(5)昭栄建設（株）(辞退)
(6)（有）松本建設
(7)（株）原工業(入札無効)
(8)（株）一伸工業(辞退)
(9)新善テック（株）(辞退)
(10)（株）ウシジマ
(11)（有）武土木建設(辞退)
(12)（有）岡部建設(辞退)

38 朝倉農林 農道工事（龍ヶ谷）１工区
事務所

土木一式工事

うきは市浮羽町妹川

41,588,800

40,810,000

R1.12.11

（有）平井産業

(1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（株）高山組(辞退)
(3)（株）西野組(辞退)
(4)（有）二子土木機工(辞退)
(5)（株）高橋組(辞退)
(6)（株）安達組(辞退)
(7)（株）ヤマド
(8)（有）平井産業

39 朝倉農林 水路補修工事（３工区）
事務所

土木一式工事

三井郡大刀洗町大字高樋

42,904,400

42,680,000

R1.12.16

（有）秋山組

(1)（有）平山建設(入札無効)
(2)（株）福田組(辞退)
(3)（有）棚成建設
(4)（株）南組(辞退)
(5)（有）秋山組
(6)佐久間建設（株）(辞退)
(7)（有）秋山重建
(8)（株）サクラ技建(辞退)
(9)（株）柴田工業(辞退)

40 朝倉農林 水路補修工事（４工区）
事務所

土木一式工事

三井郡大刀洗町大字高樋

33,240,900

33,000,000

R1.12.16

（有）秋山重建

(1)三井工建(辞退)
(2)（有）平山建設(入札無効)
(3)（有）棚成建設
(4)森田建設（株）(辞退)
(5)（株）佐々木組(辞退)
(6)（有）秋山組(入札無効)
(7)（有）秋山重建
(8)（有）三原企礎
(9)森山建設（株）(辞退)
(10)（株）みい舗道(辞退)

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

41 朝倉農林 水路補修工事（２工区）
事務所

工事の種類
土木一式工事

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

三井郡大刀洗町大字鵜木

49,858,600

49,610,000

R1.12.13

（有）平山建設

(1)南筑土建（株）(辞退)
(2)（有）平山建設
(3)（有）棚成建設
(4)（有）秋山組
(5)（株）田中建設(辞退)
(6)重松建設（株）(辞退)
(7)山川建設（株）(辞退)
(8)（有）秋山重建

42 朝倉農林 揚水機製作据付工事（１号 機械器具設置工事
事務所
加圧ポンプ）

うきは市浮羽町三春

29,128,000

28,050,000

R1.12.18

（株）菅原

(1)（株）菅原
(2)（株）荏原製作所九州支社(辞退)
(3)（株）ドーワテクノス
(4)（株）日立製作所九州支社(辞退)
(5)蔵田工業（株）
(6)進栄工業（株）

43 朝倉農林 鎌塚ため池災害復旧工事 土木一式工事
事務所

朝倉市山田

215,197,400

210,870,000

R1.12.20

（株）才田組

(1)（株）川口建設
(2)（株）平田組(辞退)
(3)（株）別府土建(入札無効)
(4)（株）半田建設(辞退)
(5)（株）石松組(辞退)
(6)（株）久保組(辞退)
(7)（有）梶原工建(辞退)
(8)（株）中野建設
(9)（株）大内田組(辞退)
(10)（有）原田(辞退)
(11)（株）上成(入札無効)
(12)（株）才田組
(13)（株）羽野組(辞退)
(14)森部建設（株）(辞退)
(15)（株）古賀組(辞退)

44 朝倉農林 水路補修工事
事務所

土木一式工事

朝倉郡筑前町三並

49,024,800

47,850,000

R1.12.25

（株）ウシジマ

(1)東建舗道（株）
(2)（有）平山建設(辞退)
(3)（株）岡嶋建設
(4)昭栄建設（株）(辞退)
(5)（有）松本建設
(6)東雲建設（株）(辞退)
(7)新善テック（株）
(8)（株）ウシジマ
(9)（有）風成(辞退)
(10)（有）武土木建設(辞退)
(11)（有）岡部建設
(12)空閑工務店(辞退)

45 朝倉農林 水路補修工事（２工区）
事務所

土木一式工事

朝倉郡筑前町原地蔵

22,919,600

22,440,000

R1.12.24

（株）柿原建設

(1)（株）浦設備工業(辞退)
(2)（有）星野組(辞退)
(3)（株）柿原建設
(4)（株）原工業(辞退)
(5)（有）秋吉組(辞退)
(6)（株）尾畑建設
(7)（有）小野組(辞退)
(8)永井土木（株）(辞退)
(9)（株）ランドスケープ・野口

46 朝倉農林 水路補修工事（甘木橋４
事務所
号）

土木一式工事

朝倉市馬田外

40,779,200

39,930,000

R1.12.25

（株）一伸工業

(1)（株）泉組(辞退)
(2)（株）倉地建設(辞退)
(3)（株）筑水建設(辞退)
(4)（株）渕上建設(辞退)
(5)武藤建設（株）
(6)日迎建設（株）(辞退)
(7)（株）一伸工業
(8)（株）一典工業(辞退)
(9)（株）エフ・テクノ(辞退)
(10)（有）大石産業(辞退)
(11)（株）平野建設(辞退)
(12)（有）賀和運送(辞退)

47 朝倉農林 水路工事（秋成森部２）
事務所

土木一式工事

久留米市田主丸町秋成

27,481,300

27,423,000

R1.12.27

（有）久大建設

(1)国武実業（株）(辞退)
(2)（株）筑邦組
(3)梓建設（株）
(4)古賀組(辞退)
(5)（有）田中通信建設(辞退)
(6)（有）久大建設

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

48 朝倉農林 中山地区治山工事（山腹
事務所
工）

工事の種類
とび・土工・コン工事

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

朝倉市杷木赤谷字中山

17,464,700

17,270,000

R1.10.8

（株）春田建設

(1)東邦地下工機（株）(辞退)
(2)日本乾溜工業（株）(辞退)
(3)（株）カミナガ本社(辞退)
(4)日本建設技術（株）福岡支店(辞退)
(5)（株）マキノグリーン九州支店(辞退)
(6)（株）ケイリン開発(辞退)
(7)（株）春田建設
(8)不二グラウト工業（株）(辞退)
(9)（株）Ｋ・Ｋ(辞退)
(10)（株）ジャパン
(11)（有）タオ
(12)（株）九州緑化産業(辞退)

