所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日 ）
（部局名：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)

125,750,900

111,333,200

R3.2.22

（株）藤原組

(1)アスミオ．（株）
(2)亮誠建設（株）
(3)福山総合建設（株）
(4)岩崎建設（株）
(5)（株）藤原組

14,999,600

13,165,900

R3.1.15

（株）日本総建

(1)（株）宗友建設
(2)（株）宗像建設(辞退)
(3)（株）中野組(辞退)
(4)（株）吉田産業(辞退)
(5)（株）日本総建
(6)（株）元田組(辞退)

8,133,400

7,108,200

R3.1.15

（有）ＣＥテック

(1)（有）ウメダ
(2)（株）古山土木(辞退)
(3)（有）ＣＥテック(くじ決定)
(4)（株）花田重機建設(辞退)
(5)（有）明徳工業

宗像市吉田字山ノ上

13,456,300

11,660,000

R3.1.18

（株）ジャパン

(1)大晃産業（株）(辞退)
(2)（株）テクノスグリーン(辞退)
(3)（株）明和テクニカル(辞退)
(4)（株）ハマダ緑研(辞退)
(5)（株）大竹フェンス商会(辞退)
(6)（有）九総開発
(7)（株）ジャパン

福岡農林 萩原地区治山工事（Ｎｏ．５ 土木一式工事
事務所
谷止工）

筑紫野市大字萩原

42,785,600

42,768,000

R3.3.25

（株）田中組

(1)大晃産業（株）(辞退)
(2)（株）中川組
(3)（株）野口土木(辞退)
(4)（株）矢ヶ部開発(辞退)
(5)（株）雄組(辞退)
(6)（株）田中組
(7)（有）古賀栄組(辞退)
(8)荒川建設（株）(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)亜細亜建設工業（株）(辞退)

福岡農林 西山地区治山工事（Ｎｏ．２ 土木一式工事
事務所
谷止工）

福岡市早良区大字東入部
字西山

33,459,800

32,780,000

R3.3.25

岡崎産業（株）

(1)岡崎産業（株）
(2)隈組（有）(辞退)
(3)（有）博陽建設
(4)（有）龍英建設(辞退)
(5)（有）広武建設
(6)（株）原田土木
(7)（有）八洲工業
(8)（株）田中興発
(9)（株）エディモス(失格)

1

水産局水 魚礁設置工事 筑前沖合
産振興課 域漁場（沖合５工区）

土木一式工事

筑前海 宗像市沖

2

福岡農林 付帯工事
事務所

土木一式工事

宗像市三郎丸

3

福岡農林 仮設撤去工事
事務所

土木一式工事

福津市大石

4

福岡農林 山ノ上地区治山工事（山腹 とび・土工・コン工事
事務所
工）

5

6

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日 ）
（部局名：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)

7

福岡農林 二丈福井１工区地区治山
事務所
工事（防潮工）

土木一式工事

糸島市二丈福井１工区

49,105,100

43,667,800

R3.3.26

藤田建設（株）

(1)建秀ブロック（株）(辞退)
(2)鈴木建設（株）
(3)中村組（株）
(4)（株）西原建設(辞退)
(5)藤田建設（株）(くじ決定)
(6)松吉建設（株）
(7)（有）森田商会
(8)（株）米本組(辞退)
(9)（有）兵頭組
(10)松隈重機工業（株）
(11)（株）高木建設
(12)（株）吉建(辞退)
(13)（株）テンホウ建設
(14)（株）へいせい(辞退)
(15)（株）田中組(辞退)

8

福岡農林 二丈福井２工区地区治山
事務所
工事（防潮工）

土木一式工事

糸島市二丈福井２工区

49,489,000

44,017,600

R3.3.29

鈴木建設（株）

(1)建秀ブロック（株）(辞退)
(2)鈴木建設（株）(くじ決定)
(3)中村組（株）
(4)（株）西原建設(辞退)
(5)藤田建設（株）(辞退)
(6)松吉建設（株）
(7)（有）森田商会
(8)（株）米本組(辞退)
(9)（有）兵頭組
(10)松隈重機工業（株）
(11)（株）高木建設
(12)（株）吉建
(13)（株）テンホウ建設
(14)（株）へいせい(辞退)
(15)（株）田中組(辞退)

