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1 福岡県土
整備事務
所

県道福岡直方線　新犬鳴ト
ンネル非常用設備更新工
事（１工区）

電気通信工事 糟屋郡久山町大字久原 85,654,800 78,801,800 R4.6.17 イーエレクス（株） (1)イーエレクス（株）

2 福岡県土
整備事務
所

那珂川河床掘削工事（Ｒ３
－１工区）

土木一式工事 福岡市中央区那の津１丁
目

188,793,000 169,995,100 R4.5.2 宮川建設（株） (1)博多港管理（株）
(2)博多湾環境整備（株）（辞退）
(3)久保建（株）
(4)宮川建設（株）
(5)（株）藤原組
(6)（株）白海（辞退）

3 福岡県土
整備事務
所

那珂川河床掘削工事（Ｒ３
－２工区）

土木一式工事 福岡市中央区那の津１丁
目

181,764,000 161,989,300 R4.5.11 久保建（株） (1)博多港管理（株）
(2)博多湾環境整備（株）（辞退）
(3)久保建（株）
(4)宮川建設（株）（無効）
(5)（株）藤原組
(6)（株）白海（辞退）

4 福岡県土
整備事務
所

椎原川河川災害復旧工事 土木一式工事 福岡市早良区大字脇山 33,943,800 30,009,100 R4.4.7 （有）江崎建設 (1)（株）西日本光創（無効）
(2)隈組（有）（辞退）
(3)（株）仙道土木（辞退）
(4)（有）西部産業（辞退）
(5)（有）博陽建設（辞退）
(6)（有）干隈建設（辞退）
(7)（株）原田土木（辞退）
(8)（株）カブード（辞退）
(9)（株）福岡日野組（辞退）
(10)（株）内野環境土木（辞退）
(11)（有）江崎建設
(12)（株）エディモス

5 福岡県土
整備事務
所

筑紫野古賀線（古賀３工
区）信号照明設置工事

電気工事 古賀市青柳 10,314,700 8,970,500 R4.5.11 大和電業（株） (1)（株）島田電気商会
(2)（株）平和電興
(3)（株）サン電工社
(4)栄共電設（株）
(5)大和電業（株）（ くじ決定）
(6)（株）高砂電業社
(7)上内電気（株）
(8)（株）福岡電設
(9)九信電設（株）

6 福岡県土
整備事務
所

筑紫野古賀線（古賀３工
区）舗装工事（３６工区）

舗装工事 古賀市青柳 27,689,200 26,070,000 R4.5.23 （株）ユウキコーポ
レーション

(1)興和道路（株）
(2)日東道路（株）
(3)九州ニチレキ工事（株）
(4)（株）増山建設
(5)三苫舗道（株）
(6)福岡道路（株）
(7)（株）ユウキコーポレーション
(8)東昭栄興業（株）
(9)熊川工業（株）

7 福岡県土
整備事務
所

筑紫野古賀線（古賀３工
区）舗装工事（３７工区）

舗装工事 古賀市青柳 45,575,200 42,900,000 R4.6.21 興和道路（株） (1)興和道路（株）
(2)日東道路（株）
(3)九州ニチレキ工事（株）
(4)旭道路（株）
(5)青柳建設（株）
(6)九州道路（株）
(7)（株）アイフク道路
(8)大平道路（株）
(9)福岡道路（株）
(10)（株）高城舗道
(11)たむら道路（株）
(12)熊川工業（株）
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8 福岡県土
整備事務
所

瑞梅寺ダム放流設備改良
工事

鋼構造物工事 糸島市瑞梅寺 195,775,800 172,565,800 R4.4.6 （株）ＩＨＩインフラ建設
九州支店

(1)豊国工業（株）九州支店（辞退）
(2)宇野重工（株）九州営業所（辞退）
(3)西田鉄工（株）福岡営業所（辞退）
(4)日立造船（株）九州支社（辞退）
(5)（株）丸島アクアシステム九州支店
(6)日東河川工業（株）九州営業所（辞退）
(7)（株）ミゾタ福岡支店（辞退）
(8)（株）乗富鉄工所（辞退）
(9)三井住友建設鉄構エンジニアリング（株）福（辞退）
(10)開成工業（株）福岡営業所（辞退）
(11)（株）ＩＨＩインフラ建設九州支店
(12)（株）協和製作所福岡営業所（辞退）
(13)（株）大島造船所九州営業所（辞退）
(14)飯田鉄工（株）福岡営業所（辞退）
(15)旭イノベックス（株）九州営業所（辞退）

9 福岡県土
整備事務
所

県道船越前原線道路側溝
修繕工事

土木一式工事 糸島市志摩　稲留 3,127,300 2,970,000 R4.5.26 （有）林組 (1)（株）米本組（辞退）
(2)越智建設工業（株）（辞退）
(3)（有）林組
(4)（有）藤木建設
(5)（有）荒川建設（無効）
(6)（株）中央土木
(7)（株）石郷

10 福岡県土
整備事務
所

筑紫野古賀線（須恵工区）
道路改良工事（６工区）

土木一式工事 糟屋郡須惠町大字新原 31,463,300 30,800,000 R4.5.30 （株）山翔 (1)（株）日栄
(2)村山建設（株）
(3)（有）長島建設
(4)（有）萩尾土木
(5)（株）折居産業建設
(6)（株）音成組
(7)（株）安武
(8)（株）タカハシ
(9)（有）新恵商店
(10)（株）田中建設（辞退）
(11)（株）山翔
(12)（株）富士

11 福岡県土
整備事務
所

県道船越前原線道路改良
工事１３工区

土木一式工事 糸島市新田 11,962,500 10,792,100 R4.6.13 （株）西原建設 (1)建秀ブロック（株）
(2)鈴木建設（株）（辞退）
(3)（株）西原建設（ くじ決定）
(4)馬場建設（株）
(5)（株）高木建設（辞退）
(6)青木建設
(7)（有）三坂建設
(8)（有）白水建設
(9)（株）テンホウ建設（無効）

12 福岡県土
整備事務
所

県道福岡志摩前原線　法
面保護工事（５工区）

とび・土工・コンクリート工
事

糸島市志摩　岐志 5,860,800 5,249,200 R4.6.1 （株）緑研産業 (1)（株）小財スチール
(2)（株）テクノスグリーン
(3)（株）緑研産業（ くじ決定）
(4)（有）熊本緑化
(5)不二グラウト工業（株）
(6)福岡帝国金網工業（株）
(7)（株）九州緑化産業

13 福岡県土
整備事務
所

県道福岡志摩前原線　法
面保護工事（６工区）

とび・土工・コンクリート工
事

糸島市志摩　岐志 5,860,800 5,249,200 R4.5.30 日本乾溜工業（株） (1)日本乾溜工業（株）（ くじ決定）
(2)新日本グラウト工業（株）
(3)九州日植（株）
(4)（株）小財スチール
(5)（株）テクノスグリーン
(6)（有）熊本緑化
(7)不二グラウト工業（株）
(8)福岡帝国金網工業（株）
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14 福岡県土
整備事務
所

多々良川津屋堰管理橋上
部工工事２工区

土木一式工事 福岡市東区多々良１丁目 69,252,700 62,698,900 R4.6.7 松尾建設（株）福岡支
店

(1)三井住友建設（株）九州支店（辞退）
(2)（株）日本ピーエス九州支店
(3)昭和コンクリート工業（株）九州支店
(4)（株）ピーエス三菱九州支店（辞退）
(5)コーアツ工業（株）福岡支店（辞退）
(6)（株）富士ピー・エス
(7)（株）安部日鋼工業九州支店（辞退）
(8)極東興和（株）福岡支店
(9)松尾建設（株）福岡支店（ くじ決定）
(10)川田建設（株）九州支店（辞退）
(11)オリエンタル白石（株）九州支店（辞退）
(12)（株）ＳＮＣ

15 福岡県土
整備事務
所

瑞梅寺川柳生井堰護床製
作工事１工区

土木一式工事 糸島市板持 24,576,200 22,041,800 R4.6.20 （有）アイワ (1)建秀ブロック（株）
(2)鈴木建設（株）
(3)（株）西原建設
(4)馬場建設（株）
(5)（株）高木建設（辞退）
(6)（株）山本建設工業（辞退）
(7)（有）アイワ（ くじ決定）
(8)（有）板谷産業
(9)（株）テンホウ建設

16 福岡県土
整備事務
所

加布里海岸堤防被覆工事
（８工区）

土木一式工事 糸島市千早新田 39,809,000 35,910,600 R4.6.9 （有）三坂建設 (1)建秀ブロック（株）
(2)鈴木建設（株）（辞退）
(3)（株）西原建設（辞退）
(4)松吉建設（株）
(5)馬場建設（株）（辞退）
(6)（株）高木建設
(7)（有）三坂建設（ くじ決定）
(8)（株）山本建設工業
(9)（有）アイワ（辞退）
(10)（有）板谷産業（辞退）
(11)（株）テンホウ建設
(12)（株）へいせい（辞退）

17 福岡県土
整備事務
所

加布里海岸堤防被覆工事
（９工区）

土木一式工事 糸島市千早新田 38,261,300 34,502,600 R4.6.7 （株）高木建設 (1)建秀ブロック（株）
(2)鈴木建設（株）（辞退）
(3)（株）西原建設（辞退）
(4)（有）森田商会
(5)（有）兵頭組
(6)馬場建設（株）（辞退）
(7)（株）高木建設（ くじ決定）
(8)（有）三坂建設（無効）
(9)（株）山本建設工業
(10)（有）アイワ（辞退）
(11)（有）板谷産業（辞退）
(12)（株）テンホウ建設
(13)（株）へいせい（辞退）

18 福岡県土
整備事務
所

県道船越前原線外１路線
道路舗装補修工事

舗装工事 糸島市志摩　津和崎 18,230,300 16,311,900 R4.6.29 （株）森上舗道 (1)（有）宝永舗道
(2)（株）森上舗道（ くじ決定）
(3)福岡土木（株）
(4)（株）花山組
(5)（株）ＩＮＯＵＥコーポレーション
(6)（有）光道建設（無効）
(7)（有）菱真建設
(8)（株）山本道路
(9)重藤建設（株）

19 福岡県土
整備事務
所

県道福岡東環状線道路舗
装補修工事

舗装工事 糟屋郡志免町志免中央３
丁目

4,802,600 4,250,400 R4.6.24 （株）アセラ (1)橋本舗道（株）
(2)（株）坂本舗道
(3)（株）アセラ（ くじ決定）
(4)（有）トーシンロード（無効）
(5)（有）創建
(6)（有）ケント工業
(7)（有）キャリアー・キョーシン
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20 福岡県土
整備事務
所

県道福岡志摩前原線　道
路改良工事（１５工区）

土木一式工事 糸島市志摩　岐志 41,478,800 40,150,000 R4.6.8 （有）荒川建設 (1)筑前建設（株）
(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)越智建設工業（株）
(8)（株）吉建
(9)（有）藤木建設
(10)（有）荒川建設
(11)（株）田中組（辞退）
(12)（株）石郷

21 福岡県土
整備事務
所

県道福岡志摩前原線　道
路改良工事（１６工区）

土木一式工事 糸島市志摩　岐志 42,121,200 40,590,000 R4.6.20 （株）石郷 (1)筑前建設（株）
(2)中村組（株）
(3)藤田建設（株）
(4)（株）米本組
(5)松隈重機工業（株）
(6)（有）満生建設（辞退）
(7)越智建設工業（株）
(8)（株）吉建（辞退）
(9)（有）藤木建設
(10)（有）荒川建設
(11)（株）田中組（辞退）
(12)（株）石郷

22 久留米県
土整備事
務所

池町川　地下調節池（大隈
公園）築造工事

土木一式工事 久留米市梅満町 876,572,400 875,600,000 R4.6.21 西松・時里特定建設
工事共同企業体

(1)大豊・濱崎特定建設工事共同企業体（無効）
(2)西松・時里特定建設工事共同企業体

23 久留米県
土整備事
務所

池町川　地下調節池（けや
き通り）築造工事（１工区）

土木一式工事 久留米市中央町 950,070,000 868,919,700 R4.6.21 大豊・濱崎特定建設
工事共同企業体

(1)フジタ・永幸特定建設工事共同企業体
(2)奥村・橋爪特定建設工事共同企業体
(3)大豊・濱崎特定建設工事共同企業体

24 久留米県
土整備事
務所

池町川　地下調節池（けや
き通り）築造工事（２工区）

土木一式工事 久留米市中央町 868,413,700 793,622,500 R4.6.21 フジタ・永幸特定建設
工事共同企業体

(1)奥村・橋爪特定建設工事共同企業体
(2)大豊・濱崎特定建設工事共同企業体（無効）
(3)フジタ・永幸特定建設工事共同企業体

25 久留米県
土整備事
務所

県道中尾大刀洗線小屋場
橋下部工（Ａ２）工事

土木一式工事 久留米市田主丸町　中尾 70,221,800 62,264,400 R4.5.11 （株）郷原組 (1)（株）郷原組
(2)（株）佐田土木（辞退）
(3)濱崎建設（株）（辞退）
(4)梓建設（株）