49 朝倉農林 高島（２）地区治山工事（山 とび・土工・コン工事
事務所
腹工）

朝倉市荷原字高島（２）

34,874,400

30,783,500

R1.10.30

福岡総合開発（株）

(1)日特建設（株）九州支店(辞退)
(2)イビデングリーンテック（株）九州営業所(辞退)
(3)東興ジオテック（株）九州支店(辞退)
(4)ライト工業（株）九州統括支店(辞退)
(5)大栄開発（株）福岡支店(辞退)
(6)日本基礎技術（株）九州支店(辞退)
(7)（株）日本総建
(8)久米建設（株）(辞退)
(9)（株）テクノスグリーン(辞退)
(10)（株）緑豊テック(辞退)
(11)西部建設工業（株）
(12)新善テック（株）(辞退)
(13)（株）浦野組(辞退)
(14)（株）九州マツオ(辞退)
(15)福岡総合開発（株）(くじ決定)
(16)（株）Ｊ．Ｂ

50 朝倉農林 疣目（６）地区治山工事（谷 土木一式工事
事務所
止工）

朝倉市黒川字疣目（６）

32,190,400

32,010,000

R1.10.24

（株）一輝建設

(1)（株）浦設備工業(辞退)
(2)（株）倉地建設(辞退)
(3)（株）原工業(辞退)
(4)（有）秋重建設(辞退)
(5)（有）秋吉組(辞退)
(6)（有）石井建設(辞退)
(7)石松建設（有）
(8)（株）一伸工業(辞退)
(9)（株）一典工業(辞退)
(10)（株）エフ・テクノ(辞退)
(11)（株）平野建設(辞退)
(12)（有）風成(辞退)
(13)（有）賀和運送(辞退)
(14)（株）川上建設(辞退)
(15)（株）一輝建設
(16)空閑工務店(辞退)

51 朝倉農林 伊王寺地区治山工事（山
事務所
腹工）

朝倉郡東峰村大字宝珠山
字伊王寺

12,936,000

12,925,000

R1.11.6

（有）タオ

(1)東邦地下工機（株）(辞退)
(2)（株）カミナガ本社(辞退)
(3)筑紫総合開発（株）(辞退)
(4)（株）明和テクニカル(辞退)
(5)（有）三高産業(辞退)
(6)（株）アビックス(辞退)
(7)栄和建設（株）
(8)（有）稲友建設(辞退)
(9)（株）Ｋ・Ｋ
(10)（株）ジャパン(辞退)
(11)（有）タオ
(12)（株）緑豊開発(辞退)

とび・土工・コン工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

52 朝倉農林 ナカラ谷地区（２工区）治山 とび・土工・コン工事
事務所
工事（山腹工）

朝倉郡筑前町三並字ナカ
ラ谷

37,704,700

36,300,000

R1.11.20

大栄開発（株）福岡支
店

(1)日本地研（株）(辞退)
(2)（株）ニチボー
(3)東興ジオテック（株）九州支店(辞退)
(4)ライト工業（株）九州統括支店(辞退)
(5)日本乾溜工業（株）
(6)大栄開発（株）福岡支店
(7)日本基礎技術（株）九州支店(辞退)
(8)新日本グラウト工業（株）(辞退)
(9)（株）日本総建(辞退)
(10)久米建設（株）(辞退)
(11)（株）緑研産業
(12)（株）緑豊テック
(13)（株）藤本工務店(辞退)
(14)不二グラウト工業（株）
(15)武巳建設（株）
(16)（株）緑豊開発(辞退)

53 朝倉農林 浮羽山地区治山工事（谷
事務所
止工）

土木一式工事

うきは市浮羽町山北字浮
羽山（２）

24,901,800

24,365,000

R1.11.19

（株）藤弘建設

(1)（有）江藤建設(辞退)
(2)永松商事建設（株）(辞退)
(3)（有）二子土木機工(辞退)
(4)（有）山崎建設(辞退)
(5)（株）ヤマド(辞退)
(6)（株）藤弘建設
(7)（株）河津組

54 朝倉農林 宮園地区治山工事（山腹
事務所
工）

とび・土工・コン工事

朝倉市黒川字宮園

46,645,500

46,090,000

R1.11.20

国土防災技術（株）福
岡営業所

(1)イビデングリーンテック（株）九州営業所(辞退)
(2)国土防災技術（株）福岡営業所
(3)日本建設技術（株）福岡支店(辞退)
(4)九州日植（株）(辞退)
(5)（株）マキノグリーン九州支店
(6)新技術工営（株）(辞退)
(7)（株）ケイリン開発
(8)（株）セイケン(辞退)
(9)ミクニ建設（株）
(10)西部建設工業（株）
(11)新善テック（株）(辞退)
(12)（株）浦野組(辞退)
(13)（株）九州マツオ
(14)（有）松尾工業(辞退)
(15)（株）Ｊ．Ｂ(辞退)
(16)（株）九州緑化産業(辞退)

55 朝倉農林 鏡懸地区治山工事（谷止
事務所
工）

土木一式工事

久留米市田主丸町益生田
字鏡懸

30,862,700

30,580,000

R1.11.25

梓建設（株）

(1)（株）筑邦組
(2)（有）小屋松建設(辞退)
(3)梓建設（株）
(4)（有）田中通信建設
(5)（有）鹿毛建設(辞退)
(6)（有）久大建設
(7)かっぱ土木(辞退)
(8)生野重機（株）(辞退)