ほ場整備（１１工区）工事

土木一式工事

三井郡大刀洗町大字山隈

96,033,300

96,030,000

R3.2.3

（有）秋山組

(1)（有）秋山組

ほ場整備（１０工区）工事

土木一式工事

三井郡大刀洗町大字山隈

109,529,200

109,230,000

R3.2.4

（有）秋山重建

(1)（有）秋山重建

付帯工事（森部２、３、４
秋成森部１、２）

土木一式工事

久留米市田主丸町森部外

18,674,700

18,304,000

R3.1.8

（有）久大建設

(1)（株）筑邦組(辞退)
(2)（株）田主丸舗道(辞退)
(3)梓建設（株）(辞退)
(4)（有）田中通信建設
(5)（有）久大建設
(6)かっぱ土木(辞退)
(7)生野重機（株）(辞退)

12 朝倉農林 玉来地区治山工事（スリッ 土木一式工事
事務所
トダム工）

朝倉郡東峰村大字小石原
鼓字玉来

139,811,100

139,700,000

R3.1.14

（有）伊藤産業

(1)（株）クスコ(辞退)
(2)（株）筑邦組(辞退)
(3)（株）渕上建設(辞退)
(4)武藤建設（株）(辞退)
(5)（株）向江組(辞退)
(6)西見総業（株）(辞退)
(7)（株）西野組(辞退)
(8)（株）ヒタヤ(辞退)
(9)（株）梶原組(辞退)
(10)（有）松本建設(辞退)
(11)サカイ工業（株）(辞退)
(12)（株）高橋組(辞退)
(13)（有）伊藤産業
(14)（有）坂本組
(15)（株）中村建材工業
(16)（有）大石産業(辞退)
(17)（有）田中通信建設(辞退)
(18)（株）井手組(辞退)
(19)永井土木（株）(辞退)
(20)仲道建設（株）(辞退)

9

朝倉農林
事務所
10 朝倉農林
事務所
11 朝倉農林
事務所

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日 ）
（部局名：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)

13 朝倉農林 コンクリート補修工事
事務所

塗装工事

佐賀県三養基郡みやき
町天建寺

4,804,800

4,419,800

R3.1.18

（有）アステック福岡

(1)西友建装（株）
(2)（株）ＡＦＦＥＣＴ(辞退)
(3)（有）アステック福岡(くじ決定)
(4)（株）建楽(辞退)
(5)（株）誠和興建(辞退)

14 朝倉農林 山ノ下（１）地区治山工事
事務所
（谷止工）

土木一式工事

朝倉市佐田字山ノ下（１）

41,026,700

40,150,000

R3.2.1

（有）武土木建設

(1)（株）郷原組(辞退)
(2)（株）筑邦組(辞退)
(3)東建舗道（株）(辞退)
(4)（株）渕上建設(辞退)
(5)（株）西野組(辞退)
(6)（株）原工業(辞退)
(7)（有）耳納建設(辞退)
(8)（株）一伸工業(辞退)
(9)（株）一典工業(辞退)
(10)（株）ウシジマ
(11)（有）清水興産(辞退)
(12)（株）尾畑建設
(13)（有）武土木建設
(14)（株）才田組
(15)（株）羽野組(辞退)
(16)（株）藤弘建設(辞退)

15 朝倉農林 防火水槽設置工事（小川、 土木一式工事
事務所
隈）

久留米市田主丸町船越外

17,915,700

17,545,000

R3.2.2

生野重機（株）

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

16 朝倉農林 犬岳（３）外地区治山工事
事務所
（山腹工）

とび・土工・コン工事

朝倉市杷木赤谷字犬岳
（３）外

18,117,000

15,886,200

R3.2.3

（有）新浜産業

(1)（株）共和テック(辞退)
(2)（株）ケイリン開発(辞退)
(3)（株）セイケン
(4)ミクニ建設（株）
(5)新善テック（株）(辞退)
(6)（株）春田建設
(7)（有）稲友建設
(8)（有）松尾工業
(9)福岡総合開発（株）(辞退)
(10)（株）ジャパン(辞退)
(11)（有）タオ
(12)（有）新浜産業(くじ決定)

