
（ 期間　令和４年４月１日　～　令和４年６月３０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)

備　考

1 水産局水
産振興課

覆砂工事　２６第１工区 土木一式工事   福岡有明海 227,194,000 203,228,300 R4.4.19 博多港管理・岡本土
木特定建設工事共同
企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体
(5)木原・野田特定建設工事共同企業体
(6)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(7)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体
(8)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体
(9)中村・砥上特定建設工事共同企業体
(10)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(11)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(12)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(13)九州総合・川本特定建設工事共同企業体

2 水産局水
産振興課

覆砂工事　２５第２工区 土木一式工事   福岡有明海 193,765,000 174,782,300 R4.4.15 中村・砥上特定建設
工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(9)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(10)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体
(11)中村・砥上特定建設工事共同企業体
(12)大豊・吉浦特定建設工事共同企業体
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(14)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体

3 水産局水
産振興課

覆砂工事　２５第３工区 土木一式工事   福岡有明海 193,281,000 174,335,700 R4.4.15 松山・廣瀬特定建設
工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(9)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(10)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体
(11)中村・砥上特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)大豊・吉浦特定建設工事共同企業体(辞退)
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(14)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体

4 水産局水
産振興課

覆砂工事　２１１（６）第１工
区

土木一式工事   福岡有明海 188,507,000 168,345,100 R4.4.19 若港・池間特定建設
工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体
(12)中村・砥上特定建設工事共同企業体(入札無効)
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(14)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体

所属別発注工事一覧表



（ 期間　令和４年４月１日　～　令和４年６月３０日 ）

（部局名：農林水産部）
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所属別発注工事一覧表

5 水産局水
産振興課

覆砂工事　２１１（６）第２工
区

土木一式工事   福岡有明海 188,023,000 167,906,200 R4.4.15 博多湾環境整備・宮
川特定建設工事共同
企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体
(12)中村・砥上特定建設工事共同企業体(入札無効)
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(14)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体

6 水産局水
産振興課

覆砂工事　２１１（６）第３工
区

土木一式工事   福岡有明海 181,302,000 163,484,200 R4.4.18 梅崎・辻特定建設工
事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)中村・砥上特定建設工事共同企業体(入札無効)
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(14)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体

7 水産局水
産振興課

覆砂工事　１４（１）第１工区 土木一式工事   福岡有明海 178,486,000 159,266,800 R4.4.18 九州総合・川本特定
建設工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体(入札無効)
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(13)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(14)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(15)九州総合・川本特定建設工事共同企業体

8 水産局水
産振興課

覆砂工事　１４（１）第２工区 土木一式工事   福岡有明海 176,627,000 157,588,200 R4.4.15 久保建・コンドー特定
建設工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体(辞退)
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体
(13)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(14)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(15)九州総合・川本特定建設工事共同企業体(入札無効)
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9 水産局水
産振興課

覆砂工事　４３第４工区 土木一式工事   福岡有明海 174,240,000 155,499,300 R4.4.19 宝栄・堤特定建設工
事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体(辞退)
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体(入札無効)
(13)宝栄・堤特定建設工事共同企業体
(14)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(15)九州総合・川本特定建設工事共同企業体(入札無効)

10 水産局水
産振興課

覆砂工事　８（２）第１工区 土木一式工事   福岡有明海 153,131,000 136,434,100 R4.4.20 地工・瀬口特定建設
工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体(辞退)
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)大豊・吉浦特定建設工事共同企業体(辞退)
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体(入札無効)
(14)堤・宝栄特定建設工事共同企業体(入札無効)
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体(入札無効)

11 水産局水
産振興課

覆砂工事　８（２）第２工区 土木一式工事   福岡有明海 151,349,000 136,186,600 R4.4.19 鍋田・伍大特定建設
工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体(辞退)
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体(入札無効)
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)大豊・吉浦特定建設工事共同企業体(辞退)
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体(入札無効)
(14)堤・宝栄特定建設工事共同企業体(入札無効)
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体(入札無効)