56 朝倉農林 岩河内地区治山工事（山
事務所
腹工）

とび・土工・コン工事

朝倉市杷木志波字岩河内

19,105,900

19,096,000

R1.12.18

西部建設工業（株）

(1)日特建設（株）九州支店(辞退)
(2)東邦地下工機（株）
(3)（株）カミナガ本社
(4)筑紫総合開発（株）
(5)（株）テクノスグリーン
(6)（株）明和テクニカル
(7)西部建設工業（株）
(8)新善テック（株）(辞退)
(9)（有）三高産業(辞退)
(10)（株）アビックス(辞退)
(11)栄和建設（株）
(12)（株）Ｋ・Ｋ(入札無効)

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

57 朝倉農林 矢ノ峯地区治山工事（山腹 とび・土工・コン工事
事務所
工）

うきは市浮羽町小塩字矢ノ
峯

45,255,100

43,780,000

R1.12.26

武巳建設（株）

(1)日本地研（株）(辞退)
(2)（株）ニチボー(辞退)
(3)ライト工業（株）九州統括支店(辞退)
(4)日本乾溜工業（株）(辞退)
(5)（株）カミナガ本社(辞退)
(6)日本建設技術（株）福岡支店(辞退)
(7)日本基礎技術（株）九州支店(辞退)
(8)新日本グラウト工業（株）(辞退)
(9)九州日植（株）
(10)新技術工営（株）(辞退)
(11)（株）日本総建(辞退)
(12)筑紫総合開発（株）(辞退)
(13)（株）緑豊テック
(14)ミクニ建設（株）
(15)（株）藤本工務店(辞退)
(16)武巳建設（株）

58 朝倉農林 ため池工事
事務所

土木一式工事

朝倉市杷木池田

40,008,100

39,930,000

R1.10.21

（有）梶原工建

(1)（有）星野組
(2)（株）石松組
(3)（有）梶原工建

59 朝倉農林 道路工事（西牟田１）
事務所

土木一式工事

久留米市三潴町西牟田

24,610,300

24,200,000

R1.11.11

（株）タカアキコーポ
レーション

(1)（株）タカアキコーポレーション
(2)（有）新生建設
(3)（株）柿木コーポレーション

60 朝倉農林 緊急補修工事
事務所

土木一式工事

朝倉市三奈木

22,570,900

22,110,000

R1.12.24

（株）別府土建

(1)（株）平田組
(2)（株）別府土建
(3)（株）羽野組

61 朝倉農林
事務所
62 朝倉農林
事務所
63 朝倉農林
事務所

仮締切工事

土木一式工事

朝倉市牛木

5,865,200

5,742,000

R1.12.25

（株）別府土建

(1)（株）別府土建

緊急補修工事

土木一式工事

朝倉郡筑前町篠隈

3,885,200

3,850,000

R1.10.30

（株）柿原建設

(1)（株）柿原建設

疣目口地区治山工事（山
腹工）

とび・土工・コン工事

朝倉市黒川字疣目口

30,483,200

30,415,000

R1.11.5

（株）日さく九州営業
所

(1)（株）日さく九州営業所
(2)（株）共和テック
(3)（株）法研工業(辞退)

64 朝倉農林 佐田（３）地区治山工事（谷 土木一式工事
事務所
止工）

朝倉市佐田

20,974,800

20,966,000

R1.12.3

（株）川口建設

(1)（株）川口建設
(2)（株）渕上建設
(3)（株）中野建設

65 朝倉農林 千手地区治山工事（谷止
事務所
工ほか）

土木一式工事

朝倉市千手

40,299,600

40,260,000

R1.12.11

（株）泉組

(1)（株）泉組
(2)（株）平田組
(3)（株）才田組

66 八幡農林 揚水機補修工事（若松工
事務所
区）

機械器具設置工事

遠賀郡遠賀町大字若松

31,563,400

28,055,500

R1.10.8

アイム電機工業（株）

(1)（株）菅原
(2)（株）ドーワテクノス
(3)（株）乗富鉄工所
(4)アイム電機工業（株）(くじ決定)
(5)（株）ケイ・イー・エス
(6)（株）ケイ・エスクラフト工業(辞退)
(7)三伸機設（株）(辞退)
(8)進栄工業（株）

67 八幡農林 給水栓補修工事
事務所

管工事

遠賀郡芦屋町大字芦屋ほ
か

5,886,100

5,138,100

R1.11.12

（株）河村建設

(1)芦屋産業（株）(辞退)
(2)（株）佐藤商店
(3)（株）福田工務店
(4)（株）村上工務店
(5)（有）吉田工務店(辞退)
(6)（株）河村建設
(7)（有）環境整備センター(辞退)
(8)フルヤ工業（有）(辞退)
(9)（有）太陽設備工業(辞退)
(10)ヒヤムタ興産（株）(辞退)

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

68 八幡農林 金久曽（２）地区治山工事
事務所
（谷止工）

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

土木一式工事

遠賀郡岡垣町大字高倉字
金久曽（２）

33,765,600

29,790,200

R1.10.1

（有）潮建設

(1)（有）潮建設
(2)永順産業（株）(辞退)
(3)久米建設（株）(辞退)
(4)（株）東陽建工(辞退)
(5)（有）御館建設(辞退)
(6)明秀産業（株）
(7)（株）友和建設(辞退)
(8)（株）東洋建設(辞退)
(9)（有）タカネ建設工業(辞退)
(10)（株）進建(辞退)
(11)日慶建設（株）(辞退)
(12)（有）松本技建(辞退)
(13)（株）河村建設(辞退)
(14)（有）三建建設(辞退)
(15)（有）大樹建設(辞退)

69 八幡農林 畑地区治山工事（谷止工） 土木一式工事
事務所

北九州市小倉南区大字道
原字畑

33,959,200

32,450,000

R1.10.25

（株）ビルテクノ

(1)（有）創新建設(辞退)
(2)（有）寺崎組(辞退)
(3)（株）守恒造園建設
(4)山栄建設（有）(辞退)
(5)（株）木村建設(辞退)
(6)（株）小田組(辞退)
(7)伸倖産業（株）(辞退)
(8)三和土木造園（株）(辞退)
(9)（株）建光(辞退)
(10)立岩開発（有）(辞退)
(11)創和(辞退)
(12)（株）ビルテクノ
(13)（株）ダイワ建設(辞退)