17 朝倉農林 牟田（１）外地区治山工事
事務所
（谷止工）

土木一式工事

朝倉市佐田字牟田（１）外

91,023,900

90,090,000

R3.2.18

梓建設（株）

(1)（株）中央建設工業
(2)堤土木（株）(辞退)
(3)（株）平田組(辞退)
(4)久富建設（株）(辞退)
(5)西見総業（株）(辞退)
(6)（株）岡嶋建設(辞退)
(7)（株）柿原建設(辞退)
(8)昭栄建設（株）(辞退)
(9)濱崎建設（株）(入札無効)
(10)（株）安達組(辞退)
(11)東雲建設（株）(辞退)
(12)（有）秋吉組(入札無効)
(13)梓建設（株）
(14)山一建設工業（株）(辞退)
(15)（株）中野建設(辞退)
(16)（株）権藤建設(辞退)
(17)（有）原田(辞退)
(18)（有）風成(辞退)
(19)（有）賀和運送(辞退)
(20)空閑工務店(入札無効)

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日 ）
（部局名：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)

18 朝倉農林 黒松（４）地区治山工事（山 とび・土工・コン工事
事務所
腹工）

朝倉市黒川字黒松（４）

35,853,400

31,696,500

R3.2.24

（株）フジイ

(1)日本地研（株）(辞退)
(2)日本建設技術（株）福岡支店(辞退)
(3)（株）共和テック(辞退)
(4)（株）マキノグリーン九州支店
(5)新技術工営（株）(辞退)
(6)（株）友建
(7)松本建設
(8)新善テック（株）
(9)（株）フジイ(くじ決定)
(10)崎村組
(11)（株）浦野組
(12)（株）九州マツオ
(13)福岡総合開発（株）(辞退)
(14)（株）Ｊ．Ｂ
(15)九州防災メンテナンス（株）
(16)（有）新浜産業

19 朝倉農林 林道高木線２工区開設工
事務所
事

土木一式工事

朝倉市佐田

45,062,600

44,110,000

R3.3.5

（株）平田組

(1)（株）浦設備工業
(2)（株）平田組
(3)（株）一伸工業(辞退)
(4)（株）一典工業(辞退)
(5)（株）平野建設(辞退)
(6)（有）西村技建(辞退)
(7)森部建設（株）
(8)（株）古賀組(辞退)

20 朝倉農林 除塵機等補修工事
事務所

機械器具設置工事

佐賀県三養基郡みやき
町天建寺

25,294,500

22,884,400

R3.3.24

開成工業（株）福岡営
業所

(1)（株）ミゾタ福岡支店
(2)（株）乗富鉄工所
(3)開成工業（株）福岡営業所(くじ決定)
(4)（株）ケイ・エスクラフト工業(辞退)
(5)日新産業（株）
(6)進栄工業（株）

21 朝倉農林 防火水槽設置工事（三角、 土木一式工事
事務所
筒井）

久留米市田主丸町恵利外

19,595,400

19,162,000

R3.3.25

（有）田中通信建設

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

22 朝倉農林 安谷（２）地区治山工事（護 土木一式工事
事務所
岸工）

朝倉市佐田字安谷（２）

23,855,700

23,012,000

R3.3.25

（有）石井建設

(1)（株）浦設備工業
(2)昭栄建設（株）
(3)（株）原工業(入札無効)
(4)（有）秋重建設(辞退)
(5)（有）石井建設
(6)（株）エフ・テクノ(辞退)
(7)（有）風成(辞退)
(8)（有）賀和運送(辞退)
(9)（有）西村技建(辞退)
(10)（株）はらの(辞退)
(11)空閑工務店(辞退)
(12)（株）佑建(辞退)

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日 ）
（部局名：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)

23 朝倉農林 坂ノ下地区治山工事（山腹 とび・土工・コン工事
事務所
工）

朝倉市荷原字坂ノ下

33,515,900

29,590,000

R3.3.29

福岡総合開発（株）

(1)日本地研（株）
(2)（株）ニチボー
(3)国土防災技術（株）福岡営業所
(4)日本乾溜工業（株）
(5)大栄開発（株）福岡支店
(6)新日本グラウト工業（株）
(7)九州日植（株）
(8)（株）共和テック
(9)久米建設（株）(入札無効)
(10)（株）法研工業
(11)新善テック（株）
(12)不二グラウト工業（株）
(13)福岡総合開発（株）(くじ決定)
(14)武巳建設（株）
(15)（株）九州緑化産業
(16)（有）新浜産業