12 水産局水
産振興課

覆砂工事　４３第５工区 土木一式工事   福岡有明海 158,125,000 142,410,400 R4.4.21 大豊・吉浦特定建設
工事共同企業体

(1)若港・池間特定建設工事共同企業体(入札無効)
(2)江上・荻島特定建設工事共同企業体
(3)松鶴・新開特定建設工事共同企業体
(4)松山・廣瀬特定建設工事共同企業体(入札無効)
(5)梅崎・辻特定建設工事共同企業体(辞退)
(6)木原・野田特定建設工事共同企業体
(7)サカヒラ・豊秀特定建設工事共同企業体
(8)地工・瀬口特定建設工事共同企業体
(9)鍋田・伍大特定建設工事共同企業体
(10)博多港管理・岡本土木特定建設工事共同企業体(入札無効)
(11)博多湾環境整備・宮川特定建設工事共同企業体(入札無効)
(12)大豊・吉浦特定建設工事共同企業体
(13)久保建・コンドー特定建設工事共同企業体(入札無効)
(14)堤・宝栄特定建設工事共同企業体(入札無効)
(15)白海・塩塚特定建設工事共同企業体(辞退)
(16)九州総合・川本特定建設工事共同企業体(入札無効)
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13 水産局水
産振興課

魚礁設置工事　筑前沖合
域漁場（沖合８工区）

土木一式工事   宗像市地先 135,707,000 122,081,300 R4.4.20 （株）松本組 (1)（株）松本組
(2)アスミオ．（株）
(3)亮誠建設（株）
(4)久保建（株）(入札無効)
(5)吉浦海運（株）(入札無効)
(6)福山総合建設（株）
(7)岩崎建設（株）
(8)（株）藤原組

14 水産局水
産振興課

沖端漁港浚渫工事 しゅんせつ工事 柳川市吉富町外 26,466,000 25,630,000 R4.6.15 九州洗罐工事（株） (1)（株）荻島組
(2)九州洗罐工事（株）
(3)昭和舗道（株）(辞退)
(4)冨士建設工業（株）
(5)（株）待鳥建設
(6)（有）宮本組
(7)（株）古賀建設工業所
(8)（有）英興建設
(9)（有）野田土木
(10)（有）共栄建設
(11)大翔建設（株）

15 福岡農林
事務所

ゲート補修工事 鋼構造物工事 糸島市神在 132,862,400 132,000,000 R4.6.8 （株）丸島アクアシス
テム九州支店

(1)（株）丸島アクアシステム九州支店

16 福岡農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 宗像市上八 48,946,700 48,510,000 R4.5.16 （株）井上組 (1)（株）真鍋組
(2)（有）明和
(3)（有）刀根建設
(4)（株）木村組(辞退)
(5)（有）共栄土木
(6)（株）井上組
(7)（株）深田組
(8)福山総合建設（株）

17 福岡農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 宗像市山田 40,840,800 37,020,500 R4.6.6 （有）深町組 (1)（株）大島産業
(2)金本建設（株）
(3)（株）宗像建設(辞退)
(4)（株）中野組(辞退)
(5)（株）木村組(辞退)
(6)田中建設（株）
(7)（有）深町組(くじ決定)
(8)（株）梅田建設

18 福岡農林
事務所

ゲート補修工事 鋼構造物工事 糸島市二丈片山 48,370,300 46,750,000 R4.6.29 進栄工業（株） (1)（株）丸島アクアシステム九州支店
(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)（株）オーツボ
(6)（株）田中鉄工所福岡営業所
(7)日新産業（株）
(8)高宮鐵工（株）
(9)（株）大川鉄工
(10)進栄工業（株）
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19 福岡農林
事務所