70 八幡農林 県立小倉高等学校緑化工 造園工事
事務所
事

北九州市小倉北区愛宕２
丁目県立小倉高等学校

9,980,300

8,704,300

R1.11.18

（株）ＳＡＮＥＩ

(1)（株）九州造園
(2)（株）西日本緑化(辞退)
(3)岡崎建工（株）
(4)（有）エコーエン(辞退)
(5)（株）ネーブルグリーン(辞退)
(6)（株）ＳＡＮＥＩ(くじ決定)

71 八幡農林 畑観音地区治山工事（山
事務所
腹工）

土木一式工事

北九州市八幡西区大字畑
字畑観音

3,339,600

2,902,900

R1.12.25

アサヒ建設

(1)（有）村田建設工業(辞退)
(2)（有）くきなみ建設(辞退)
(3)（有）トータルインフラテック(辞退)
(4)（有）シンコウ建設(辞退)
(5)越智建工(辞退)
(6)中島土木
(7)アサヒ建設

72 八幡農林 本村地区治山工事（山腹
事務所
工）

土木一式工事

北九州市若松区大字小石
字本村

28,804,600

28,523,000

R1.11.5

（有）平田建設

(1)（株）西幸工務店(辞退)
(2)（有）東雲組(辞退)
(3)（有）平田建設

73 八幡農林 平尾町地区治山工事（山
事務所
腹工）

とび・土工・コン工事

北九州市八幡西区平尾町

3,106,400

3,080,000

R1.11.13

（株）日本テクノ

(1)（株）日本テクノ
(2)（株）Ｋ・Ｋ(辞退)
(3)九州防災メンテナンス（株）(辞退)

74 八幡農林 恒見地区治山工事（山腹
事務所
工）

土木一式工事

北九州市門司区大字恒見

7,085,100

7,084,000

R1.12.24

（株）大幸組

(1)（株）大幸組
(2)（株）小田組(辞退)
(3)伸倖産業（株）(辞退)

75 飯塚農林 掛橋地区治山工事（谷止
事務所
工）

土木一式工事

嘉麻市桑野字掛橋

62,428,300

62,428,300

R1.12.4

（株）上瀧組

(1)（株）上瀧組
(2)（株）日工
(3)（株）高瀬組(辞退)

76 飯塚農林 ゲート製作据付工事
事務所

鋼構造物工事

宮若市黒丸

6,721,000

6,031,300

R1.10.7

開成工業（株）福岡営
業所

(1)（株）ミゾタ福岡支店
(2)大同機工（株）福岡営業所
(3)開成工業（株）福岡営業所(くじ決定)
(4)高宮鐵工（株）
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）

77 飯塚農林 ゲート製作据付工事
事務所

鋼構造物工事

田川市大字夏吉

10,127,700

9,161,900

R1.10.15

（株）田中鉄工所福岡
営業所

(1)（株）乗富鉄工所
(2)（株）大坪鉄工
(3)（株）協和製作所福岡営業所
(4)（株）田中鉄工所福岡営業所(くじ決定)
(5)日新産業（株）
(6)直方工業（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

78 飯塚農林 水路工事（泉河内迎原水
事務所
路２・３工区）

土木一式工事

嘉麻市嘉穂才田

40,516,300

35,997,500

R1.10.21

山栄建設

(1)（株）日工(辞退)
(2)松俵建設（株）(辞退)
(3)（株）坂口建設
(4)（有）児玉建設(辞退)
(5)（有）大親建設(辞退)
(6)山栄建設
(7)（有）伏貫産興(辞退)
(8)（有）サトウ土木(辞退)
(9)石山技建(辞退)
(10)（有）福コーポレーション(辞退)

79 飯塚農林 水路工事（泉河内迎原水
事務所
路５・６工区）

土木一式工事

嘉麻市泉河内

47,140,500

47,102,000

R1.10.21

（有）伏貫産興

(1)（株）日工(辞退)
(2)松俵建設（株）(辞退)
(3)（株）坂口建設
(4)（有）児玉建設(辞退)
(5)（有）大親建設(辞退)
(6)山栄建設(辞退)
(7)（有）伏貫産興
(8)（有）サトウ土木(辞退)
(9)石山技建
(10)（有）福コーポレーション(辞退)

80 飯塚農林 ため池付帯工事
事務所

土木一式工事

宮若市山口

9,058,500

7,912,300

R1.10.25

（株）丸忠産業

(1)（有）中部産業(辞退)
(2)早川産業（株）
(3)（株）丸忠産業
(4)（有）サン企画(辞退)
(5)（株）花田工業

81 飯塚農林 林道豊前坊線２－３工区開 土木一式工事
事務所
設工事

田川郡添田町大字津野

47,748,800

45,100,000

R1.10.4

（株）谷口組

(1)（有）杉本建設(辞退)
(2)（株）谷口組
(3)（有）筑添建設(辞退)
(4)（有）隆将カンパニー(辞退)
(5)（株）大和土木(辞退)
(6)（株）丸建
(7)（株）湊建設
(8)（株）浦野組(辞退)

82 飯塚農林 安眞木地区治山工事（谷
事務所
止工）

土木一式工事

田川郡川崎町大字安眞木

25,408,900

25,408,900

R1.10.11

（有）徳州建設

(1)（有）滝建設(辞退)
(2)（有）新栄建設(辞退)
(3)中野工務店（株）(辞退)
(4)（有）松田工業(辞退)
(5)（有）新生工業(入札無効)
(6)（有）村上開発(辞退)
(7)（株）タキモト(辞退)
(8)（有）徳州建設

83 飯塚農林 安眞木地区治山工事（山
事務所
腹工）

とび・土工・コン工事

田川郡川崎町大字安眞木

12,185,800

12,177,000

R1.12.10

（有）タオ

(1)（株）日本総建(辞退)
(2)（株）法研工業
(3)（株）藤本工務店(辞退)
(4)（株）浦野組(辞退)
(5)（有）稲友建設(辞退)
(6)（有）松尾工業(辞退)
(7)（有）タオ
(8)（株）Ｊ．Ｂ(辞退)