26 久留米県
土整備事
務所

県道甘木田主丸線両筑橋
橋梁下部工（Ｐ３）工事

土木一式工事 久留米市田主丸町　恵利 597,048,100 540,070,300 R4.6.21 オリエンタル白石・高
木組特定建設工事共
同

(1)オリエンタル白石・高木組特定建設工事共同
(2)大豊・濱崎特定建設工事共同企業体

27 久留米県
土整備事
務所

県道鳥栖朝倉線西鉄跨線
橋橋梁上部工工事

土木一式工事 小郡市福童 406,673,300 405,900,000 R4.5.11 オリエンタル白石
（株）九州支店

(1)（株）富士ピー・エス（辞退）
(2)オリエンタル白石（株）九州支店

28 久留米県
土整備事
務所

池町川護岸工事 土木一式工事 久留米市白山町 21,210,200 21,208,000 R4.4.4 （株）みらい建設 (1)末安組（辞退）
(2)（株）みのう（辞退）
(3)高山興業（辞退）
(4)（有）原武建設（辞退）
(5)（株）藤岡建設（辞退）
(6)（有）大河開発
(7)（株）オオハシ（無効）
(8)（株）みらい建設
(9)（株）城関

29 久留米県
土整備事
務所

切通川河道掘削工事 土木一式工事 久留米市城島町　芦塚 17,134,700 15,521,000 R4.4.8 （株）田中建設 (1)（有）堤組（辞退）
(2)（株）今村隆次商店（辞退）
(3)（有）ナカシマ建設（辞退）
(4)（有）新生建設（辞退）
(5)（株）田中建設
(6)（株）下川工業
(7)（株）髙龍
(8)（株）由井総建
(9)梅田土木（株）（無効）
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30 久留米県
土整備事
務所

陣屋川猪ノ本橋伸縮装置
設置工事

とび・土工・コンクリート工
事

三井郡大刀洗町大字本郷 3,297,800 2,943,600 R4.5.20 （株）キューボウ (1)エスイーリペア（株）（辞退）
(2)（株）ＳＮＣ（辞退）
(3)（株）トラスト工業
(4)（株）キューボウ
(5)（株）堤建設
(6)（株）山九ロードエンジニアリング
(7)九州化工建設（株）（辞退）

31 久留米県
土整備事
務所

陣屋川猪ノ本橋防護柵設
置工事

とび・土工・コンクリート工
事

三井郡大刀洗町大字本郷 3,917,100 3,496,900 R4.5.20 （有）木元産業 (1)寺崎工業（株）
(2)（株）コムカット
(3)（株）山水製作所
(4)（有）木元産業（ くじ決定）
(5)（株）久留米道路施設
(6)大東産業（株）（辞退）
(7)（株）誠和興建

32 久留米県
土整備事
務所

山ノ井川　道路舗装工事
（５工区）

舗装工事 久留米市城島町　大依 17,421,800 17,061,000 R4.6.15 （株）大信舗道 (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)高木建設建材（株）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）渡辺道路
(6)（株）田主丸舗道
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

33 久留米県
土整備事
務所

山ノ井川　道路舗装工事
（６工区）

舗装工事 久留米市三潴町　福光 17,223,800 16,874,000 R4.6.16 （株）柿木コーポレー
ション

(1)三陽建設（有）
(2)高木建設建材（株）
(3)笠俊建設（株）
(4)脇建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)（株）田主丸舗道
(7)久留米アスコン（株）
(8)（株）大信舗道（無効）
(9)（株）柿木コーポレーション
(10)（株）石橋組

34 久留米県
土整備事
務所

県道鳥栖朝倉線道路改良
工事（Ａ－５工区）

土木一式工事 小郡市 31,104,700 30,690,000 R4.4.12 森山建設（株） (1)サンエス工業（株）
(2)南筑土建（株）（辞退）
(3)（株）南組（辞退）
(4)森田建設（株）
(5)（株）佐々木組
(6)（有）飯田建設
(7)（株）田中建設
(8)重松建設（株）（辞退）
(9)佐久間建設（株）
(10)山川建設（株）（辞退）
(11)（株）サクラ技建（辞退）
(12)森山建設（株）
(13)（株）柴田工業（辞退）

35 久留米県
土整備事
務所

県道鳥栖朝倉線道路改良
工事（Ａ－６工区）

土木一式工事 小郡市 31,507,300 31,130,000 R4.4.14 （株）山本建設建材 (1)サンエス工業（株）
(2)南筑土建（株）（辞退）
(3)（株）南組（辞退）
(4)森田建設（株）
(5)（株）佐々木組
(6)（有）飯田建設
(7)重松建設（株）（辞退）
(8)（株）山本建設建材
(9)佐久間建設（株）
(10)山川建設（株）（辞退）
(11)（株）サクラ技建（辞退）
(12)森山建設（株）
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36 久留米県
土整備事
務所

不動川岩野橋取付道路工
事

土木一式工事 久留米市善導寺町　飯田 37,789,400 37,620,000 R4.4.12 （株）江藤建設 (1)（株）江藤建設
(2)堤土木（株）（辞退）
(3)（株）久富組
(4)久富建設（株）（辞退）
(5)（株）向江組（辞退）
(6)（有）小屋松建設（辞退）
(7)（有）耳納建設（辞退）
(8)丸山管工事（株）（辞退）
(9)東豊建設（無効）
(10)原建設建材（株）
(11)（株）太田工務店（辞退）
(12)三貴松建設（株）（辞退）

37 久留米県
土整備事
務所

池町川　地下調節池（けや
き通り）道路舗装工事（１工
区）

舗装工事 久留米市中央町 15,108,500 14,784,000 R4.6.15 三陽建設（有） (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)三陽建設（有）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）渡辺道路
(6)脇建設（株）
(7)（株）田主丸舗道
(8)久留米アスコン（株）
(9)（株）大信舗道
(10)（株）石橋組

38 久留米県
土整備事
務所

池町川　地下調節池（けや
き通り）道路舗装工事（２工
区）

舗装工事 久留米市中央町 19,383,100 18,986,000 R4.6.13 （株）松隈工務店 (1)三陽建設（有）
(2)高木建設建材（株）
(3)笠俊建設（株）
(4)脇建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)久留米アスコン（株）
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

39 久留米県
土整備事
務所

池町川　地下調節池（けや
き通り）信号機移設工事

電気工事 久留米市中央町 8,527,200 7,564,700 R4.5.13 （株）高砂電業社 (1)川浪電気工事（株）
(2)（株）サン電工社
(3)西部電業（株）
(4)（株）高砂電業社（ くじ決定）
(5)サンケイ（株）
(6)（株）リオス
(7)西鉄電設工業（株）

40 久留米県
土整備事
務所

県道浮羽草野久留米線歩
道設置工事

土木一式工事 久留米市田主丸町　竹野 14,520,000 14,190,000 R4.6.15 生野重機（株） (1)（株）筑邦組
(2)西見総業（株）（辞退）
(3)（有）日新工務店（辞退）
(4)（株）西野組（辞退）
(5)（株）生野組（辞退）
(6)（有）ジェイエヌ開発（辞退）
(7)（株）権藤建設（辞退）
(8)かっぱ土木
(9)生野重機（株）

41 久留米県
土整備事
務所

宝満川堰撤去工事（左岸） 土木一式工事 小郡市二森 18,777,000 18,480,000 R4.4.11 佐久間建設（株） (1)三井工建（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)（有）飯田建設
(4)佐久間建設（株）
(5)久保田重機建設（辞退）
(6)森山建設（株）
(7)田中総業（株）
(8)米倉組（辞退）
(9)（株）М・カンパニー（辞退）
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42 久留米県
土整備事
務所

県道鳥栖朝倉線土砂管理
工事（６工区）

土木一式工事 小郡市福童 29,823,200 29,150,000 R4.4.8 （株）柴田工業 (1)南筑土建（株）
(2)（有）平山建設（辞退）
(3)（株）南組（辞退）
(4)（株）田中建設
(5)（株）山本建設建材
(6)山川建設（株）（辞退）
(7)（有）秋山重建（辞退）
(8)（有）二ノ宮建設（無効）
(9)（株）柴田工業

43 久留米県
土整備事
務所

県道鳥栖朝倉線土砂管理
工事（７工区）

土木一式工事 小郡市福童 29,841,900 29,370,000 R4.4.7 南筑土建（株） (1)南筑土建（株）
(2)（有）平山建設（辞退）
(3)（株）南組（辞退）
(4)（株）田中建設
(5)（株）山本建設建材
(6)山川建設（株）（辞退）
(7)（有）秋山重建（辞退）
(8)（有）二ノ宮建設（無効）
(9)（株）柴田工業

44 久留米県
土整備事
務所

藤波ダム無停電電源装置
蓄電池取替工事

電気工事 うきは市浮羽町　妹川 6,422,900 5,908,100 R4.6.17 サンケイ（株） (1)千代田興産（株）
(2)川浪電気工事（株）
(3)（株）栄電舎（無効）
(4)（株）九州日立
(5)西部電業（株）
(6)（株）筑後電設
(7)西日本電気工事（株）
(8)サンケイ（株）（ くじ決定）
(9)（株）アイワ・エンジニアリング

45 久留米県
土整備事
務所

県道久留米筑後線道路舗
装補修工事

舗装工事 久留米市御井町 15,103,000 14,795,000 R4.4.18 三陽建設（有） (1)三陽建設（有）
(2)高木建設建材（株）
(3)笠俊建設（株）
(4)脇建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)（株）田主丸舗道
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

46 久留米県
土整備事
務所

県道二森石崎線道路舗装
補修工事

舗装工事 久留米市北野町　十郎丸 14,676,200 14,300,000 R4.6.15 （株）石橋組 (1)（株）永幸建設
(2)三陽建設（有）
(3)笠俊建設（株）
(4)（株）渡辺道路
(5)脇建設（株）
(6)（株）松隈工務店
(7)久留米アスコン（株）
(8)（株）大信舗道
(9)（株）石橋組

47 久留米県
土整備事
務所

国道３２２号道路舗装補修
工事（１工区）

舗装工事 三井郡大刀洗町大字下高
橋

16,881,700 16,500,000 R4.6.9 立花建設（有） (1)建武工業（株）
(2)（株）福田組
(3)笠俊建設（株）
(4)（有）二子土木機工
(5)（株）浮吉舗道
(6)（株）大信舗道
(7)（株）みい舗道
(8)立花建設（有）
(9)（株）石橋組
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48 久留米県
土整備事
務所

県道湯ノ原合川線迂回道
路設置工事（３工区）

土木一式工事 久留米市高良内町 31,571,100 30,305,000 R4.4.15 （株）案納工務店 (1)伊東建設（株）
(2)コンテック（株）（辞退）
(3)（株）クスコ（辞退）
(4)（株）小林建設（辞退）
(5)（株）中央建設工業（辞退）
(6)（株）ユニテック
(7)井手建設（株）（辞退）
(8)（株）大久保建設（辞退）
(9)（株）小椎尾組（辞退）
(10)（株）大石土木
(11)（株）案納工務店
(12)尾花建設（株）（辞退）

49 久留米県
土整備事
務所

県道宮本大川線　道路舗
装工事

舗装工事 久留米市三潴町　壱町原 19,961,700 19,547,000 R4.6.27 （株）柿木コーポレー
ション

(1)三陽建設（有）
(2)高木建設建材（株）
(3)笠俊建設（株）
(4)脇建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)（株）田主丸舗道
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

50 久留米県
土整備事
務所

県道佐賀八女線道路舗装
補修工事（２工区）

舗装工事 久留米市三潴町　福光 19,355,600 18,920,000 R4.4.4 （株）柿木コーポレー
ション

(1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)三陽建設（有）
(4)高木建設建材（株）
(5)笠俊建設（株）
(6)（株）松隈工務店
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

51 久留米県
土整備事
務所

県道大和城島線道路舗装
補修工事

舗装工事 久留米市城島町　江上上 16,801,400 16,464,800 R4.4.15 （株）大信舗道 (1)建武工業（株）
(2)三陽建設（有）
(3)高木建設建材（株）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)（株）田主丸舗道
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

52 久留米県
土整備事
務所

県道久留米停車場線道路
舗装補修工事（１工区）

舗装工事 久留米市通東町 18,706,600 18,315,000 R4.6.23 建武工業（株） (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)高木建設建材（株）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）渡辺道路
(6)（株）田主丸舗道
(7)久留米アスコン（株）
(8)（株）大信舗道
(9)（株）石橋組