山家地区治山工事（Ｎｏ．２
谷止工）

土木一式工事 筑紫野市大字山家 33,662,200 33,662,200 R4.4.1 （株）中野土木 (1)大晃産業（株）(辞退)
(2)（株）宮原土木建設(辞退)
(3)（株）矢ヶ部開発(辞退)
(4)木本建設（株）(辞退)
(5)（株）田中組(辞退)
(6)（有）古賀栄組
(7)成信建設（株）(辞退)
(8)（株）中野土木(くじ決定)
(9)（有）矢ヶ部石材(辞退)
(10)（株）野崎組(辞退)
(11)大野企業（株）(辞退)
(12)（株）畑中土木(辞退)

20 福岡農林
事務所

牛頸地区治山工事（管理
道修繕工）

とび・土工・コンクリート工
事

大野城市大字牛頸 5,292,100 5,280,000 R4.6.6 （株）明和テクニカル (1)東邦地下工機（株）
(2)大晃産業（株）(辞退)
(3)筑紫総合開発（株）(辞退)
(4)（株）明和テクニカル
(5)（株）ジャパン(辞退)

21 福岡農林
事務所

林道小葉山線２工区開設
工事

土木一式工事 糟屋郡篠栗町 大字萩尾 47,857,700 47,740,000 R4.6.30 （株）土屋組 (1)（株）ＳＮＣ(辞退)
(2)（株）城戸組
(3)（株）土屋組
(4)村山建設（株）(辞退)
(5)（株）廣田建設
(6)（株）折居産業建設
(7)（株）安武(辞退)
(8)（株）洪本建設

22 福岡農林
事務所

弘地区治山工事（谷止工） 土木一式工事 福岡市東区大字弘 40,703,300 40,260,000 R4.6.29 （株）福実 (1)九州総合建設（株）(辞退)
(2)（株）福実
(3)酒井建設（株）(辞退)

23 朝倉農林
事務所

石原地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 朝倉郡東峰村大字福井字
石原

71,399,900 71,390,000 R4.6.7 （株）ヒタヤ (1)（株）環境施設(辞退)
(2)（株）平田組(辞退)
(3)（株）ヒタヤ

24 朝倉農林
事務所

水利施設附帯工事 土木一式工事 朝倉市上浦他 20,874,700 20,350,000 R4.4.12 （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）平野建設
(4)（有）西村技建
(5)（有）澪天工業(辞退)
(6)（株）一輝建設(辞退)

25 朝倉農林
事務所

配水管工事（２ＲＢ） 土木一式工事 うきは市浮羽町山北 36,437,500 34,980,000 R4.6.21 （株）河津組 (1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（有）二子土木機工(辞退)
(3)（有）山崎建設(辞退)
(4)（株）生野組(辞退)
(5)（株）権藤建設(辞退)
(6)（有）天野緑化建設(辞退)
(7)（株）藤弘建設
(8)（株）河津組
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26 朝倉農林
事務所

椿原（１）地区治山工事（谷
止工）

土木一式工事 朝倉市佐田字椿原（１） 34,952,500 34,650,000 R4.4.5 石松建設（有） (1)（有）日高水道設備
(2)（株）協和工業(辞退)
(3)（有）秋吉組(辞退)
(4)（有）石井建設(辞退)
(5)石松建設（有）
(6)（株）一伸工業(辞退)
(7)（有）井上興業(辞退)
(8)（株）エフ・テクノ(辞退)
(9)（有）大石産業(辞退)
(10)（株）平野建設(入札無効)
(11)（有）小林建設(辞退)
(12)（有）風成(辞退)
(13)福岡総合開発（株）(辞退)
(14)（有）西村技建(辞退)
(15)永井土木（株）(辞退)
(16)（株）佑建

27 朝倉農林
事務所

館ノ裏地区治山工事（管理
道開設）

土木一式工事 朝倉市秋月野鳥字館ノ裏 49,538,500 48,510,000 R4.4.13 （株）泉組 (1)（株）泉組
(2)（株）郷原組(辞退)
(3)東建舗道（株）(辞退)
(4)（株）渕上建設
(5)西見総業（株）(辞退)
(6)（有）平山建設
(7)（株）時里組(辞退)
(8)（有）耳納建設(辞退)
(9)梓建設（株）(辞退)
(10)（株）ウシジマ(辞退)
(11)（株）尾畑建設(辞退)
(12)（有）田中通信建設(辞退)
(13)（有）武土木建設(辞退)
(14)（有）久大建設(辞退)
(15)（有）岡部建設(辞退)
(16)（株）河津組(辞退)