84 筑後農林 ゲート製作据付工事
事務所

鋼構造物工事

八女郡広川町大字一條

259,208,400

228,462,300

R1.10.8

（株）乗富鉄工所

(1)西田鉄工（株）福岡営業所
(2)日東河川工業（株）九州営業所(辞退)
(3)（株）ミゾタ福岡支店
(4)（株）乗富鉄工所
(5)開成工業（株）福岡営業所(入札無効)
(6)日新産業（株）

85 筑後農林 ため池工事
事務所

土木一式工事

筑後市大字西牟田

71,056,700

63,251,100

R1.10.8

田島土木工業（株）

(1)（株）柿原組(辞退)
(2)冨士建設工業（株）(辞退)
(3)（株）むつみ工業
(4)田島土木工業（株）
(5)（株）大豊実業
(6)（株）幸龍(辞退)

86 筑後農林 堰体補修工事
事務所

土木一式工事

みやま市瀬高町本郷

74,404,000

65,454,400

R1.10.7

（株）幸龍

(1)（株）柿原組
(2)冨士建設工業（株）
(3)（株）幸龍

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

87 筑後農林 水路工事（農用排平田工
事務所
区）

土木一式工事

八女市平田

25,760,900

24,530,000

R1.10.2

（有）ミキ企画

(1)（有）ミキ企画
(2)針組(辞退)
(3)（有）喜水
(4)（株）ホクショウ
(5)（株）牛島工業(辞退)
(6)大石組

88 筑後農林 護岸工事（対米１工区）
事務所

土木一式工事

柳川市佃町

46,910,600

45,408,000

R1.10.2

堤工業（株）

(1)（株）菊次組
(2)コガ信工業（有）
(3)（有）山田土木(辞退)
(4)（有）英興建設
(5)（有）共栄建設
(6)（株）廣松組
(7)堤工業（株）
(8)（株）宝栄工業(辞退)

89 筑後農林 水路工事（四ツ枝１工区、
事務所
堺１工区）

土木一式工事

筑後市大字四ケ所

42,722,900

42,460,000

R1.10.4

（株）丸欣

(1)（株）下川土木(辞退)
(2)（有）角組
(3)（有）西田組(辞退)
(4)（有）佐藤組(辞退)
(5)安達建設（株）(辞退)
(6)（有）内藤建設(辞退)
(7)（株）共栄組
(8)（株）丸欣

90 筑後農林 水路工事（農用排馬場工
事務所
区）

土木一式工事

八女市馬場

46,238,500

44,110,000

R1.10.3

平成建設（株）

(1)平成建設（株）
(2)（株）室園建設(辞退)
(3)豊建設（有）
(4)（株）イノウエハウジング
(5)（株）大藪建設
(6)（株）三晃建設
(7)（株）中島組
(8)諸冨造園

91 筑後農林 農道工事（鹿里線１工区）
事務所

土木一式工事

八女市星野村鹿里

40,247,900

38,610,000

R1.10.8

（株）山口組

(1)（株）原組
(2)（株）山口組
(3)（株）酒井組
(4)（有）橋村住設
(5)（有）合原組
(6)大坪建築（株）
(7)（株）黒木建設
(8)（有）井上工務店

92 筑後農林 水路工事（四ツ枝２）
事務所

土木一式工事

筑後市大字四ケ所

31,439,100

31,240,000

R1.10.9

（有）秋山産業

(1)下川産業（株）
(2)田島建設（有）(辞退)
(3)（株）古賀建設(辞退)
(4)井上重建(辞退)
(5)（有）秋山産業
(6)未来建設（株）(辞退)
(7)（有）吉建工業(辞退)
(8)（株）五醍建設(辞退)

93 筑後農林 仮設工事
事務所

土木一式工事

大牟田市大字櫟野

16,192,000

15,705,800

R1.10.11

（有）エイト工業

(1)（株）オクゾノ
(2)三大建設
(3)（有）栄光建設
(4)（有）エイト工業
(5)（株）祐誠(入札無効)
(6)（株）七高建設

94 筑後農林 排水機付帯機器更新工事 機械器具設置工事
事務所

柳川市橋本町

18,739,600

18,590,000

R1.10.17

（株）乗富鉄工所

(1)日東河川工業（株）九州営業所
(2)（株）ミゾタ福岡支店
(3)（株）乗富鉄工所
(4)開成工業（株）福岡営業所
(5)進栄工業（株）
(6)福永工業（株）(辞退)

95 筑後農林 水路工事（堺２）
事務所

筑後市大字四ケ所

35,985,400

35,200,000

R1.10.16

池田建設（株）

(1)池田建設（株）
(2)（株）下川土木
(3)（株）堤建設(辞退)
(4)（有）佐藤組
(5)安達建設（株）(辞退)
(6)井上重建
(7)（有）吉建工業(辞退)
(8)（株）共栄組

土木一式工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

96 筑後農林 排水機場工事
事務所

土木一式工事

みやま市高田町昭和開

22,093,500

21,648,000

R1.11.1

（株）永江組

(1)今村産業（株）
(2)（有）江崎建設
(3)瀬口開発（株）(辞退)
(4)（株）鍋田土木
(5)（有）松本組(辞退)
(6)（株）永江組

97 筑後農林 用水路工事
事務所

土木一式工事

みやま市高田町昭和開

23,097,800

22,550,000

R1.10.25

杉野産業（株）

(1)（株）大洋建設
(2)（株）飛龍建設
(3)（株）サンエイ土木
(4)（有）原田工務店
(5)（有）成清建設(辞退)
(6)杉野産業（株）

98 筑後農林 用水路工事
事務所

土木一式工事

みやま市高田町昭和開

23,196,800

22,616,880

R1.10.31

（株）隆工業

(1)（有）甲斐田建設
(2)（有）ユウキ
(3)（有）協和工業
(4)（株）林組
(5)（株）隆工業
(6)（株）丸大通商

99 筑後農林 護岸工事（谷垣２工区）
事務所

土木一式工事

柳川市大和町谷垣

47,483,700

42,386,300

R1.11.7

（株）藤木組

(1)（株）堤組(辞退)
(2)堤建設
(3)砥上建設（株）
(4)（株）平川建設(辞退)
(5)（株）藤木組(くじ決定)
(6)河野興業
(7)（有）藤井建設
(8)（有）小森建設