53 久留米県
土整備事
務所

県道久留米筑紫野線道路
舗装補修工事（１工区）

舗装工事 小郡市上岩田 18,828,700 18,447,000 R4.6.1 （株）福田組 (1)建武工業（株）
(2)（株）福田組
(3)笠俊建設（株）
(4)（有）二子土木機工
(5)（株）浮吉舗道
(6)（株）大信舗道
(7)（株）みい舗道
(8)立花建設（有）
(9)（株）石橋組
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54 久留米県
土整備事
務所

県道久留米小郡線道路舗
装補修工事（７工区）

舗装工事 久留米市宮ノ陣４丁目 17,957,500 17,545,000 R4.4.19 （株）渡辺道路 (1)三陽建設（有）
(2)笠俊建設（株）
(3)（株）渡辺道路
(4)脇建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)久留米アスコン（株）
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

55 久留米県
土整備事
務所

国道３２２号道路舗装補修
工事（１工区）

舗装工事 久留米市御井旗崎１丁目 15,719,000 15,400,000 R4.4.19 笠俊建設（株） (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)高木建設建材（株）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）渡辺道路
(6)（株）松隈工務店
(7)久留米アスコン（株）
(8)（株）大信舗道
(9)（株）石橋組

56 久留米県
土整備事
務所

国道３２２号道路舗装補修
工事（２工区）

舗装工事 久留米市御井朝妻１丁目 16,674,900 16,335,000 R4.6.2 建武工業（株） (1)（株）永幸建設（無効）
(2)建武工業（株）
(3)高木建設建材（株）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）渡辺道路
(6)（株）松隈工務店
(7)（株）田主丸舗道
(8)久留米アスコン（株）
(9)（株）大信舗道
(10)（株）石橋組

57 久留米県
土整備事
務所

国道３２２号道路舗装補修
工事（３工区）

舗装工事 久留米市御井朝妻１丁目 17,096,200 16,720,000 R4.6.3 （株）永幸建設 (1)（株）永幸建設
(2)三陽建設（有）
(3)笠俊建設（株）
(4)（株）渡辺道路
(5)脇建設（株）
(6)久留米アスコン（株）
(7)（株）大信舗道（辞退）
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

58 久留米県
土整備事
務所

県道御井諏訪野線道路舗
装補修工事（１工区）

舗装工事 久留米市御井町 17,492,200 17,138,000 R4.6.15 脇建設（株） (1)三陽建設（有）
(2)笠俊建設（株）
(3)（株）渡辺道路
(4)脇建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)久留米アスコン（株）
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

59 久留米県
土整備事
務所

県道久留米小郡線道路舗
装補修工事（１工区）

舗装工事 小郡市小郡 16,076,500 15,730,000 R4.6.22 立花建設（有） (1)（株）福田組
(2)笠俊建設（株）
(3)脇建設（株）
(4)（有）二子土木機工
(5)（株）浮吉舗道
(6)（株）大信舗道
(7)（株）みい舗道
(8)立花建設（有）
(9)（株）石橋組

60 久留米県
土整備事
務所

県道甘木朝倉田主丸線道
路舗装補修工事（１工区）

舗装工事 久留米市田主丸町　長栖 17,943,200 17,578,000 R4.6.15 （株）田主丸舗道 (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)高木建設建材（株）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)（株）田主丸舗道
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組
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61 久留米県
土整備事
務所

県道筑後大石停車場線道
路舗装補修工事（１工区）

舗装工事 うきは市浮羽町　高見 17,267,800 16,940,000 R4.6.23 （有）二子土木機工 (1)（株）福田組
(2)笠俊建設（株）
(3)（有）二子土木機工
(4)（株）田主丸舗道
(5)（株）浮吉舗道
(6)（株）大信舗道
(7)（株）みい舗道
(8)立花建設（有）
(9)（株）石橋組

62 久留米県
土整備事
務所

県道久留米城島大川線他
１路線道路舗装補修工事

舗装工事 久留米市安武町　住吉 15,899,400 15,510,000 R4.6.28 （株）永幸建設 (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)三陽建設（有）
(4)高木建設建材（株）
(5)笠俊建設（株）
(6)（株）松隈工務店
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

63 久留米県
土整備事
務所

県道久留米浮羽線道路舗
装補修工事（３工区）

舗装工事 久留米市宮ノ陣町　八丁島 15,258,100 14,938,000 R4.6.28 （株）渡辺道路 (1)三陽建設（有）
(2)笠俊建設（株）
(3)（株）渡辺道路
(4)脇建設（株）
(5)（株）松隈工務店
(6)久留米アスコン（株）
(7)（株）大信舗道
(8)（株）柿木コーポレーション
(9)（株）石橋組

64 久留米県
土整備事
務所

吉井久留米自転車道線
路肩整備工事（１工区）

土木一式工事 うきは市吉井町　桜井 6,102,800 5,918,000 R4.6.6 かっぱ土木 (1)（有）江藤建設（辞退）
(2)（株）筑邦組
(3)（株）生野組（辞退）
(4)（有）環境建設（辞退）
(5)（株）権藤建設（辞退）
(6)かっぱ土木
(7)生野重機（株）

65 久留米県
土整備事
務所

吉井久留米自転車道線
路肩整備工事（２工区）

土木一式工事 久留米市新合川１丁目 4,989,600 4,939,000 R4.5.30 （有）インペック (1)国武実業（株）（辞退）
(2)（有）西武土木（無効）
(3)（有）時里土木建設
(4)（有）大久保工務店
(5)古賀組（辞退）
(6)（有）インペック
(7)吉岡組

66 久留米県
土整備事
務所

県道本郷基山停車場線他
２路線路肩整備工事

土木一式工事 小郡市力武 6,540,600 6,380,000 R4.6.1 米倉組 (1)三井工建（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)森田建設（株）
(4)（株）サクラ技建
(5)久保田重機建設（辞退）
(6)田中総業（株）
(7)米倉組

67 久留米県
土整備事
務所

県道久留米浮羽線他２路
線　路肩整備工事（１工区）

土木一式工事 久留米市北野町　大城 5,986,200 5,830,000 R4.6.2 （有）秋山建設 (1)三井工建（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)（有）秋山建設
(4)久保田重機建設
(5)長谷建設（株）
(6)田中総業（株）（辞退）
(7)米倉組（辞退）

68 久留米県
土整備事
務所

県道中川北野線他１路線
路肩整備工事

土木一式工事 久留米市北野町　赤司 4,071,100 3,938,000 R4.6.23 光安建設（株） (1)三井工建（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)光安建設（株）
(4)（有）秋山建設
(5)久保田重機建設
(6)田中総業（株）（辞退）
(7)米倉組（辞退）
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69 久留米県
土整備事
務所

県道久留米筑紫野線路肩
整備工事

土木一式工事 久留米市北野町　今山 3,053,600 3,036,000 R4.6.23 （有）稲吉建設工業 (1)三井工建（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)久保田重機建設
(4)（有）稲吉建設工業
(5)田中総業（株）（辞退）
(6)米倉組（辞退）
(7)（株）М・カンパニー

70 久留米県
土整備事
務所

県道久留米筑紫野線（北
野大刀洗工区）道路新設
工事（１工区）

土木一式工事 久留米市北野町　十郎丸 19,357,800 19,096,000 R4.5.11 （株）М・カンパニー (1)三井工建（辞退）
(2)野瀬組（辞退）
(3)光安建設（株）
(4)（有）中知建設
(5)久保田重機建設
(6)長谷建設（株）
(7)田中総業（株）（辞退）
(8)米倉組（辞退）
(9)（株）М・カンパニー

71 久留米県
土整備事
務所

県道三潴上陽線道路拡幅
工事

土木一式工事 久留米市荒木町　今 45,293,600 44,990,000 R4.5.19 （株）時里組 (1)信成建設（有）（辞退）
(2)友野建設（株）
(3)（有）野田総業
(4)（株）豊栄工業（無効）
(5)（株）みのう
(6)（株）時里組
(7)（株）内建（辞退）
(8)（有）大河開発（無効）
(9)（有）藤光建設（辞退）
(10)（株）オオハシ
(11)（株）マルケン（辞退）
(12)（株）執行組

72 久留米県
土整備事
務所

県道三潴上陽線道路舗装
工事（１工区）

舗装工事 久留米市荒木町　今 12,364,000 12,100,000 R4.6.10 久留米アスコン（株） (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)三陽建設（有）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）渡辺道路
(6)脇建設（株）
(7)久留米アスコン（株）
(8)（株）大信舗道
(9)（株）石橋組

73 久留米県
土整備事
務所

県道三潴上陽線道路舗装
工事（２工区）

舗装工事 久留米市荒木町　今 10,864,700 10,615,000 R4.6.10 高木建設建材（株） (1)（株）永幸建設
(2)建武工業（株）
(3)高木建設建材（株）
(4)笠俊建設（株）
(5)（株）渡辺道路
(6)（株）松隈工務店
(7)（株）田主丸舗道
(8)（株）大信舗道
(9)（株）柿木コーポレーション
(10)（株）石橋組

74 久留米県
土整備事
務所

県道浮羽草野久留米線信
号機移設工事

電気工事 久留米市田主丸町　竹野 4,975,300 4,427,500 R4.6.21 サンケイ（株） (1)（株）島田電気商会
(2)（株）平和電興
(3)川浪電気工事（株）
(4)三交電気工事（株）
(5)西部電業（株）
(6)サンケイ（株）（ くじ決定）
(7)（株）福岡電設

75 久留米県
土整備事
務所

県道山北日田線道路緊急
対策工事

土木一式工事 うきは市浮羽町　小塩 3,249,400 3,190,000 R4.4.5 （有）江藤建設 (1)（有）江藤建設

76 久留米県
土整備事
務所

県道北川内草野線緊急対
策工事

土木一式工事 久留米市草野町　草野 4,469,300 4,400,000 R4.6.29 （株）向江組 (1)（株）向江組
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77 南筑後県
土整備事
務所

大牟田港航路浚渫工事（２
工区）

しゅんせつ工事 大牟田市昭和開 103,708,000 91,657,500 R4.5.11 博多港管理（株） (1)（株）若港（辞退）
(2)博多港管理（株）
(3)久保建（株）（辞退）
(4)吉浦海運（株）
(5)宮川建設（株）（辞退）
(6)大和海工（株）
(7)五幸（株）

78 南筑後県
土整備事
務所

国道４４３号三橋瀬高バイ
パス柳瀬大橋橋梁上部工
工事（１工区）

土木一式工事 柳川市三橋町　棚町 581,230,100 522,941,100 R4.6.22 （株）安部日鋼工業九
州支店

(1)（株）ピーエス三菱九州支店（辞退）
(2)（株）富士ピー・エス（無効）
(3)（株）安部日鋼工業九州支店
(4)川田建設（株）九州支店
(5)オリエンタル白石（株）九州支店（辞退）
(6)（株）ＩＨＩインフラ建設九州支店（辞退）

79 南筑後県
土整備事
務所

国道４４３号三橋瀬高バイ
パス柳瀬大橋橋梁上部工
工事（２工区）

土木一式工事 みやま市瀬高町　高柳 587,134,900 534,197,400 R4.6.23 （株）富士ピー・エス (1)（株）ピーエス三菱九州支店（辞退）
(2)（株）富士ピー・エス
(3)（株）安部日鋼工業九州支店
(4)川田建設（株）九州支店
(5)オリエンタル白石（株）九州支店（辞退）
(6)（株）ＩＨＩインフラ建設九州支店（辞退）

80 南筑後県
土整備事
務所

白銀川河道整備工事 土木一式工事 大牟田市 12,942,600 12,606,000 R4.5.27 （有）日栄工業 (1)（有）新生建設
(2)（有）西田工務店
(3)（有）日栄工業
(4)（株）坂口建設産業（無効）
(5)（有）立花建設
(6)（有）荒木建設
(7)（有）平原建設
(8)（有）栄光建設
(9)（株）七高建設

81 南筑後県
土整備事
務所

長溝川外　河道整備工事 土木一式工事 大牟田市大字歴木 12,654,400 12,337,600 R4.5.24 （有）エイト工業 (1)（有）西田工務店
(2)（株）緑建興業
(3)（株）ニシマサ
(4)（株）坂口建設産業（辞退）
(5)（有）立花建設
(6)（株）オクゾノ
(7)（有）エイト工業
(8)（有）東輝
(9)（株）ティ・アール（無効）

82 南筑後県
土整備事
務所

若津港　小保物揚場補修
工事

土木一式工事 大川市大字小保 8,910,000 8,690,000 R4.6.7 （有）大栄建設 (1)（株）江口工務店
(2)（株）吉村組（辞退）
(3)（有）古賀組
(4)（株）田中工務店（辞退）
(5)（有）中島組（辞退）
(6)（有）大栄建設
(7)（株）三榮