28 朝倉農林
事務所

林道五駄・土師山線１工区
開設工事

土木一式工事 朝倉郡東峰村 大字福井 42,594,200 41,690,000 R4.4.15 （株）ヒタヤ (1)（株）ヒタヤ
(2)（株）梶原組
(3)（有）伊藤産業(辞退)
(4)（株）梅野設備(辞退)
(5)（株）上成(辞退)
(6)（有）伊藤建設(辞退)
(7)（株）日野土木(辞退)
(8)（株）トクノ・ソウケン

29 朝倉農林
事務所

廣谷地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 朝倉市佐田字廣谷 38,556,100 38,500,000 R4.6.6 石松建設（有） (1)（株）倉地建設(辞退)
(2)（有）日高水道設備
(3)（有）石井建設(辞退)
(4)石松建設（有）
(5)（株）一伸工業(入札無効)
(6)（株）一典工業(辞退)
(7)（株）大内田組(辞退)
(8)（株）大内田組(辞退)
(9)（株）川上建設(辞退)

30 朝倉農林
事務所

木和田地区治山工事（谷
止工）

土木一式工事 朝倉市佐田字木和田 49,634,200 49,610,000 R4.6.21 （株）才田組 (1)（株）浦設備工業
(2)（株）渕上建設(辞退)
(3)（有）松本建設(辞退)
(4)東雲建設（株）(辞退)
(5)（株）ウシジマ(辞退)
(6)（株）尾畑建設(辞退)
(7)（株）才田組
(8)（株）川上建設(辞退)

31 八幡農林
事務所

排水機補修工事 機械器具設置工事 遠賀郡岡垣町大字吉木 151,643,800 151,580,000 R4.5.6 新菱工業（株）九州営
業所

(1)新菱工業（株）九州営業所
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32 飯塚農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 田川郡福智町神崎 120,060,600 109,517,100 R4.5.11 （株）石橋組 (1)（株）高瀬組
(2)（株）石橋組

33 飯塚農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 飯塚市仁保 35,041,600 34,870,000 R4.5.12 九営機工（株） (1)（株）川端組(辞退)
(2)（株）高森組(辞退)
(3)（資）藤井建設(辞退)
(4)松尾建設（有）(入札無効)
(5)大伸建設（株）(辞退)
(6)（株）関組(辞退)
(7)九営機工（株）
(8)（株）藤田建設

34 飯塚農林
事務所

ゲート製作据付工事 鋼構造物工事 飯塚市仁保 8,013,500 7,222,600 R4.6.15 日新産業（株） (1)（株）ミゾタ福岡支店
(2)（株）乗富鉄工所
(3)（株）田中鉄工所福岡営業所
(4)日新産業（株）(くじ決定)
(5)直方工業（株）
(6)（株）ウシジマ

35 飯塚農林
事務所

林道豊前坊線１－１工区開
設工事

土木一式工事 田川郡添田町大字津野 49,782,700 48,785,000 R4.4.4 （株）鈴見組 (1)佐藤工事（株）
(2)（有）筑添建設
(3)（有）隆将カンパニー(辞退)
(4)（株）丸建(辞退)
(5)（株）小峠組(辞退)
(6)（有）畠田建設(辞退)
(7)（株）浦野建設(辞退)
(8)（株）鈴見組

36 飯塚農林
事務所

林道豊前坊線１－２工区開
設工事

土木一式工事 田川郡添田町大字津野 46,823,700 45,320,000 R4.4.4 （株）森下組 (1)（株）馬場組(辞退)
(2)正木工業（株）
(3)（株）森下組
(4)（株）大和土木(辞退)
(5)（有）三栄産業(辞退)
(6)（株）湊建設
(7)（株）大場組(辞退)
(8)（株）浦野組