100 筑後農林 農道工事（上北本分線２工 土木一式工事
事務所
区）

八女市黒木町本分

40,497,600

38,390,000

R1.11.7

（株）黒木建設

(1)（株）原組
(2)（株）蒲池建設(辞退)
(3)（有）橋村住設(辞退)
(4)（有）合原組
(5)（株）黒木建設
(6)（有）井上工務店
(7)松尾建設工業（株）(辞退)
(8)（有）江田土木

101 筑後農林 水路工事（西小路）
事務所

土木一式工事

筑後市大字常用

27,192,000

26,917,000

R1.11.13

（株）共栄組

(1)（株）下川土木
(2)下川産業（株）
(3)田島建設（有）
(4)（株）堤建設
(5)井上重建(辞退)
(6)（株）共栄組

102 筑後農林 水路工事（井樋口）
事務所

土木一式工事

筑後市大字下妻

13,165,900

12,870,000

R1.11.15

（株）佐藤建設

(1)村上商店(辞退)
(2)安永セメント工業（有）
(3)（株）五醍建設(辞退)
(4)（株）鎌田工業(辞退)
(5)（株）深町組
(6)（株）佐藤建設

103 筑後農林 水路工事（大野島西）
事務所

土木一式工事

大川市大字大野島

39,966,300

39,050,000

R1.11.13

（有）大光永建設

(1)（株）光建設(辞退)
(2)（株）吉村組
(3)（有）古賀組
(4)響建設(辞退)
(5)（有）大栄建設
(6)（有）大光永建設
(7)（有）うめざき興業(辞退)
(8)（株）ＧーＢｅｓｔ(辞退)

104 筑後農林 用水機製作据付工事
事務所

機械器具設置工事

みやま市高田町昭和開

30,643,800

27,449,400

R1.11.14

（株）菅原

(1)（株）菅原(くじ決定)
(2)（株）クボタ九州支社(辞退)
(3)（株）ミゾタ福岡支店
(4)新明和工業（株）流体事業部営業本部九州支店
(5)（株）乗富鉄工所
(6)（株）鶴見製作所九州支店
(7)蔵田工業（株）
(8)（株）テクネ(辞退)

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

105 筑後農林 水路工事（光１工区）
事務所

工事
箇所

工事の種類
土木一式工事

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

八女市光

17,383,300

16,500,000

R1.11.20

諸冨造園

(1)（有）橋山建設工業
(2)橋村建設工業（有）(辞退)
(3)（株）塩塚組(辞退)
(4)（有）早見建設(辞退)
(5)諸冨造園
(6)大石組

106 筑後農林 農道（鹿里１線）、配水槽基 土木一式工事
事務所
礎（営農飲雑）工事

八女市星野村鹿里

34,423,400

33,385,000

R1.11.25

田中建設

(1)（株）溝上組(辞退)
(2)田中建設
(3)（有）弥栄工業(辞退)
(4)（有）井上工務店
(5)（有）中島土木(辞退)
(6)（有）小川組
(7)モリアキ建設（有）
(8)（株）クリア(辞退)

107 筑後農林 付帯工事
事務所

土木一式工事

八女市黒木町笠原外

3,911,600

3,795,000

R1.11.26

栗原造園

(1)栗原造園
(2)（有）ヤマト(辞退)
(3)緒方組
(4)斉藤造園(辞退)
(5)（有）スミ設備工業(辞退)

108 筑後農林 放流トンネル補修工事
事務所

とび・土工・コン工事

八女郡広川町大字水原

29,858,400

26,315,300

R1.11.28

九州防水（株）

(1)安藤工事（株）(辞退)
(2)（株）メンテック
(3)（株）ＳＮＣ(辞退)
(4)（株）トラスト工業
(5)寺崎工業（株）(辞退)
(6)九州防水（株）(くじ決定)

109 筑後農林 仮設道路工事
事務所

土木一式工事

八女郡広川町大字水原

6,113,800

5,918,000

R1.11.28

河野建設（株）

(1)野田建設（株）
(2)（株）中村組
(3)実義建設(辞退)
(4)（有）史祥建設
(5)河野建設（株）

110 筑後農林 水路工事（新田）
事務所

土木一式工事

大川市大字新田

31,384,100

31,130,000

R1.12.2

（株）中村技建

(1)（株）光建設(辞退)
(2)（株）吉村組(辞退)
(3)（株）田中工務店
(4)響建設(辞退)
(5)（有）大栄建設(辞退)
(6)（有）うめざき興業(辞退)
(7)（株）中村技建
(8)（株）ＧーＢｅｓｔ(辞退)

9,124,500

8,910,000

R1.12.2

（株）松尾組

(1)村上工務所
(2)渡辺組(辞退)
(3)（株）松尾組
(4)（株）松田組
(5)とも工業

111 筑後農林 水路工事（竹飯４号２工区） 土木一式工事
事務所

みやま市高田町竹飯

112 筑後農林 排水機製作据付工事
事務所

機械器具設置工事

みやま市高田町昭和開

26,105,200

23,617,000

R1.12.9

アイム電機工業（株）

(1)（株）電業社機械製作所九州支店(辞退)
(2)アイム電機工業（株）(くじ決定)
(3)（株）協和製作所福岡営業所
(4)（株）ケイ・イー・エス
(5)大管工業（株）(辞退)
(6)進栄工業（株）

113 筑後農林 水路工事（Ｉブロック）
事務所

土木一式工事

八女市黒木町笠原

20,227,900

19,800,000

R1.12.10

（有）小川組

(1)野中組（有）(辞退)
(2)（株）溝上組(辞退)
(3)針組(辞退)
(4)（有）酒井工業
(5)（有）小川組
(6)モリアキ建設（有）(辞退)