83 南筑後県
土整備事
務所

三池港臨港道路内港北１
号線道路舗装工事（３工
区）

舗装工事 大牟田市新港町 12,629,100 11,990,000 R4.6.16 日興道路（株） (1)興亜建設工業（株）大牟田支店（無効）
(2)三協建設（株）
(3)徳永建設（株）
(4)（株）松尾建設工業
(5)森田舗道（有）
(6)（有）南筑舗道
(7)（株）三和建設
(8)（有）サンワ舗道
(9)日興道路（株）
(10)瀬口舗道（株）（無効）
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84 南筑後県
土整備事
務所

三池港臨港道路内港北１
号線道路舗装工事（４工
区）

舗装工事 大牟田市新港町 14,773,000 14,102,000 R4.6.21 瀬口舗道（株） (1)興亜建設工業（株）大牟田支店（無効）
(2)三協建設（株）
(3)徳永建設（株）
(4)（株）松尾建設工業
(5)森田舗道（有）
(6)（有）南筑舗道
(7)（株）三和建設（辞退）
(8)（有）サンワ舗道
(9)日興道路（株）
(10)瀬口舗道（株）

85 南筑後県
土整備事
務所

三池港臨港道路内港北１
号線道路舗装工事（５工
区）

舗装工事 大牟田市新港町 15,518,800 14,817,000 R4.6.21 興亜建設工業（株）大
牟田支店

(1)興亜建設工業（株）大牟田支店
(2)三協建設（株）
(3)徳永建設（株）
(4)（株）松尾建設工業
(5)森田舗道（有）
(6)（株）三和建設（辞退）
(7)（有）サンワ舗道
(8)日興道路（株）
(9)瀬口舗道（株）

86 南筑後県
土整備事
務所

県道久留米柳川線　道路
舗装工事（２工区）

舗装工事 三潴郡　大木町大字大角 3,180,100 3,025,000 R4.4.25 有明道路（株） (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)森田建設（株）
(4)（株）鐘福組
(5)（株）三和建設
(6)（有）サンワ舗道
(7)九州舗道（株）

87 南筑後県
土整備事
務所

県道富久瀬高線　道路舗
装補修工事

舗装工事 みやま市瀬高町　本郷 4,679,400 4,444,000 R4.6.24 （有）サンワ舗道 (1)有明道路（株）
(2)森田舗道（有）（無効）
(3)（株）鐘福組
(4)（有）南筑舗道
(5)（株）三和建設
(6)（有）サンワ舗道
(7)瀬口舗道（株）

88 南筑後県
土整備事
務所

大牟田港　物揚場改良工
事

土木一式工事 大牟田市西新町 14,355,000 13,970,000 R4.5.31 （株）中河原建設 (1)（有）緒方工務店
(2)（有）新生建設
(3)（株）坂口建設産業（無効）
(4)（有）立花建設
(5)（有）荒木建設
(6)（株）佐脇建設
(7)（株）中河原建設
(8)（有）栄光建設
(9)タシロ建設（有）

89 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線道路舗装
工事（１工区）

舗装工事 みやま市山川町　尾野 11,254,100 10,681,000 R4.4.6 （有）南筑舗道 (1)昭和舗道（株）
(2)大和道路（株）
(3)森田建設（株）
(4)森田舗道（有）
(5)（株）鐘福組
(6)（有）南筑舗道
(7)（株）三和建設
(8)（有）サンワ舗道
(9)瀬口舗道（株）

90 南筑後県
土整備事
務所

花宗川河道掘削工事 土木一式工事 大川市大字郷原 41,863,800 38,514,300 R4.6.6 （有）大光永建設 (1)江上建設（株）
(2)（有）永島建設
(3)（株）江口工務店
(4)（株）吉村組
(5)（有）中島組
(6)（株）大岡組（辞退）
(7)（有）大光永建設（ くじ決定）
(8)（株）筬島組
(9)（有）うめざき興業
(10)（株）中村技建
(11)（株）昭和組（辞退）
(12)（株）かねぜん建設
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91 南筑後県
土整備事
務所

塩塚川河道掘削工事 土木一式工事 柳川市大和町　徳益 30,840,700 27,969,700 R4.4.7 （有）小森建設 (1)（株）堤組
(2)堤建設（辞退）
(3)砥上建設（株）
(4)（株）平川建設
(5)（株）甲斐田組
(6)（株）古賀建基
(7)甲栄建設（株）
(8)（有）小宮建設（辞退）
(9)（株）中村組（辞退）
(10)河野興業
(11)（有）近藤工業
(12)（有）小森建設（ くじ決定）

92 南筑後県
土整備事
務所

飯江川護床工事 土木一式工事 みやま市高田町　舞鶴 17,735,300 17,380,000 R4.4.6 （株）松尾組 (1)村上工務所
(2)（株）宮本建設
(3)（株）松尾組
(4)（株）松田組
(5)（株）三開永江組
(6)（株）永江組
(7)杉野産業（株）
(8)（株）隆工業

93 南筑後県
土整備事
務所

大根川排水機場機械設備
補修工事

機械器具設置工事 みやま市瀬高町　太神 3,725,700 3,520,000 R4.6.17 蔵田工業（株） (1)（株）乗富鉄工所
(2)（株）オーツボ
(3)蔵田工業（株）
(4)日新産業（株）
(5)直方工業（株）
(6)（株）大川鉄工
(7)進栄工業（株）

94 南筑後県
土整備事
務所

隈川　河道整備工事 土木一式工事 大牟田市大字宮崎 7,712,100 7,513,000 R4.4.12 （株）ニシマサ (1)（有）新生建設（辞退）
(2)（株）ニシマサ
(3)（株）オクゾノ
(4)（株）伊達建設
(5)（有）本村組
(6)（有）栄光建設
(7)（株）ティ・アール

95 南筑後県
土整備事
務所

山ノ井川仮設材撤去工事 土木一式工事 三潴郡　大木町大字福土 4,034,800 3,507,900 R4.6.13 広和建設（株） (1)（株）馬場建設工業（辞退）
(2)（株）熊丸組
(3)（有）寿建設
(4)（株）ＧーＢｅｓｔ
(5)（株）的場建設工業
(6)広和建設（株）（ くじ決定）

96 南筑後県
土整備事
務所

県道大牟田川副線交差点
照明灯設置工事

電気工事 大川市大字一木 11,812,900 10,589,700 R4.6.13 アユミ電業（株） (1)川浪電気工事（株）
(2)三交電気工事（株）
(3)アユミ電業（株）（ くじ決定）
(4)西部電業（株）
(5)（有）創広電気商会
(6)サンケイ（株）
(7)（株）リオス
(8)（有）ニューメディアエンジニアリング
(9)西鉄電設工業（株）

97 南筑後県
土整備事
務所

柳川海岸　水門下部工工
事

土木一式工事 柳川市橋本町 27,502,200 26,620,000 R4.4.18 （有）山田組 (1)（有）山田組
(2)（株）豊建設
(3)金納建設（株）
(4)（有）山田土木
(5)（有）渋田工務店（辞退）
(6)（有）荒巻建設
(7)（有）開田組（辞退）
(8)（株）廣松組
(9)（株）友進工業
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98 南筑後県
土整備事
務所

柳川海岸消波ブロック製作
工事（１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

柳川市大浜町 30,389,700 29,469,000 R4.4.18 （有）英興建設 (1)九州洗罐工事（株）
(2)冨士建設工業（株）
(3)（株）古賀建設工業所
(4)コガ信工業（有）
(5)（株）大豊実業
(6)（有）英興建設
(7)（有）野田土木
(8)（有）木原工務店
(9)大翔建設（株）
(10)（株）宝栄工業（辞退）
(11)（株）熊丸建設
(12)祐倖建設（株）

99 南筑後県
土整備事
務所

柳川海岸消波ブロック製作
工事（２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

柳川市大浜町 30,389,700 29,425,000 R4.4.18 （有）野田土木 (1)（株）梅崎工業
(2)九州洗罐工事（株）
(3)冨士建設工業（株）
(4)（株）古賀建設工業所
(5)コガ信工業（有）
(6)（有）英興建設（無効）
(7)（有）伍大建設
(8)（有）野田土木
(9)（有）木原工務店
(10)大翔建設（株）
(11)堤工業（株）
(12)（株）熊丸建設
(13)祐倖建設（株）

100 南筑後県
土整備事
務所

柳川海岸　潮遊工復旧工
事

土木一式工事 柳川市吉富町 20,715,200 20,075,000 R4.6.16 （有）古賀嘉一建設 (1)（株）待鳥建設
(2)（有）宮本組（辞退）
(3)（株）豊建設（辞退）
(4)金納建設（株）
(5)（株）古賀建設工業所
(6)（有）古賀嘉一建設
(7)（有）山田土木
(8)（有）共栄建設（無効）
(9)白鳥工業（株）

101 南筑後県
土整備事
務所

四山海岸高潮対策工事（５
工区）

とび・土工・コンクリート工
事

大牟田市四山町 39,700,100 38,665,000 R4.6.21 （株）西田総建 (1)（株）三工建設
(2)（有）新生建設
(3)（株）地工建設
(4)（株）長吉組
(5)（株）西田総建
(6)（株）山下工務店
(7)（株）佐脇建設
(8)（株）大平建工
(9)（株）中河原建設
(10)タシロ建設（有）
(11)（株）セイシン
(12)（株）七高建設

102 南筑後県
土整備事
務所

県道南関大牟田北線歩道
舗装補修工事

舗装工事 大牟田市大字唐船 18,257,800 17,336,000 R4.5.17 日興道路（株） (1)三協建設（株）
(2)徳永建設（株）
(3)（株）松尾建設工業
(4)森田舗道（有）
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)日興道路（株）
(9)瀬口舗道（株）
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103 南筑後県
土整備事
務所

山ノ井川堤防嵩上工事（７
工区）

土木一式工事 三潴郡　大木町大字福土 39,672,600 35,844,600 R4.6.7 広和建設（株） (1)江上建設（株）
(2)（有）江頭建設（辞退）
(3)（株）馬場建設工業
(4)（株）荒巻組
(5)（株）大岡組（辞退）
(6)（株）熊丸組（無効）
(7)（有）大栄建設（辞退）
(8)成生建設（株）
(9)（有）寿建設
(10)（株）廣瀬組（辞退）
(11)（株）的場建設工業
(12)広和建設（株）（ くじ決定）

104 南筑後県
土整備事
務所

県道大牟田川副線手鎌橋
外２橋橋面防水工事

舗装工事 大牟田市大字手鎌 11,815,100 11,220,000 R4.6.15 （株）松尾建設工業 (1)興亜建設工業（株）大牟田支店
(2)三協建設（株）
(3)徳永建設（株）
(4)（株）松尾建設工業
(5)森田舗道（有）（辞退）
(6)（有）南筑舗道
(7)（株）三和建設
(8)（有）サンワ舗道
(9)日興道路（株）

105 南筑後県
土整備事
務所

県道南関大牟田北線車道
舗装補修工事（１工区）

舗装工事 大牟田市大字四ケ 19,509,600 18,722,000 R4.5.16 三協建設（株） (1)三協建設（株）
(2)徳永建設（株）
(3)（株）松尾建設工業
(4)森田舗道（有）
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)日興道路（株）
(9)瀬口舗道（株）

106 南筑後県
土整備事
務所

県道南関大牟田北線車道
舗装補修工事（２工区）

舗装工事 大牟田市大字上内 23,063,700 22,022,000 R4.5.17 徳永建設（株） (1)三協建設（株）
(2)徳永建設（株）
(3)（株）松尾建設工業
(4)森田舗道（有）
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)日興道路（株）
(9)瀬口舗道（株）

107 南筑後県
土整備事
務所

県道高田山川線道路舗装
補修工事（１工区）

舗装工事 みやま市高田町　舞鶴 16,207,400 15,477,000 R4.6.15 （株）松尾建設工業 (1)三協建設（株）
(2)徳永建設（株）
(3)（株）松尾建設工業
(4)森田舗道（有）
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)日興道路（株）
(9)瀬口舗道（株）

108 南筑後県
土整備事
務所

県道高田山川線道路舗装
補修工事（２工区）

舗装工事 みやま市高田町　竹飯 17,816,700 17,006,000 R4.6.20 （株）松尾建設工業 (1)三協建設（株）（無効）
(2)徳永建設（株）
(3)（株）松尾建設工業
(4)森田舗道（有）
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)日興道路（株）
(9)瀬口舗道（株）
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109 南筑後県
土整備事
務所

県道大牟田川副線道路舗
装補修工事（１工区）

舗装工事 大牟田市大黒町１丁目 26,000,700 24,970,000 R4.6.15 興亜建設工業（株）大
牟田支店

(1)興亜建設工業（株）大牟田支店
(2)三協建設（株）
(3)徳永建設（株）
(4)（株）松尾建設工業
(5)森田舗道（有）
(6)（有）南筑舗道
(7)（株）三和建設
(8)日興道路（株）
(9)瀬口舗道（株）