37 飯塚農林
事務所

吉木山（１７）地区治山工事
（谷止工）

土木一式工事 田川郡添田町大字落合字
吉木山（１７）

68,776,400 61,113,800 R4.4.25 （株）高瀬組 (1)旭工業（株）(辞退)
(2)（株）関野建設(辞退)
(3)（株）谷口組(辞退)
(4)光工業（株）(辞退)
(5)正木工業（株）
(6)（有）隆将カンパニー(辞退)
(7)（有）山口組(辞退)
(8)（株）大和土木(辞退)
(9)（株）小峠組
(10)（株）高瀬組
(11)（株）大場組
(12)清水丸源建設（株）(辞退)
(13)（株）鷹羽建設(入札無効)
(14)（株）石橋組
(15)（株）浦野建設(辞退)

38 飯塚農林
事務所

林道豊前坊線２－３工区開
設工事

土木一式工事 田川郡添田町 大字津野 48,381,300 46,860,000 R4.5.30 （株）谷口組 (1)佐藤工事（株）(辞退)
(2)（株）谷口組
(3)（有）筑添建設(辞退)
(4)正木工業（株）
(5)（株）丸建(辞退)
(6)（株）湊建設(辞退)
(7)（株）浦野組(辞退)
(8)（株）石橋組(辞退)
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39 飯塚農林
事務所

ヤマシタ地区治山工事（Ｎ
ｏ．３谷止工）

土木一式工事 嘉麻市千手字ヤマシタ 36,888,500 35,788,500 R4.6.9 （有）福コーポレーショ
ン

(1)（株）坂口建設(辞退)
(2)（株）坂本産業建設(辞退)
(3)（有）児玉建設(辞退)
(4)吉原組(辞退)
(5)（有）伏貫産興
(6)（有）サトウ土木(辞退)
(7)（株）縄田建設(辞退)
(8)（有）福コーポレーション

40 飯塚農林
事務所

坂谷山地区治山工事（谷
止工）

土木一式工事 嘉麻市猪国字坂谷山 35,052,600 31,636,000 R4.6.9 明成工業（有） (1)（株）吉国組
(2)西建設工業（株）(辞退)
(3)（有）大親建設
(4)石原建設（株）
(5)（有）前建工業
(6)明成工業（有）(くじ決定)
(7)（株）日本伝統建築サンジョウ(入札無効)
(8)（株）久家組

41 飯塚農林
事務所

吉木山（１３）地区治山工事
（Ｎｏ．２谷止工）

土木一式工事 田川郡添田町大字落合字
吉木山（１３）

43,971,400 41,800,000 R4.6.15 （株）馬場組 (1)（有）筑添建設(辞退)
(2)（株）馬場組
(3)（有）隆将カンパニー(辞退)
(4)（株）丸建
(5)（有）三栄産業(辞退)
(6)（株）小峠組
(7)（株）大場組(辞退)
(8)（株）浦野組

42 飯塚農林
事務所

倉谷地区治山工事（Ｎｏ．２
谷止工）

土木一式工事 嘉麻市桑野字倉谷 47,176,800 42,694,300 R4.6.24 松俵建設（株） (1)（株）上瀧組
(2)松俵建設（株）(くじ決定)
(3)美林建設（株）(辞退)
(4)（有）大親建設
(5)（有）大田組(入札無効)
(6)（有）山建
(7)石山技建
(8)（株）大貴建設

43 飯塚農林
事務所

上津野（１）地区治山工事
（Ｎｏ．１谷止工）

土木一式工事 田川郡添田町大字津野字
上津野（１）

38,864,100 37,697,000 R4.6.22 佐藤工事（株） (1)佐藤工事（株）
(2)（有）杉本建設(辞退)
(3)（有）筑添建設
(4)（有）三栄産業(辞退)
(5)（株）湊建設(辞退)
(6)（有）白石建設(入札無効)
(7)（有）今村組(辞退)
(8)（有）畠田建設