24 朝倉農林 堰体工事
土木一式工事
事務所
25 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

小郡市津古

13,301,200

13,200,000

R3.3.24

（株）福田組

(1)（株）福田組

田川郡添田町大字津野

46,923,800

45,430,000

R3.2.12

（株）森下組

(1)（株）谷口組(辞退)
(2)（有）筑添建設(辞退)
(3)（株）馬場組
(4)（株）森下組
(5)（有）隆将カンパニー(辞退)
(6)（株）丸建
(7)（株）浦野組(辞退)
(8)（株）石橋組(辞退)
(9)（株）鈴見組

26 飯塚農林 林道熊ヶ畑・安真木線２工 土木一式工事
事務所
区開設工事

嘉麻市熊ヶ畑

48,129,400

42,704,200

R3.3.8

オリジンジャパン（株）

(1)（株）吉国組
(2)西建設工業（株）(辞退)
(3)友信建設（株）
(4)（株）あさひ産業
(5)美林建設（株）(辞退)
(6)石原建設（株）(辞退)
(7)（有）前建工業(辞退)
(8)（有）山建(辞退)
(9)オリジンジャパン（株）

27 飯塚農林 吉木山（１６）地区治山工事 土木一式工事
事務所
（Ｎｏ．３谷止工）

田川郡添田町大字落合字
吉木山（１６）

25,997,400

25,608,000

R3.3.29

佐藤工事（株）

(1)佐藤工事（株）
(2)（有）筑添建設
(3)（株）前田組(辞退)
(4)（株）小峠組(辞退)
(5)（有）白石建設(入札無効)
(6)（有）佐護組(入札無効)
(7)（株）浦野組(辞退)
(8)（有）田中工業(辞退)
(9)（有）氏本組(入札無効)

28 飯塚農林 吉木山（１３）地区治山工事 土木一式工事
事務所
（Ｎｏ．１谷止工）

田川郡添田町大字落合字
吉木山（１３）

45,373,900

44,000,000

R3.3.31

（株）馬場組

(1)旭工業（株）(辞退)
(2)（株）馬場組
(3)（株）丸建
(4)（有）三栄産業
(5)（株）湊建設
(6)清水丸源建設（株）(辞退)
(7)（株）浦野建設(辞退)
(8)（株）鈴見組(辞退)

29 筑後農林 林道仁田坂～国武線１工
事務所
区開設工事

八女市 星野村字原 外

91,818,100

88,000,000

R3.1.25

（株）吉開組

(1)（株）吉開組

土木一式工事

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日 ）
（部局名：農林水産部）
番号 事務所名

工事名

工事の種類

工事
箇所

30 筑後農林 葛平（２）地区治山工事（山 とび・土工・コン工事
事務所
腹工）

八女市上陽町久木原字葛
平（２）

31 筑後農林 堰体補修工事
事務所

みやま市瀬高町本郷

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)

117,234,700

103,434,100

R3.3.17

日本地研（株）

(1)日本地研（株）
(2)（株）ニチボー
(3)大栄開発（株）福岡支店
(4)日本基礎技術（株）九州支店
(5)新日本グラウト工業（株）

5,425,200

5,148,000

R3.1.7

（株）幸龍

(1)大渕組(辞退)
(2)太神工業(入札無効)
(3)（有）松尾左建
(4)（株）幸龍
(5)豊福造園土木(辞退)

32 筑後農林 営農飲雑用水施設（鹿里） 土木一式工事
事務所
工事

八女市星野村

46,025,100

44,165,000

R3.1.12

（株）山口組

(1)（株）原組(辞退)
(2)（株）山口組
(3)（株）吉開組
(4)大坪建築（株）
(5)（有）井上組(辞退)
(6)（有）小川組
(7)（有）江田土木
(8)日伸建設（株）

33 筑後農林 茂登山外地区治山工事
事務所

土木一式工事

大牟田市大字上内字茂登
山外

47,928,100

46,728,000

R3.1.12

（有）日栄工業

(1)（株）地工建設
(2)（有）日栄工業
(3)（株）西田総建
(4)（株）原田建設
(5)（有）荒木建設
(6)（株）オクゾノ
(7)（株）中河原建設
(8)（有）本村組
(9)（有）平原建設(辞退)
(10)（有）エイト工業
(11)のぼる技建（株）
(12)（株）瀬口組