110 南筑後県
土整備事
務所

国道４４３号　道路舗装補
修工事（柳川市１工区）

舗装工事 柳川市三橋町　垂見 22,379,500 21,252,000 R4.6.22 （株）共和建設 (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)大和道路（株）
(4)森田建設（株）
(5)（株）鐘福組
(6)（株）共和建設
(7)（有）南筑舗道
(8)九州舗道（株）
(9)（株）龍組

111 南筑後県
土整備事
務所

国道４４３号　道路舗装補
修工事（柳川市２工区）

舗装工事 柳川市三橋町　棚町 21,058,400 20,108,000 R4.6.23 九州舗道（株） (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)大和道路（株）
(4)森田建設（株）
(5)森田舗道（有）
(6)（株）鐘福組
(7)（株）共和建設（無効）
(8)九州舗道（株）
(9)（株）龍組
(10)瀬口舗道（株）

112 南筑後県
土整備事
務所

国道４４３号（みやま市４工
区）道路舗装補修工事（１
工区）

舗装工事 みやま市山川町　北関 17,667,100 16,951,000 R4.6.21 （有）サンワ舗道 (1)昭和舗道（株）
(2)森田建設（株）
(3)森田舗道（有）（無効）
(4)（株）鐘福組
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)（株）龍組
(9)瀬口舗道（株）

113 南筑後県
土整備事
務所

国道４４３号（みやま市４工
区）道路舗装補修工事（２
工区）

舗装工事 みやま市山川町　北関 14,858,800 14,256,000 R4.6.20 （株）三和建設 (1)有明道路（株）
(2)大和道路（株）
(3)森田舗道（有）
(4)（株）鐘福組
(5)（株）共和建設
(6)（有）南筑舗道
(7)（株）三和建設
(8)（有）サンワ舗道（無効）
(9)九州舗道（株）
(10)瀬口舗道（株）

114 南筑後県
土整備事
務所

県道大和城島線（大木町２
工区）　道路舗装補修工事

舗装工事 三潴郡　大木町大字侍島 20,464,400 19,635,000 R4.6.13 森田建設（株） (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)大和道路（株）
(4)森田建設（株）
(5)森田舗道（有）
(6)（株）共和建設
(7)（有）南筑舗道
(8)九州舗道（株）
(9)（株）龍組
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115 南筑後県
土整備事
務所

県道大和城島線（大木町２
工区）　道路舗装補修工事
（２工区）

舗装工事 三潴郡　大木町大字侍島 19,277,500 18,304,000 R4.6.16 （株）龍組 (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)森田建設（株）
(4)（株）鐘福組
(5)（株）共和建設
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)九州舗道（株）
(9)（株）龍組

116 南筑後県
土整備事
務所

県道大和城島線（柳川市２
工区）　道路舗装補修工事

舗装工事 柳川市三橋町　吉開 20,662,400 19,734,000 R4.6.10 有明道路（株） (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)大和道路（株）
(4)森田建設（株）
(5)（株）鐘福組
(6)（株）共和建設
(7)九州舗道（株）
(8)（株）龍組
(9)瀬口舗道（株）

117 南筑後県
土整備事
務所

県道大和城島線（柳川市２
工区）　道路舗装補修工事
（２工区）

舗装工事 柳川市三橋町　起田 20,662,400 19,800,000 R4.6.15 大和道路（株） (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)大和道路（株）
(4)森田建設（株）
(5)（株）鐘福組
(6)（株）共和建設
(7)九州舗道（株）
(8)（株）龍組
(9)瀬口舗道（株）

118 南筑後県
土整備事
務所

花宗川河道掘削工事（１工
区）

土木一式工事 大川市大字小保 32,161,800 29,043,300 R4.4.5 （有）古賀組 (1)江上建設（株）
(2)（有）永島建設（辞退）
(3)（有）江頭建設
(4)（株）江口工務店
(5)（有）古賀組（ くじ決定）
(6)（株）田中工務店（無効）
(7)（株）大岡組（無効）
(8)（株）筬島組
(9)成生建設（株）
(10)（有）うめざき興業
(11)（株）中村技建
(12)（株）昭和組（辞退）
(13)（株）かねぜん建設
(14)（株）三榮（無効）

119 南筑後県
土整備事
務所

花宗川河道掘削工事（２工
区）

土木一式工事 大川市大字小保 32,352,100 29,217,100 R4.4.4 （株）大岡組 (1)江上建設（株）
(2)（有）江頭建設
(3)（株）江口工務店
(4)（株）吉村組
(5)（有）古賀組
(6)（有）中島組（辞退）
(7)（株）大岡組（ くじ決定）
(8)（有）大栄建設（辞退）
(9)（株）筬島組
(10)成生建設（株）
(11)（有）うめざき興業
(12)（株）昭和組（辞退）
(13)（株）かねぜん建設
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120 南筑後県
土整備事
務所

花宗川河道掘削工事（３工
区）

土木一式工事 大川市大字向島 32,538,000 29,378,800 R4.4.4 （株）田中工務店 (1)江上建設（株）
(2)（有）江頭建設
(3)（株）江口工務店
(4)（株）吉村組
(5)（有）古賀組
(6)（株）田中工務店（ くじ決定）
(7)（有）中島組（辞退）
(8)（株）筬島組
(9)（株）中村技建
(10)（株）昭和組（辞退）
(11)（株）かねぜん建設
(12)（株）三榮（無効）

121 南筑後県
土整備事
務所

新橋川河道掘削工事 土木一式工事 大川市大字向島 26,678,300 24,482,700 R4.4.5 （株）江口工務店 (1)（有）永島建設（辞退）
(2)（株）江口工務店（ くじ決定）
(3)（株）吉村組
(4)（有）古賀組（無効）
(5)（株）田中工務店（無効）
(6)（有）中島組（辞退）
(7)（有）大栄建設（辞退）
(8)成生建設（株）
(9)（有）うめざき興業
(10)（株）三榮（無効）

122 南筑後県
土整備事
務所

花宗川河道整備工事 土木一式工事 大川市大字下牟田口 13,303,400 12,082,400 R4.6.20 （株）光建設 (1)（有）永島建設（辞退）
(2)九州ハウス工業（株）（無効）
(3)（株）光建設（ くじ決定）
(4)（有）古賀組
(5)（株）田中工務店（辞退）
(6)響建設（無効）
(7)（有）うめざき興業
(8)成和（株）（辞退）
(9)（株）三榮

123 南筑後県
土整備事
務所

楠田川河道掘削工事（２工
区）

土木一式工事 みやま市高田町　下楠田 27,856,400 27,159,000 R4.4.19 （株）隆工業 (1)村上工務所
(2)（株）宮本建設
(3)（株）松尾組
(4)（株）松田組
(5)（株）三開永江組
(6)（株）永江組
(7)杉野産業（株）
(8)（株）隆工業

124 南筑後県
土整備事
務所

諏訪川河道整備工事（１工
区）

土木一式工事 大牟田市三川町１丁目 42,299,400 41,228,000 R4.5.31 のぼる技建（株） (1)（有）緒方工務店
(2)（株）三工建設
(3)（株）地工建設（無効）
(4)（株）長吉組
(5)（株）西田総建
(6)（株）原田建設
(7)（株）佐脇建設
(8)（株）大平建工
(9)（株）中河原建設
(10)タシロ建設（有）
(11)のぼる技建（株）
(12)（株）コゥ・テック

125 南筑後県
土整備事
務所

諏訪川河道整備工事（２工
区）

土木一式工事 大牟田市三川町１丁目 41,230,200 40,150,000 R4.6.23 （株）地工建設 (1)（有）緒方工務店
(2)（株）三工建設
(3)（株）地工建設
(4)（株）長吉組
(5)（株）緑建興業
(6)（株）西田総建（無効）
(7)（株）今村組
(8)（株）佐脇建設
(9)（株）大平建工
(10)タシロ建設（有）
(11)（株）セイシン
(12)（株）コゥ・テック
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126 南筑後県
土整備事
務所

女山（２）地区　急傾斜地崩
壊対策　落石防護柵設置
工事（２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

みやま市瀬高町　大草 40,107,100 35,476,100 R4.4.20 新日本グラウト工業
（株）

(1)日本地研（株）
(2)東邦地下工機（株）
(3)日本乾溜工業（株）
(4)新日本グラウト工業（株）（ くじ決定）
(5)九州日植（株）
(6)（株）共和テック
(7)新技術工営（株）（辞退）
(8)筑紫総合開発（株）
(9)（株）緑研産業
(10)福岡総合開発（株）
(11)西日本メンテナンス（株）
(12)（株）九州緑化産業

127 南筑後県
土整備事
務所

大谷６砂防　渓流保全工工
事

土木一式工事 みやま市山川町　北関 42,810,900 38,094,100 R4.4.20 （株）鍋田組 (1)今村産業（株）
(2)（株）飛龍建設
(3)（株）鍋田土木（辞退）
(4)（株）鍋田組
(5)（有）甲斐田建設（辞退）
(6)（有）松本組（辞退）
(7)（株）サンエイ土木（辞退）
(8)（有）成清建設（辞退）
(9)（株）幸龍（無効）
(10)（株）田中基礎（辞退）
(11)（株）林組（辞退）
(12)（株）丸大通商（辞退）

128 南筑後県
土整備事
務所

沖端川有明高潮対策事業
護岸整備工事

土木一式工事 柳川市沖端町 40,939,800 39,600,000 R4.4.13 （有）伍大建設 (1)（株）梅崎工業
(2)（株）荻島組
(3)（有）山田組（無効）
(4)（株）大豊実業
(5)（有）渋田工務店（辞退）
(6)（有）伍大建設
(7)（有）荒巻建設
(8)（株）廣松組
(9)（有）金子工務店
(10)堤工業（株）
(11)（株）宝栄工業（辞退）
(12)（株）友進工業

129 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線　道路舗
装補修工事

舗装工事 みやま市瀬高町　大草 17,317,300 16,621,000 R4.5.27 瀬口舗道（株） (1)大和道路（株）
(2)森田舗道（有）
(3)（株）鐘福組
(4)（株）共和建設
(5)（有）南筑舗道
(6)（株）三和建設
(7)（有）サンワ舗道
(8)（株）龍組
(9)瀬口舗道（株）

130 南筑後県
土整備事
務所

県道橋本辻町線　道路舗
装補修工事

舗装工事 柳川市茂庵町 10,600,700 10,120,000 R4.6.15 （株）鐘福組 (1)有明道路（株）
(2)昭和舗道（株）
(3)大和道路（株）
(4)森田建設（株）
(5)（株）鐘福組
(6)（株）共和建設
(7)（株）三和建設
(8)（有）サンワ舗道
(9)（株）龍組
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131 南筑後県
土整備事
務所

四山海岸高潮対策工事（Ｒ
４－１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

大牟田市四山町 39,586,800 38,588,000 R4.6.20 （株）オクゾノ (1)（株）三工建設
(2)（株）地工建設
(3)（有）日栄工業
(4)（株）原田建設
(5)（有）荒木建設
(6)（株）オクゾノ
(7)（株）山下工務店
(8)（株）伊達建設
(9)（有）本村組
(10)（有）平原建設
(11)タシロ建設（有）
(12)のぼる技建（株）
(13)（株）瀬口組

132 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線道路新設
工事

土木一式工事 みやま市瀬高町　長田 48,239,400 47,245,000 R4.6.13 （株）大洋建設 (1)瀬口開発（株）（辞退）
(2)（株）大洋建設
(3)（株）飛龍建設（辞退）
(4)（有）久冨組（辞退）
(5)（株）鍋田土木
(6)（株）鍋田組
(7)（有）松本組
(8)（有）ユウキ（辞退）
(9)（有）協和工業
(10)（有）成清建設（辞退）
(11)（株）幸龍（辞退）
(12)（株）躍進（辞退）

133 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線情報ケー
ブル敷設工事

電気通信工事 みやま市瀬高町　長田 12,232,000 11,550,000 R4.6.15 イーエレクス（株） (1)ニシム電子工業（株）（辞退）
(2)（株）九電工
(3)三菱電機（株）九州支社（辞退）
(4)日本無線（株）九州支社（辞退）
(5)エコー電子工業（株）本社
(6)日米電子（株）
(7)（株）日本電子（無効）
(8)福岡芝浦電子（株）
(9)イーエレクス（株）

134 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線大型標識
設置工事（１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

みやま市瀬高町　長田 6,824,400 6,092,900 R4.6.10 （株）久留米道路施設 (1)ニチハツ工業（株）
(2)筑豊金網工業（株）
(3)（株）寿陽建設
(4)日本ディックライト（株）
(5)大輝ロード（株）
(6)（株）久留米道路施設（ くじ決定）
(7)（株）誠和興建

135 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線大型標識
設置工事（２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