8,312,700

8,107,000

R1.12.11

とも工業

(1)村上工務所
(2)渡辺組(辞退)
(3)（株）松田組
(4)（株）三開永江組
(5)とも工業

114 筑後農林 水路工事（竹飯４号１工区） 土木一式工事
事務所

みやま市高田町竹飯

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

115 筑後農林 水路工事（室岡１工区）
事務所

土木一式工事

八女市室岡

22,519,200

22,198,000

R1.12.13

（株）石橋工業

(1)大坪建設（株）
(2)三洋道路（株）(辞退)
(3)豊建設（有）
(4)（有）弥栄工業(辞退)
(5)（株）石橋工業
(6)（株）ホクショウ(辞退)

116 筑後農林 付帯工事
事務所

ほ装工事

八女市黒木町笠原

13,131,800

12,540,000

R1.12.23

八女舗道（株）

(1)三洋道路（株）
(2)野中組（有）
(3)八女舗道（株）
(4)（有）酒井工業
(5)（有）江田土木
(6)瑞宝建設（株）

117 筑後農林 林道仁田坂～国武線２工
事務所
区開設工事

土木一式工事

八女市星野村字白萬

46,597,100

44,220,000

R1.10.16

（株）酒井組

(1)野中組（有）(辞退)
(2)（株）原組
(3)（株）吉開組
(4)（株）酒井組
(5)（株）黒木建設
(6)（有）井上工務店
(7)（有）酒井工業
(8)（有）江田土木

118 筑後農林 崩ノ先外地区治山工事（治 土木一式工事
事務所
山施設修繕工）

八女市星野村字崩ノ先外

20,715,200

20,020,000

R1.12.18

（株）山口組

(1)（有）野中建設(辞退)
(2)（株）山口組
(3)東和建設（株）(辞退)
(4)（株）中村組
(5)（有）井上工務店(辞退)
(6)（株）石崎組

119 筑後農林 電気設備点検整備工事
事務所

電気工事

八女郡広川町大字水原

7,306,200

7,260,000

R1.11.26

（株）明電エンジニア
リング九州支店

(1)（株）ミゾタ福岡支店(辞退)
(2)協和機電工業（株）福岡支店(辞退)
(3)（株）明電エンジニアリング九州支店

120 行橋農林 ほ場整備（７工区）工事
事務所

土木一式工事

行橋市大字道場寺

47,650,900

42,300,500

R1.10.3

（有）昇央建設

(1)（株）井本冷熱
(2)（有）大塚建材店
(3)（株）福森組
(4)村上海事（株）(辞退)
(5)（有）昇央建設(くじ決定)
(6)（株）有門組
(7)塩塚建設（株）
(8)大興開発（株）(辞退)

121 行橋農林 ほ場整備（８工区）工事
事務所

土木一式工事

行橋市大字道場寺

48,516,600

43,076,000

R1.10.8

（有）富田建設

(1)（有）能方設備
(2)（有）堀本建設
(3)（株）豊秀建設(辞退)
(4)（株）ナガイ
(5)（有）富田建設(くじ決定)
(6)（株）浜内工業
(7)（株）福森工業
(8)（有）出口建設(辞退)

122 行橋農林 水路工事
事務所

土木一式工事

豊前市大字松江

24,783,000

24,530,000

R1.10.21

松新建設（株）

(1)（株）石田組
(2)ミヤフサ建設（株）
(3)（有）矢鳴組
(4)（有）宮崎組
(5)（有）梶谷産業
(6)松新建設（株）

123 行橋農林 水路工事
事務所

土木一式工事

豊前市大字塔田

48,167,900

47,707,000

R1.11.7

ヤスタケ産業（株）

(1)松山建設（株）
(2)（株）ウエダ(入札無効)
(3)ヤスタケ産業（株）
(4)（株）豊成建設
(5)（株）尾家興産
(6)（有）共眞建設
(7)（有）吉田建設
(8)（株）釘丸建設

124 行橋農林 ゲート製作据付工事
事務所

鋼構造物工事

行橋市大字辻垣外

4,345,000

3,743,300

R1.12.3

開成工業（株）福岡営
業所

(1)（株）乗富鉄工所
(2)開成工業（株）福岡営業所(くじ決定)
(3)直方工業（株）
(4)高宮鐵工（株）
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

125 行橋農林 林道国見山線３－１工区開 土木一式工事
事務所
設工事

築上郡築上町大字真如寺

49,143,600

48,840,000

R1.11.22

（株）ウエダ

(1)松山建設（株）
(2)（株）ウエダ
(3)宮野建設（株）
(4)（株）豊成建設
(5)（株）山内工務店
(6)（株）田原工務店(辞退)
(7)（有）大長
(8)（有）豊進工建(辞退)

126 行橋農林 上矢山地区治山工事（山
事務所
腹工）

土木一式工事

京都郡みやこ町勝山上矢
山

6,857,400

6,798,000

R1.11.29

（有）ミヤタ創建

(1)村中土木
(2)（有）友成工業
(3)（有）ミヤタ創建
(4)（有）嶋田工業
(5)（株）利建(辞退)