34 筑後農林 以後平２工区地区治山工
事務所
事（山腹工）

とび・土工・コン工事

八女市星野村字以後平２
工区

43,041,900

38,083,100

R3.1.12

（株）日本総建

(1)日本地研（株）(辞退)
(2)（株）ニチボー
(3)（株）共和テック
(4)（株）日本総建(くじ決定)
(5)（株）法研工業
(6)（株）緑研産業
(7)（株）藤本工務店
(8)新善テック（株）(辞退)
(9)不二グラウト工業（株）
(10)福岡総合開発（株）(辞退)
(11)武巳建設（株）
(12)（株）九州緑化産業

35 筑後農林 水路工事（室岡２）
事務所

土木一式工事

八女市室岡

32,996,700

31,460,000

R3.1.14

（有）ミキ企画

(1)三洋道路（株）
(2)平成建設（株）
(3)（株）室園建設(辞退)
(4)東和建設（株）(辞退)
(5)（有）ミキ企画
(6)（有）甲斐田組
(7)（有）喜水
(8)諸冨造園
(9)大石組(辞退)

備 考

所属別発注工事一覧表
（ 期間 令和３年１月１日 ～ 令和３年３月３１日 ）
（部局名：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)

36 筑後農林 水路付帯工事（吉開・富安 土木一式工事
事務所
工区）

柳川市三橋町吉開

7,232,500

7,040,000

R3.2.15

（有）只隈建設

(1)（有）只隈建設
(2)マサキ工業
(3)アジア商事（有）(入札無効)
(4)トウテン工業（株）(入札無効)
(5)（有）冨安英工業
(6)（有）セイコー綜合企画
(7)（有）藤木産業

37 筑後農林 付帯工事
事務所

土木一式工事

大牟田市昭和開

6,666,000

6,498,800

R3.2.24

（株）光陽

(1)（有）西田工務店
(2)（株）緑建興業
(3)（有）荒木建設
(4)（有）栄光建設
(5)（株）光陽

38 筑後農林 水路工事（北国武）
事務所

土木一式工事

八女市国武

15,375,800

15,125,000

R3.1.13

（株）ホクショウ

(1)（株）大藪建設
(2)（株）三晃建設
(3)（株）ホクショウ

39 行橋農林 帆柱地区治山工事Ｎｏ．２
事務所
谷止工（３工区）

土木一式工事

京都郡みやこ町犀川帆柱

33,348,700

32,846,000

R3.2.4

（有）福緑園

(1)鈴木建設（株）
(2)吉村組(辞退)
(3)（有）新栄建設
(4)（有）福緑園
(5)末廣
(6)（有）笹原
(7)（株）木下組
(8)（株）岡田設備

40 行橋農林 林道国見山線４－２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

40,360,100

40,117,000

R3.2.12

（有）大長

(1)松山建設（株）
(2)（株）豊成建設
(3)垣根建設
(4)（株）田原工務店
(5)（有）大長
(6)日豊建設（株）
(7)（有）豊進工建
(8)幸久建設（株）

41 行橋農林 横瀬地区２工区治山工事
事務所
（谷止工）

京都郡みやこ町犀川横瀬

29,759,400

29,150,000

R3.3.29

石橋総工業（株）

(1)原田建設
(2)石橋総工業（株）
(3)（有）新井組
(4)（有）清和産業
(5)ミヤコ工業
(6)（株）進組

土木一式工事

42 農林業総 農林業総合試験場本館１ 建築一式工事
合試験場 階 福祉型トイレ設置工事

筑紫野市大字吉木

4,572,700

4,105,200

R3.2.22

（株）ミキ建設

（１）（株）佐野建設
（２）（株）ミキ建設
（３）石松建設（有）（辞退）
（４）（株）トクダコーポレーション（辞退）
（５）旭匠（株）（辞退）
（６）（株）井上建設（辞退）
（７）（株）創拓（辞退）

43 農林業総 果樹２３号・２４号カキ園防 建築一式工事
合試験場 鳥ネット張替工事

筑紫野市大字阿志岐

8,679,000

8,679,000

R3.2.15

八女カイセー（株）

（１）八女カイセー（株）
（２）仲野賢司産業（株）（辞退）

備 考