みやま市瀬高町　長田 6,201,800 5,537,400 R4.6.6 太陽工業（株） (1)グリーン・ロード（株）
(2)（有）馬場産業
(3)太陽工業（株）（ くじ決定）
(4)（株）ダイシ
(5)（株）久留米道路施設（無効）
(6)（株）開発工業
(7)日本エスエム（株）
(8)交通器材（株）

136 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線大型標識
設置工事（３工区）

とび・土工・コンクリート工
事

みやま市瀬高町　長田 5,135,900 4,596,900 R4.6.8 （有）馬場産業 (1)筑豊金網工業（株）
(2)（株）白石道路施設
(3)（有）馬場産業（ くじ決定）
(4)日本ディックライト（株）
(5)太陽工業（株）（無効）
(6)（株）ダイシ
(7)大輝ロード（株）
(8)（株）久留米道路施設（無効）
(9)交通器材（株）
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137 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線道路照明
灯設置工事（１工区）

電気工事 みやま市瀬高町　長田 4,134,900 3,736,700 R4.6.7 （株）大光電設 (1)荒木電設（有）
(2)（株）森田電工
(3)吉田電気工事（株）
(4)（株）中原電工
(5)（有）大橋電気商会
(6)（有）丸武電気工事（辞退）
(7)（株）大光電設（ くじ決定）

138 南筑後県
土整備事
務所

県道飯江長田線道路照明
灯設置工事（２工区）

電気工事 みやま市瀬高町　長田 3,982,000 3,773,000 R4.6.3 （有）藤垣電気商会 (1)（株）森田電工
(2)吉田電気工事（株）
(3)（株）中原電工
(4)（株）木下電機商会
(5)信和電気工事（株）
(6)（有）三橋電気
(7)（有）藤垣電気商会
(8)（株）マツウラ

139 南筑後県
土整備事
務所

普光寺川緊急対策工事（１
工区）

土木一式工事 大牟田市大字今山 2,753,300 2,753,300 R4.4.22 のぼる技建（株） (1)のぼる技建（株）

140 南筑後県
土整備事
務所

普光寺川緊急対策工事（２
工区）

土木一式工事 大牟田市大字今山 2,761,000 2,761,000 R4.4.22 のぼる技建（株） (1)のぼる技建（株）

141 南筑後県
土整備事
務所

飯江川風水害時の緊急対
策工事（１工区）

土木一式工事 みやま市高田町　海津 3,275,800 3,054,944 R4.6.3 （株）河建 (1)（株）河建

142 南筑後県
土整備事
務所

飯江川風水害時の緊急対
策工事（２工区）

土木一式工事 みやま市高田町　海津 3,234,000 2,990,198 R4.6.3 （株）松尾組 (1)（株）松尾組

143 直方県土
整備事務
所

春田川　流路工（Ｒ４－１）
工事

土木一式工事 宮若市脇田 42,565,600 38,386,700 R4.6.14 （有）宗松組 (1)坂井建設（株）
(2)（株）堀組土建
(3)（有）安永工務店
(4)（株）田代土木
(5)（株）双一開發
(6)（株）内山建設工業
(7)（有）スキルテック
(8)（有）宗松組（ くじ決定）
(9)（株）新輝建設
(10)（株）創都
(11)（株）宮田土木
(12)（株）本田開発

144 直方県土
整備事務
所

県道福岡直方線　脇田小
伏工区　道路舗装工事

舗装工事 宮若市小伏 16,376,800 15,785,000 R4.5.31 （株）北部九州舗道 (1)（株）杉園道路建設
(2)筑豊舗道（株）
(3)直方舗道（株）
(4)（株）北部九州舗道
(5)（有）東洋開発
(6)（株）今井組
(7)（株）和コーポレーション
(8)（株）サン・ロード九州
(9)九州環境整備（株）
(10)アイプロテック（株）（無効）

145 直方県土
整備事務
所

県道岡垣宮田線　道路舗
装補修工事

舗装工事 宮若市倉久 19,995,800 19,393,000 R4.6.6 アイプロテック（株） (1)（株）杉園道路建設
(2)筑豊舗道（株）
(3)（株）北部九州舗道
(4)（株）今井組
(5)（株）和コーポレーション
(6)（株）アスリード
(7)（株）サン・ロード九州
(8)九州環境整備（株）
(9)アイプロテック（株）
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146 直方県土
整備事務
所

国道２００号　道路舗装補
修工事（１工区）

舗装工事 直方市大字中泉 18,110,400 17,490,000 R4.6.21 九州環境整備（株） (1)筑豊舗道（株）
(2)直方舗道（株）
(3)（株）北部九州舗道
(4)（有）東洋開発（無効）
(5)（株）今井組
(6)（株）和コーポレーション
(7)（株）アスリード
(8)（株）サン・ロード九州
(9)九州環境整備（株）
(10)アイプロテック（株）

147 直方県土
整備事務
所

福岡直方線外２路線　区画
線設置工事

塗装工事 宮若市芹田 4,847,700 4,598,000 R4.6.21 日本エスエム（株） (1)（株）寿陽建設
(2)（株）シンワロード
(3)（株）白石道路施設
(4)（株）田川ライン
(5)（株）九州標識
(6)日本エスエム（株）
(7)（株）森野工業

148 直方県土
整備事務
所

中間宮田線外２路線　区画
線設置工事

塗装工事 宮若市龍徳 4,347,200 4,125,000 R4.6.23 （株）白石道路施設 (1)塚本フェンス（株）
(2)（有）藤秀産業
(3)（株）白石道路施設
(4)交通システム（株）
(5)（有）タナカ安全設備
(6)（有）セフティーリード
(7)エヌ・ディ・ケイ（株）
(8)大東産業（株）

149 直方県土
整備事務
所

県道福岡直方線　道路改
築工事

土木一式工事 宮若市小伏 17,823,300 15,455,000 R4.4.4 （株）丸忠産業 (1)（株）南王工業
(2)（有）修成建設（辞退）
(3)（有）古茅建設
(4)早川産業（株）（辞退）
(5)（有）塩川産業（辞退）
(6)（有）坂元建設
(7)（株）丸忠産業（ くじ決定）
(8)池上組
(9)（株）勝栄建設

150 直方県土
整備事務
所

国道２００号　道路舗装補
修工事（２工区）

舗装工事 直方市大字中泉 19,605,300 19,008,000 R4.6.20 （有）東洋開発 (1)（株）杉園道路建設
(2)筑豊舗道（株）
(3)直方舗道（株）
(4)（有）東洋開発
(5)（株）今井組
(6)（株）アスリード
(7)（株）サン・ロード九州
(8)九州環境整備（株）
(9)アイプロテック（株）

151 直方県土
整備事務
所

田川直方線バイパス　法面
防草対策工事

土木一式工事 直方市大字上境 4,871,900 4,296,600 R4.6.20 （株）山正建設 (1)（有）友原興建（辞退）
(2)（有）片山組
(3)夢創
(4)頂
(5)（株）倉員建設
(6)（株）美松建設
(7)（株）山正建設（ くじ決定）

152 直方県土
整備事務
所

県道福岡直方線地下水排
除工事

とび・土工・コンクリート工
事

宮若市本城 20,431,400 18,214,900 R4.6.7 福岡総合開発（株） (1)（株）ニチボー
(2)日本乾溜工業（株）
(3)新日本グラウト工業（株）
(4)九州日植（株）
(5)久米建設（株）
(6)ミクニ建設（株）
(7)不二グラウト工業（株）
(8)福岡総合開発（株）（ くじ決定）
(9)（株）九州緑化産業
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153 京築県土
整備事務
所

国道４９６号道路災害復旧
工事（２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

京都郡　みやこ町犀川　下
伊良原

74,087,200 67,239,700 R4.5.17 （株）伍栄建設 (1)（株）ニチボー
(2)九州日植（株）
(3)（株）日本総建
(4)久米建設（株）
(5)（株）築上重機
(6)（株）緑研産業
(7)（株）緑豊テック
(8)（株）藤本工務店
(9)（株）伍栄建設（ くじ決定）
(10)（株）フジイ
(11)（有）稲友建設
(12)不二グラウト工業（株）
(13)武巳建設（株）
(14)（有）タオ
(15)（株）九州緑化産業（無効）

154 京築県土
整備事務
所

県道椎田勝山線　防護柵
設置工事

とび・土工・コンクリート工
事

京都郡　みやこ町国作 3,026,100 2,860,000 R4.6.8 九州交通安全（株） (1)（株）寿陽建設
(2)日本道路総合施設（株）
(3)（有）只松商会
(4)九州交通安全（株）
(5)（有）北部安全
(6)（有）エスアールシステム
(7)日本エスエム（株）

155 京築県土
整備事務
所

県道長尾稗田平島線　舗
装補修工事

舗装工事 行橋市大字下稗田 24,938,100 22,391,600 R4.5.26 （株）北翁 (1)鈴木建設（株）
(2)（株）福森組
(3)（株）豊秀建設
(4)（株）放作
(5)（株）ナガイ
(6)藤建建設（株）
(7)（株）北翁（ くじ決定）
(8)（有）繁永建設工業（無効）
(9)（有）吉村組

156 京築県土
整備事務
所

県道行橋添田線　舗装補
修工事

舗装工事 京都郡　みやこ町犀川　崎
山

6,839,800 6,094,000 R4.5.23 京華興産（株） (1)白水建設（有）
(2)野田建設工業（株）
(3)（株）福森組
(4)（有）堀本建設
(5)（株）豊秀建設
(6)（有）西座建設
(7)京華興産（株）（ くじ決定）

157 京築県土
整備事務
所

県道門司行橋線道路新設
工事（１工区）

土木一式工事 行橋市大字元永 35,196,700 31,744,900 R4.6.28 （株）グッドネス (1)（有）永幸設備
(2)（株）豊田建設
(3)野田建設工業（株）
(4)宮西設備（株）
(5)（有）庭治（無効）
(6)（有）富田建設
(7)（株）浜内工業
(8)（有）緒方造園開発
(9)田中組
(10)竹下建設（株）（無効）
(11)誠里建設
(12)（株）出口工務所
(13)（株）グッドネス（ くじ決定）

158 京築県土
整備事務
所

県道門司行橋線道路新設
工事（２工区）

土木一式工事 行橋市大字元永 36,008,500 32,492,900 R4.6.27 （有）夫津木鉄筋 (1)（株）井本冷熱（辞退）
(2)（有）大塚建材店
(3)（株）周防灘ビルサービス
(4)協和工業（株）
(5)（株）みやけ商会（辞退）
(6)京都建材工業（有）
(7)（有）夫津木鉄筋（ くじ決定）
(8)（有）昇央建設
(9)（有）中野技建
(10)雄志総合設備（株）
(11)（株）有門組
(12)大興開発（株）
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159 京築県土
整備事務
所

県道門司行橋線道路新設
工事（３工区）

土木一式工事 行橋市大字元永 39,046,700 35,250,600 R4.6.27 （有）能方設備 (1)（株）豊田建設
(2)（有）能方設備（ くじ決定）
(3)（有）堀本建設
(4)（有）富田建設
(5)藤建建設（株）
(6)（株）浜内工業
(7)（有）繁永建設工業
(8)（有）吉村組（辞退）
(9)田中組
(10)（有）出口建設
(11)誠里建設
(12)（株）出口工務所

160 京築県土
整備事務
所

国道４９６号道路防災工事
（Ｒ４－１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

京都郡　みやこ町犀川　帆
柱

30,845,100 27,750,800 R4.6.30 （有）三高産業 (1)（株）ケイリン開発
(2)（株）築上重機
(3)（株）テクノスグリーン
(4)（株）緑豊テック
(5)（株）セイケン
(6)ミクニ建設（株）
(7)（有）三高産業（ くじ決定）
(8)（株）九州マツオ
(9)栄和建設（株）
(10)福岡総合開発（株）
(11)（株）Ｋ・Ｋ
(12)九州防災メンテナンス（株）

161 京築県土
整備事務
所

県道福土吉富線道路拡幅
工事（４工区）

土木一式工事 築上郡　上毛町大字西友
枝

18,884,800 16,936,700 R4.6.15 （株）心工業 (1)小林土建（株）
(2)（有）大平建設
(3)（株）寺岡組
(4)廣崎組
(5)（有）大栄建工
(6)（有）小出石組
(7)（有）今西石材
(8)（株）タイヘイ（辞退）
(9)（株）心工業（ くじ決定）

162 京築県土
整備事務
所

県道山口行橋線排水施設
補修工事

土木一式工事 行橋市大字草野 4,056,800 3,579,400 R4.6.13 （有）裕斗工業 (1)すえまつ興産（株）
(2)（株）西村組
(3)（株）米田水道
(4)山本建設
(5)（株）サンエイ
(6)（有）裕斗工業（ くじ決定）
(7)（株）喜働建設