127 行橋農林 大稗地区治山工事（流路
事務所
工）

土木一式工事

豊前市大字中川底字大稗

4,832,300

4,730,000

R1.12.26

福田建設

(1)（株）久保田組
(2)夕田組
(3)景明建設
(4)福田建設
(5)くしの創建

128 筑後川水 揚水機場建屋補修工事
系農地開
発事務所

建築一式工事

久留米市三潴町玉満

9,843,900

8,807,700

R1.10.2

安松建設（株）

(1)（株）テラシマ(辞退)
(2)（株）豊福組(辞退)
(3)井樋建設（株）(辞退)
(4)安松建設（株）(くじ決定)
(5)（株）樋口建設

129 筑後川水 舗装復旧工事
系農地開
発事務所

ほ装工事

筑後市大字折地

12,670,900

12,100,000

R1.10.7

大一舗道（株）

(1)東和建設（株）(辞退)
(2)進和舗道（株）
(3)大一舗道（株）
(4)（有）赤坂舗道
(5)（有）矢ケ部建設
(6)筑陽舗道

130 筑後川水 舗装復旧工事
系農地開
発事務所

ほ装工事

柳川市有明町

8,301,700

7,887,000

R1.10.9

（株）龍組

(1)昭和舗道（株）
(2)（株）松尾建設工業
(3)（株）鐘福組
(4)（株）共和建設
(5)（有）光陽建設
(6)（株）龍組

131 筑後川水 舗装復旧工事
系農地開
発事務所

ほ装工事

柳川市大和町豊原

9,381,900

9,075,000

R1.10.23

有明道路（株）

(1)有明道路（株）
(2)大和道路（株）
(3)（株）鐘福組
(4)（株）三和建設(辞退)
(5)（有）サンワ舗道
(6)九州舗道（株）

132 筑後川水 ゲート更新工事
系農地開
発事務所

鋼構造物工事

久留米市三潴町早津崎

2,634,500

2,229,700

R1.10.24

（株）大川鉄工

(1)（株）乗富鉄工所
(2)開成工業（株）福岡営業所
(3)（株）大坪鉄工
(4)（株）協和製作所福岡営業所
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）

133 筑後川水 建屋補修工事
系農地開
発事務所

建築一式工事

三潴郡大木町大字大角他

6,693,500

6,022,500

R1.11.11

シマ工業（株）

(1)（株）大坪鉄工(辞退)
(2)（有）江頭建設(辞退)
(3)（株）荻島組(辞退)
(4)（株）吉村組(辞退)
(5)（株）高口直建設
(6)（株）田中工務店(辞退)
(7)（株）大岡組(辞退)
(8)シマ工業（株）(くじ決定)
(9)（株）宝栄工業(辞退)

134 筑後川水 ポンプ更新工事
系農地開
発事務所

機械器具設置工事

筑後市大字津島他

39,963,000

35,332,000

R1.11.21

（株）鶴見製作所九州
支店

(1)（株）菅原
(2)（株）ミゾタ福岡支店
(3)（株）乗富鉄工所
(4)（株）鶴見製作所九州支店(くじ決定)
(5)（株）ケイ・イー・エス(辞退)
(6)蔵田工業（株）
(7)三伸機設（株）
(8)進栄工業（株）

備 考

所属別発注工事一覧表
（期間 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日）
（部：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

135 筑後川水 流入調整施設更新工事（４ 機械器具設置工事
系農地開 号ファームポンド）
発事務所

久留米市城島町下田

136 農林業総 本館・園芸エリア災害復旧 土木一式工事
合試験場 工事

137 農林業総 畜産エリア災害復旧工事
合試験場

予定価格
(円)

契約金額
(落札金額)
(円)

契約日

契約者名
(落札者名)

入札業者名
(見積参加業者名)

15,614,500

15,378,000

R1.12.4

（株）大川鉄工

(1)（株）菅原
(2)（株）乗富鉄工所
(3)アイム電機工業（株）(辞退)
(4)蔵田工業（株）
(5)三伸機設（株）
(6)（株）大川鉄工
(7)進栄工業（株）
(8)三池産業機械（株）(入札無効)

筑紫野市大字吉木

128,277,600

115,302,000

R1.12.2

亜細亜建設工業(株)

(1)亜細亜建設工業（株）
(2)（株）ティシーエー
(3)タダスエ建設（株）(辞退）
(4)（株）吉村産業(辞退）
(5)（株）宮尾組(辞退）
(6)荒川建設（株）(辞退）
(7)(有）古賀栄組(辞退）
(8)（株）三起工(辞退）
(9)丸三工業（株）(辞退）
(10)陽光建設（株）(辞退）
(11)（株）中川組(辞退）
(12)（株）城建設(辞退）
(13)ココウフ・フィールド（株）(辞退）
(14)古賀建設（株）(辞退）
(15)見城建設（株）(辞退）
(16)エトウ建設（株）(辞退）
(17)（株）オカトク㈱(辞退）
(18)（株）塩月工業(辞退）
(19)三軌建設（株）(辞退）
(20)（株）雄組(辞退）

筑紫野市大字吉木

69,088,800

61,798,000

R1.12.2

大晃産業(株)

(1)亜細亜建設工業（株）（入札無効）
(2)陽光建設（株）（辞退）
(3)タダスエ建設（株）（辞退）
(4)（株）宮尾組（辞退）
(5)（株）吉村産業（辞退）
(6)（株）中川組（辞退）
(7)（株）雄組（辞退）
(8)荒川建設（株）（辞退）
(9)(有）古賀栄組（辞退）
(10)（株）野口土木（辞退）
(11)（株）田中組（辞退）
(12)（株）矢ヶ部開発（辞退）
(13)大晃産業（株）
(14)成信建設（株）（辞退）
(15)（有）嘉起嶋土木工業（辞退）

138 農林業総 ブロック塀撤去・フェンス新 とび・土工・コンクリート工
合試験場 設工事
事

筑紫野市大字吉木

4,257,000

3,839,000

R1.12.24

（株）野崎組

139 農林業総 肉用牛舎新築工事
建築一式工事
合試験場
140 農業大学 福岡県農業大学校堆肥舎 建築一式工事
校
新築工事

筑紫野市大字吉木

202,350,000

202,290,000

R1.12.10

（株）才田組

(1)（株）日向工業
(2)丸源産業（株）
(3)（株）伸光（辞退）
(4)（株）藤野基礎（辞退）
(5)環境筑紫（株）（入札無効）
(6)（株）野崎組
(1)（株）才田組
(2)（株）伊佐工務店(辞退）

筑紫野市大字吉木

22,804,100

22,638,000

R1.12.5

（有）大和工務所

土木一式工事

(1)桜田建設
(2)（株）共栄（辞退）
(3)（株）トクダコーポレーション（辞退）
(4)（株）アラツホーム（辞退）
(5)（有）大和工務所
(6)（有）タクミホーム（辞退）

備 考