44 筑後農林
事務所

除塵機補修工事（永治） 機械器具設置工事 みやま市高田町永治 29,157,700 29,095,000 R4.4.13 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
(4)（株）協和製作所福岡営業所
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）

45 筑後農林
事務所

ゲート設備補修工事（高
田）

鋼構造物工事 みやま市高田町昭和開 20,303,800 19,250,000 R4.6.14 （株）豊国エンジニア
リング九州営業所

(1)（株）乗富鉄工所
(2)開成工業（株）福岡営業所
(3)（株）オーツボ
(4)（株）豊国エンジニアリング九州営業所
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）
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46 筑後農林
事務所

ゲート設備補修工事（堀
切）

鋼構造物工事 みやま市瀬高町河内 23,623,600 21,432,400 R4.6.22 日新産業（株） (1)西田鉄工（株）福岡営業所(辞退)
(2)（株）乗富鉄工所
(3)開成工業（株）福岡営業所
(4)（株）オーツボ
(5)日新産業（株）(くじ決定)
(6)（株）大川鉄工
(7)進栄工業（株）

47 筑後農林
事務所

清水谷地区治山工事 とび・土工・コンクリート工
事

みやま市瀬高町本吉字清
水谷

42,241,100 42,240,000 R4.5.12 日本地研（株） (1)日本地研（株）(くじ決定)
(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)技研興業（株）九州営業所
(6)日本乾溜工業（株）
(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）

48 筑後農林
事務所

林道千々谷～滝の脇線３
工区開設工事

土木一式工事 八女市 星野村字熊山外 49,679,300 47,080,000 R4.6.9 （有）合原組 (1)（株）原組
(2)（有）合原組
(3)（株）大藪組
(4)（有）井上組(辞退)
(5)（有）川原興業
(6)（有）酒井工業
(7)（有）小川組(辞退)
(8)（有）江田土木

49 筑後農林
事務所

林道千々谷～滝の脇線２
工区開設工事

土木一式工事 八女市 星野村字丸野　外 49,299,800 46,750,000 R4.6.30 （有）酒井工業 (1)オオキタ建設（株）
(2)（株）吉開組
(3)（有）井上組(辞退)
(4)（有）酒井工業
(5)（有）上陽建設
(6)（株）大徳(辞退)
(7)（有）江田土木(入札無効)
(8)瑞宝建設（株）

50 筑後農林
事務所

森樫地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 八女市黒木町大淵字森樫 34,974,500 33,220,000 R4.6.28 （有）小川組 (1)（株）黒木建設
(2)（有）川原興業
(3)（株）石崎組
(4)（有）小川組
(5)モリアキ建設（有）
(6)（有）喜水(辞退)
(7)（株）末崎組
(8)田中建設

51 筑後農林
事務所

仮設敷鉄板賃料 土木一式工事 みやま市高田町今福 4,101,900 4,070,000 R4.4.1 （株）三開永江組 (1)（株）三開永江組

52 筑後農林
事務所

真名子地区治山工事（仮
設防護柵）

土木一式工事 八女市上陽町北川内字真
名子

7,931,000 7,700,000 R4.4.1 （株）桐明組 (1)（株）桐明組

53 行橋農林
事務所

林道西犀川線３工区開設
工事

土木一式工事 京都郡みやこ町犀川上伊
良原

87,071,600 79,085,600 R4.6.22 （株）福森工業 (1)（株）福森組
(2)（株）豊秀建設
(3)（株）放作
(4)大浜建設工業（株）
(5)（株）田辺建設
(6)（株）福森工業



（ 期間　令和４年４月１日　～　令和４年６月３０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)

備　考

所属別発注工事一覧表

54 行橋農林
事務所

林道国見山線４－２工区開
設工事

土木一式工事 築上郡築上町 大字真如寺 42,919,800 42,680,000 R4.4.11 （株）栄信建設 (1)松山建設（株）
(2)（株）ウエダ
(3)宮野建設（株）
(4)大浜建設工業（株）
(5)垣根建設
(6)（株）田原工務店
(7)（有）大長
(8)日豊建設（株）(入札無効)
(9)（株）栄信建設
(10)（有）豊進工建