163 京築県土
整備事務
所

八津田海岸　海岸施設維
持工事

土木一式工事 築上郡　築上町大字宇留
津

3,572,800 3,531,000 R4.6.2 （有）成吉組 (1)（有）一木工業
(2)（有）西口住宅設備
(3)田原産業
(4)（株）竹中建設（辞退）
(5)（有）アルテック・サンスイ
(6)（有）成吉組
(7)武道ボーリング

164 京築県土
整備事務
所

県道黒平椎田線道路拡幅
工事（３工区）

土木一式工事 築上郡　築上町大字真如
寺

22,591,800 22,220,000 R4.6.7 幸久建設（株） (1)野中建設（株）
(2)宮野建設（株）
(3)（株）山内工務店
(4)（有）正栄建設
(5)（有）大長
(6)（株）栄信建設
(7)（有）豊進工建
(8)川端興業（有）
(9)幸久建設（株）
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165 京築県土
整備事務
所

県道椎田勝山線　道路舗
装工事（１工区）

舗装工事 築上郡　築上町大字越路 14,455,100 13,728,000 R4.6.3 有永建設（株） (1)九州ニチレキ工事（株）
(2)松山建設（株）
(3)ワタナベ工業（有）
(4)丸建舗設工業
(5)有永建設（株）
(6)（株）ツボネ
(7)（有）富士建設
(8)日豊建設（株）
(9)（株）東九

166 京築県土
整備事務
所

県道椎田勝山線　道路舗
装工事（２工区）

舗装工事 築上郡　築上町大字越路 14,771,900 14,032,700 R4.6.21 （株）東九 (1)九州ニチレキ工事（株）
(2)松山建設（株）
(3)ワタナベ工業（有）
(4)丸建舗設工業
(5)有永建設（株）
(6)（株）ツボネ
(7)（有）富士建設
(8)日豊建設（株）
(9)（株）東九

167 京築県土
整備事務
所

有田川砂防堰堤工事（Ｒ４
－１工区）

土木一式工事 築上郡　上毛町大字東上 42,111,300 37,968,700 R4.6.29 小林土建（株） (1)（株）ウエダ
(2)小林土建（株）（ くじ決定）
(3)（株）寺岡組
(4)大浜建設工業（株）
(5)（有）林野建設（無効）
(6)（有）小出石組
(7)（有）今西石材
(8)（株）大豊建設
(9)西建設
(10)（有）麻野鉄工建設興業
(11)園田建設（株）
(12)（株）心工業（無効）

168 京築県土
整備事務
所

三毛門沓川海岸工事用道
路工事

土木一式工事 豊前市大字三毛門 23,731,400 23,485,000 R4.6.23 （有）谷崎組 (1)（株）石田組
(2)（株）協豊組
(3)（株）ツメマル・コンストラクション
(4)（株）豊成建設
(5)（有）共眞建設
(6)（有）となり建設
(7)（有）谷崎組
(8)（有）小石組
(9)松新建設（株）

169 京築県土
整備事務
所

道路舗装修繕業務工事 舗装工事 豊前市 3,980,900 3,925,900 R4.4.1 （有）富士建設 (1)松山建設（株）
(2)ワタナベ工業（有）
(3)丸建舗設工業
(4)有永建設（株）
(5)（株）ツボネ
(6)（有）富士建設
(7)日豊建設（株）

170 朝倉県土
整備事務
所

新立川（助成）道路舗装工
事１工区

舗装工事 朝倉市入地 8,184,000 7,766,000 R4.6.21 森部建設（株） (1)東建舗道（株）
(2)武藤建設（株）（辞退）
(3)（株）柿原建設
(4)昭栄建設（株）（辞退）
(5)（株）久保組（辞退）
(6)（株）才田組
(7)森部建設（株）
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171 朝倉県土
整備事務
所

黒川河床低下対策工事（１
工区）

土木一式工事 朝倉市黒川 42,775,700 41,800,000 R4.4.19 （有）秋吉組 (1)（株）泉組（辞退）
(2)（株）浦設備工業（辞退）
(3)（株）川口建設
(4)（株）倉地建設（辞退）
(5)（株）渕上建設（辞退）
(6)武藤建設（株）（辞退）
(7)（有）秋吉組
(8)（株）一伸工業
(9)（株）一典工業（辞退）
(10)（有）原田（辞退）
(11)（株）上成
(12)空閑工務店（無効）

172 朝倉県土
整備事務
所

黒川河床低下対策工事（２
工区）

土木一式工事 朝倉市黒川 42,022,200 41,140,000 R4.4.18 （株）中野建設 (1)（株）泉組（辞退）
(2)（株）川口建設（辞退）
(3)（株）平田組
(4)（株）別府土建（辞退）
(5)（株）原工業（無効）
(6)（株）中野建設
(7)（株）大内田組
(8)（株）エフ・テクノ（辞退）
(9)（有）風成（辞退）
(10)（有）賀和運送
(11)（有）西村技建（辞退）
(12)（株）川上建設（辞退）

173 朝倉県土
整備事務
所

県道朝倉小石原線　地す
べり対策工事

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市須川 13,712,600 12,265,000 R4.6.17 （株）フジイ (1)（株）小財スチール
(2)西部建設工業（株）
(3)新善テック（株）
(4)（株）フジイ（ くじ決定）
(5)（株）九州マツオ
(6)（有）稲友建設
(7)福岡総合開発（株）
(8)（株）Ｋ・Ｋ
(9)（有）新浜産業

174 朝倉県土
整備事務
所

県道朝倉小石原線　単県
災害復旧工事

土木一式工事 朝倉市須川 18,668,100 17,600,000 R4.6.13 （有）石井建設 (1)（有）秋重建設（辞退）
(2)（有）秋吉組
(3)（有）石井建設
(4)石松建設（有）（無効）
(5)（有）大石産業（辞退）
(6)（有）澪天工業（辞退）
(7)天竜建設（辞退）
(8)永井土木（株）（辞退）
(9)空閑工務店（辞退）

175 朝倉県土
整備事務
所

高山地区土砂撤去工事 土木一式工事 朝倉市杷木　志波 41,004,700 40,150,000 R4.4.1 （有）小林建設 (1)村上組（辞退）
(2)（株）原田組（辞退）
(3)日迎建設（株）（辞退）
(4)（株）協和工業（無効）
(5)（有）井上興業
(6)（有）伊藤産業（辞退）
(7)（有）梶原工建（辞退）
(8)（株）梅野設備（辞退）
(9)（有）小林建設
(10)（有）小野組（辞退）
(11)（株）井手組
(12)（株）日野土木（辞退）
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176 朝倉県土
整備事務
所

寒水川土砂撤去工事 土木一式工事 朝倉市杷木　古賀 73,310,600 71,830,000 R4.4.5 東雲建設（株） (1)（株）永幸建設（辞退）
(2)（株）川口建設（辞退）
(3)（株）辻組（辞退）
(4)（株）平田組（辞退）
(5)久富建設（株）（辞退）
(6)（株）福田組（辞退）
(7)（有）星野組（辞退）
(8)（株）ヒタヤ（辞退）
(9)（株）原田組（辞退）
(10)日迎建設（株）
(11)（株）高橋組（辞退）
(12)東雲建設（株）
(13)山一建設工業（株）（辞退）
(14)（有）梶原工建（辞退）
(15)（株）内野組（辞退）
(16)（有）清水興産（辞退）
(17)（有）秋山重建（辞退）
(18)（株）案納工務店（無効）
(19)（有）小野組（辞退）
(20)（株）才田組（辞退）

177 朝倉県土
整備事務
所

白木谷川砂防堆積土砂撤
去工事（４工区）

土木一式工事 朝倉市杷木　白木 70,005,100 68,530,000 R4.6.16 東雲建設（株） (1)（株）泉組（辞退）
(2)（有）星野組（辞退）
(3)武藤建設（株）（辞退）
(4)（株）ヒタヤ（辞退）
(5)（株）岡嶋建設（辞退）
(6)（株）梶原組（辞退）
(7)（株）原田組（辞退）
(8)日迎建設（株）
(9)（株）半田建設（辞退）
(10)東雲建設（株）
(11)（有）梶原工建（辞退）
(12)（有）坂本組（辞退）
(13)（有）小野組（辞退）
(14)（株）才田組（辞退）
(15)（株）古賀組（辞退）

178 朝倉県土
整備事務
所

荷原川（復緊）サヤ・古熊
堰下部工工事（１工区）

土木一式工事 朝倉市三奈木 69,938,000 64,900,000 R4.4.1 （株）古賀組 (1)（株）浦設備工業（辞退）
(2)（株）渕上建設（辞退）
(3)（有）星野組（辞退）
(4)武藤建設（株）（辞退）
(5)（株）原工業（無効）
(6)（株）半田建設（辞退）
(7)（株）一典工業（無効）
(8)（株）中野建設
(9)（株）エフ・テクノ（辞退）
(10)（株）平野建設
(11)（有）原田（辞退）
(12)（有）風成（辞退）
(13)（有）賀和運送（辞退）
(14)（有）西村技建（辞退）
(15)（株）上成（辞退）
(16)（株）羽野組（辞退）
(17)森部建設（株）（辞退）
(18)（株）古賀組
(19)（株）川上建設（辞退）
(20)空閑工務店（辞退）
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179 朝倉県土
整備事務
所

荷原川（復緊）河道掘削工
事１工区

土木一式工事 朝倉市大庭 62,186,300 55,358,600 R4.4.1 （株）岡嶋建設 (1)（株）浦設備工業（辞退）
(2)（株）倉地建設（辞退）
(3)（株）筑水建設（辞退）
(4)（株）平田組（辞退）
(5)（株）別府土建（辞退）
(6)（有）星野組（辞退）
(7)（株）岡嶋建設（ くじ決定）
(8)（株）原工業（無効）
(9)（株）半田建設（辞退）
(10)（株）石松組（辞退）
(11)（有）秋吉組（辞退）
(12)（株）久保組（辞退）
(13)（株）一伸工業（辞退）
(14)（株）一典工業（無効）
(15)（株）大内田組（辞退）
(16)（有）大石産業（辞退）
(17)（株）平野建設
(18)（株）才田組
(19)森部建設（株）
(20)永井土木（株）（辞退）

180 朝倉県土
整備事務
所

荷原川（復緊）仮設道路設
置工事

土木一式工事 朝倉市三奈木 30,195,000 29,590,000 R4.4.5 （有）原田 (1)（株）平田組
(2)（株）渕上建設（辞退）
(3)（株）別府土建（辞退）
(4)（株）原工業（無効）
(5)（株）中野建設（辞退）
(6)（株）大内田組（無効）
(7)（株）エフ・テクノ（辞退）
(8)（有）原田
(9)（有）風成（辞退）
(10)（有）賀和運送
(11)（有）西村技建（辞退）
(12)（株）川上建設（辞退）

181 朝倉県土
整備事務
所

荷原川（復緊）迎田橋取付
道路工事

土木一式工事 朝倉市大庭 78,751,200 77,110,000 R4.6.17 （株）才田組 (1)（株）川口建設
(2)（有）星野組（辞退）
(3)（株）ヒタヤ（辞退）
(4)（株）梶原組（辞退）
(5)昭栄建設（株）（辞退）
(6)（株）原田組（辞退）
(7)日迎建設（株）（辞退）
(8)（株）半田建設（辞退）
(9)（株）石松組（辞退）
(10)（株）久保組（辞退）
(11)（有）武土木建設（辞退）
(12)（株）上成（辞退）
(13)（株）才田組
(14)（株）羽野組
(15)森部建設（株）（辞退）

182 朝倉県土
整備事務
所

荷原川（復緊）サヤ・古熊
堰下部工工事（２工区）

土木一式工事 朝倉市三奈木 102,457,300 100,408,000 R4.6.21 （株）古賀組 (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（辞退）
(6)武藤建設（株）（辞退）
(7)（株）岡嶋建設（辞退）
(8)（株）柿原建設（辞退）
(9)（株）半田建設
(10)（株）久保組
(11)（株）中野建設（辞退）
(12)（有）原田（辞退）
(13)（株）上成（辞退）
(14)（株）才田組（辞退）
(15)（株）古賀組
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183 朝倉県土
整備事務
所

荷原川（復緊）サヤ・古熊
堰取付擁壁工事（２工区）

土木一式工事 朝倉市三奈木 101,440,900 99,330,000 R4.6.28 （株）平田組 (1)（株）泉組（辞退）
(2)（株）川口建設
(3)（株）平田組
(4)（株）渕上建設（辞退）
(5)（株）別府土建（辞退）
(6)（有）星野組（無効）
(7)武藤建設（株）（辞退）
(8)（株）石松組（辞退）
(9)東雲建設（株）（辞退）
(10)（株）中野建設（辞退）
(11)（有）原田（辞退）
(12)（有）武土木建設（辞退）
(13)（株）上成（辞退）
(14)（株）羽野組
(15)森部建設（株）（辞退）
(16)（株）古賀組（無効）