55 行橋農林
事務所

帆柱地区治山工事（山腹
工）

とび・土工・コンクリート工
事

京都郡みやこ町犀川帆柱 42,923,100 38,759,600 R4.5.17 （株）藤本工務店 (1)（株）日本総建
(2)久米建設（株）
(3)（株）築上重機
(4)（株）法研工業(辞退)
(5)（株）緑豊テック
(6)（株）藤本工務店(くじ決定)
(7)伸栄建設（株）(辞退)
(8)武巳建設（株）

56 行橋農林
事務所

林道国見山線３工区開設
工事

とび・土工・コンクリート工
事

築上郡築上町大字極楽寺 16,129,300 14,127,300 R4.6.20 （株）緑豊テック (1)（株）ケイリン開発
(2)（株）築上重機
(3)（株）緑豊テック(くじ決定)
(4)（有）三高産業
(5)（有）松尾工業
(6)（株）Ｋ・Ｋ

57 行橋農林
事務所

高塚地区治山工事（防潮
工）

土木一式工事 築上郡築上町大字高塚 42,505,100 42,020,000 R4.6.22 大浜建設工業（株） (1)松山建設（株）
(2)（株）ウエダ
(3)野中建設（株）
(4)村越工業（株）(辞退)
(5)大浜建設工業（株）
(6)（株）山内工務店
(7)（有）正栄建設
(8)川端興業（有）

58 行橋農林
事務所

横瀬地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 京都郡みやこ町犀川横瀬 37,440,700 36,630,000 R4.6.30 石橋総工業（株） (1)鈴木建設（株）
(2)（有）新栄建設
(3)（株）田辺建設
(4)石橋総工業（株）
(5)中原工務店
(6)（有）新井組
(7)（有）清和産業
(8)ミヤコ工業
(9)（株）中原組

59 農林業総
合試験場

令和3年8月豪雨 第2エリア
災害復旧工事

土木一式工事 筑紫野市大字吉木 6,655,000 5,962,000 R4..6.3 成信建設（株） （１）（株）野崎組
（２）（株）ジェイテック
（３）（株）ジャパン（辞退）
（４）進誠工業（株）（辞退）
（５）（株）田中組
（６）（株）矢ヶ部開発
（７）成信建設（株）
（８）大晃産業（株）

60 農業大学
校

かき園排水構造物改修工
事

土木一式工事 筑紫野市大字吉木 4,050,200 3,531,000 R4.5.27 (株)ジェイテック (1)(有)松永技建（辞退）
(2)(有)後藤技研
(3)大野企業(株)（辞退）
(4)(株)野崎組
(5)(株)ジェイテック（くじ決定）
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61 農業大学
校

野菜１２号温室新築工事
（ＤＸイチゴハウス）

建築一式工事 筑紫野市大字吉木 25,565,100 23,519,100 R4.6.17 (株)大仙九州支社 (1)(株)九州農業資材
(2)仲野賢司産業(株)
(3)農建産業(株)（辞退）
(4)溝田農材(株)八女支店
(5)(株)大仙九州支社（くじ決定）
(6)八女カイセー(株)

62 筑後川水
系農地開
発事務所

除塵機製作据付工事 機械器具設置工事 久留米市城島町浮島 102,533,200 91,778,500 R4.5.12 （株）ミゾタ福岡支店 (1)（株）菅原
(2)西日本プラント工業（株）(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
(6)（株）協和製作所福岡営業所
(7)進栄工業（株）

63 筑後川水
系農地開
発事務所

排水機補修工事 機械器具設置工事   佐賀県三養基郡みやき
町天建寺

199,997,600 198,000,000 R4.6.9 （株）菅原 (1)（株）菅原

64 筑後川水
系農地開
発事務所

排水機補修工事 機械器具設置工事 久留米市大善寺町中津 281,210,600 280,500,000 R4.6.8 （株）電業社機械製作
所九州支店

(1)（株）電業社機械製作所九州支店