184 朝倉県土
整備事務
所

寒水川（砂防）若鳩橋防護
柵設置工事

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市杷木　寒水 4,560,600 4,055,700 R4.5.19 （株）寿陽建設 (1)ミカドコーポレーション（株）
(2)筑豊金網工業（株）
(3)（株）寿陽建設（ くじ決定）
(4)（株）永津建設
(5)（株）ダイシ
(6)（株）久留米道路施設
(7)交通器材（株）

185 朝倉県土
整備事務
所

船底谷川　法面対策工事
（１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市杷木　寒水 44,456,500 39,380,000 R4.4.5 ライト工業（株）九州
統括支店

(1)日本地研（株）
(2)日特建設（株）九州支店
(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（ くじ決定）
(5)技研興業（株）九州営業所
(6)大栄開発（株）福岡支店
(7)日本建設技術（株）福岡支店（辞退）
(8)日本基礎技術（株）九州支店
(9)新日本グラウト工業（株）
(10)九州日植（株）
(11)新善テック（株）
(12)福岡総合開発（株）

186 朝倉県土
整備事務
所

船底谷川　法面対策工事
（２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市杷木　寒水 39,255,700 34,722,600 R4.4.6 新技術工営（株） (1)東邦地下工機（株）
(2)新技術工営（株）（ くじ決定）
(3)（株）テクノスグリーン
(4)（株）法研工業
(5)（株）緑研産業
(6)（株）セイケン
(7)ミクニ建設（株）
(8)（株）藤本工務店
(9)新善テック（株）
(10)栄和建設（株）
(11)不二グラウト工業（株）
(12)福岡総合開発（株）
(13)武巳建設（株）

187 朝倉県土
整備事務
所

白木谷川砂防渓流保全工
工事（３工区）

土木一式工事 朝倉市杷木　白木 124,780,700 122,210,000 R4.6.13 日迎建設（株） (1)（株）平田組（辞退）
(2)（株）別府土建（辞退）
(3)（株）ヒタヤ（辞退）
(4)（株）岡嶋建設（辞退）
(5)（株）梶原組（辞退）
(6)（株）原田組（辞退）
(7)日迎建設（株）
(8)（株）半田建設（辞退）
(9)東雲建設（株）（辞退）
(10)（株）久保組（辞退）
(11)（有）梶原工建
(12)（有）坂本組（辞退）
(13)（有）小野組（辞退）
(14)（有）武土木建設（辞退）
(15)（株）才田組（辞退）
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188 朝倉県土
整備事務
所

白木谷川砂防渓流保全工
工事（４工区）

土木一式工事 朝倉市杷木　白木 144,650,000 141,680,000 R4.6.13 日迎建設（株） (1)（株）渕上建設（辞退）
(2)（株）ヒタヤ（辞退）
(3)（株）梶原組（辞退）
(4)（株）柿原建設（辞退）
(5)昭栄建設（株）（辞退）
(6)（株）原田組（辞退）
(7)日迎建設（株）
(8)（株）石松組（辞退）
(9)（株）久保組（辞退）
(10)（有）梶原工建
(11)（有）坂本組（辞退）
(12)（株）中野建設（辞退）
(13)（有）小野組（辞退）
(14)（株）羽野組（辞退）
(15)（株）古賀組（辞退）

189 朝倉県土
整備事務
所

白木谷川砂防渓流保全工
工事（５工区）

土木一式工事 朝倉市杷木　白木 145,316,600 142,340,000 R4.6.20 （有）梶原工建 (1)（株）別府土建（辞退）
(2)（有）星野組（無効）
(3)（株）ヒタヤ（辞退）
(4)（株）梶原組（辞退）
(5)（株）原田組（辞退）
(6)日迎建設（株）
(7)東雲建設（株）（辞退）
(8)（有）梶原工建
(9)（有）坂本組（辞退）
(10)（有）原田（辞退）
(11)（有）小野組（辞退）
(12)（有）武土木建設（辞退）
(13)（株）才田組（辞退）
(14)（株）羽野組（辞退）
(15)森部建設（株）（辞退）

190 朝倉県土
整備事務
所

北川右支川花立橋外２橋
上部工工事

土木一式工事 朝倉市杷木　志波 39,795,800 35,139,500 R4.4.5 （株）ニューテック康和
九州支店

(1)三井住友建設（株）九州支店（辞退）
(2)（株）日本ピーエス九州支店（辞退）
(3)昭和コンクリート工業（株）九州支店（辞退）
(4)コーアツ工業（株）福岡支店（辞退）
(5)（株）富士ピー・エス
(6)（株）安部日鋼工業九州支店（辞退）
(7)極東興和（株）福岡支店（辞退）
(8)松尾建設（株）福岡支店（辞退）
(9)川田建設（株）九州支店（辞退）
(10)オリエンタル白石（株）九州支店（辞退）
(11)（株）ＩＨＩインフラ建設九州支店（辞退）
(12)（株）ニューテック康和九州支店

191 朝倉県土
整備事務
所

鬼ヶ城川（３）砂防渓流保
全工工事

土木一式工事 朝倉市荷原鬼ケ城 54,958,200 53,790,000 R4.4.6 （株）別府土建 (1)（株）泉組（辞退）
(2)（株）倉地建設（辞退）
(3)（株）渕上建設（辞退）
(4)（株）別府土建
(5)武藤建設（株）（辞退）
(6)（株）柿原建設（無効）
(7)（株）半田建設（辞退）
(8)（株）石松組（辞退）
(9)（有）秋吉組（辞退）
(10)（株）久保組（辞退）
(11)（株）一伸工業（辞退）
(12)（株）一典工業（辞退）
(13)（株）エフ・テクノ（辞退）
(14)（有）風成
(15)（有）賀和運送（辞退）
(16)（有）西村技建（辞退）
(17)（株）上成（辞退）
(18)（株）羽野組
(19)（株）川上建設（辞退）
(20)空閑工務店（辞退）
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192 朝倉県土
整備事務
所

鬼ヶ城川（４）砂防渓流保
全工工事

土木一式工事 朝倉市荷原鬼ケ城 91,264,800 89,430,000 R4.6.13 （株）古賀組 (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（辞退）
(6)武藤建設（株）（辞退）
(7)（株）柿原建設（辞退）
(8)（株）石松組（辞退）
(9)東雲建設（株）（辞退）
(10)（株）中野建設（辞退）
(11)（有）原田
(12)（株）上成（辞退）
(13)（株）羽野組（辞退）
(14)森部建設（株）
(15)（株）古賀組

193 朝倉県土
整備事務
所

八坂谷川２激特砂防管理
用道路工事

土木一式工事 朝倉市宮野 75,119,000 71,280,000 R4.4.5 （株）半田建設 (1)大和建設（株）（無効）
(2)（株）泉組（辞退）
(3)（株）川口建設
(4)堤土木（株）（辞退）
(5)半田建設（株）（辞退）
(6)（有）星野組（辞退）
(7)（株）南組（辞退）
(8)（株）中村組（辞退）
(9)（株）半田建設
(10)（株）石松組（辞退）
(11)東雲建設（株）（辞退）
(12)（株）久保組
(13)（株）ヤマド（辞退）
(14)（株）橋爪土木（辞退）
(15)山川建設（株）（辞退）
(16)（株）吉武商事（辞退）
(17)（株）上成（辞退）
(18)（株）羽野組（辞退）
(19)森部建設（株）（辞退）
(20)（株）行徳組（辞退）

194 朝倉県土
整備事務
所

大黒川砂防　渓流保全工
工事

土木一式工事 朝倉市黒川 89,005,400 87,230,000 R4.4.6 （株）高木組 (1)（株）郷原組
(2)三陽建設（有）（辞退）
(3)（株）久富組
(4)（株）渕上建設（辞退）
(5)武藤建設（株）（辞退）
(6)（株）高木組
(7)（株）石松組（辞退）
(8)（株）久保組（辞退）
(9)梓建設（株）（辞退）
(10)（株）新堀組（無効）
(11)（株）中野建設（辞退）
(12)（株）大内田組（無効）
(13)（株）行徳建設（辞退）
(14)（有）原田（辞退）
(15)（有）武土木建設（辞退）
(16)（株）柴田工業（無効）
(17)井樋建設（株）（辞退）
(18)森部建設（株）（辞退）
(19)（株）古賀組（辞退）
(20)（株）中園土木（無効）

195 朝倉県土
整備事務
所

県道朝倉小石原線舗装補
修工事（１工区）

舗装工事 朝倉市須川 18,580,100 18,205,000 R4.6.16 （株）羽野組 (1)東建舗道（株）
(2)武藤建設（株）（辞退）
(3)（株）柿原建設（無効）
(4)昭栄建設（株）（辞退）
(5)（株）久保組（辞退）
(6)（株）才田組
(7)（株）羽野組
(8)森部建設（株）
(9)（株）古賀組（辞退）
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196 朝倉県土
整備事務
所

宮野地区土砂置場整備工
事（８工区）

土木一式工事 朝倉市宮野 30,351,200 29,700,000 R4.5.18 （株）半田建設 (1)（株）倉地建設（辞退）
(2)（株）筑水建設（辞退）
(3)（株）平田組（辞退）
(4)（有）星野組（辞退）
(5)（株）半田建設
(6)（株）石松組（辞退）
(7)（株）久保組（辞退）
(8)（株）一伸工業（無効）
(9)（株）一典工業（無効）
(10)（有）大石産業
(11)森部建設（株）（辞退）
(12)永井土木（株）（辞退）

197 朝倉県土
整備事務
所

高山地区地すべり対策工
事

土木一式工事 朝倉市杷木　志波 40,245,700 39,600,000 R4.4.4 （有）小林建設 (1)村上組（辞退）
(2)（株）原田組（辞退）
(3)日迎建設（株）（辞退）
(4)（株）協和工業（辞退）
(5)（有）井上興業（辞退）
(6)（有）伊藤産業（辞退）
(7)（有）梶原工建（辞退）
(8)（有）梅野商店（辞退）
(9)（有）小林建設
(10)（有）小野組（辞退）
(11)（株）井手組
(12)（株）日野土木（辞退）

198 朝倉県土
整備事務
所

高山地区　地すべり対策工
事（２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市杷木　志波 28,954,200 25,520,000 R4.4.6 日本地研（株） (1)日本地研（株）（ くじ決定）
(2)日本乾溜工業（株）
(3)新日本グラウト工業（株）
(4)九州日植（株）
(5)新技術工営（株）（無効）
(6)（株）ケイリン開発
(7)（株）緑研産業
(8)新善テック（株）
(9)福岡総合開発（株）
(10)武巳建設（株）
(11)（株）九州緑化産業

199 朝倉県土
整備事務
所

国道３８６号道路舗装補修
工事（朝倉市１工区）

舗装工事 朝倉市杷木　穂坂 11,525,800 10,945,000 R4.6.29 武藤建設（株） (1)東建舗道（株）
(2)武藤建設（株）
(3)（株）柿原建設
(4)昭栄建設（株）（辞退）
(5)（株）久保組（辞退）
(6)（株）才田組
(7)（株）羽野組
(8)森部建設（株）
(9)（株）古賀組（辞退）

200 朝倉県土
整備事務
所

国道５００号道路改良工事
（６工区）

土木一式工事 朝倉郡　東峰村大字小石
原

34,657,700 33,220,000 R4.5.31 （有）坂本組 (1)（株）ヒタヤ
(2)（株）梶原組
(3)（株）原田組（辞退）
(4)日迎建設（株）（辞退）
(5)（株）協和工業（無効）
(6)（有）井上興業（辞退）
(7)（有）伊藤産業（辞退）
(8)（有）坂本組
(9)（有）梅野商店（辞退）
(10)（有）小林建設（辞退）
(11)（株）井手組（辞退）
(12)（株）日野土木（辞退）

201 朝倉県土
整備事務
所

県道甘木吉井線待避所設
置工事

土木一式工事 朝倉市杷木　志波 6,728,700 6,600,000 R4.4.7 （株）日野土木 (1)村上組（辞退）
(2)（有）井上興業（辞退）
(3)（有）伊藤産業（辞退）
(4)（株）梅野設備（辞退）
(5)（有）小林建設
(6)（株）井手組（辞退）
(7)（株）日野土木
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202 朝倉県土
整備事務
所

国道３２２号　舗装道補修
工事（１工区）

舗装工事 朝倉市甘木 10,391,700 9,867,000 R4.6.27 （株）古賀組 (1)東建舗道（株）
(2)武藤建設（株）（辞退）
(3)（株）柿原建設
(4)昭栄建設（株）（無効）
(5)（株）久保組（辞退）
(6)（株）才田組
(7)（株）羽野組
(8)森部建設（株）
(9)（株）古賀組

203 朝倉県土
整備事務
所

由の川（本川）法面対策工
事

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市杷木　白木 33,314,600 30,090,500 R4.5.24 （株）緑研産業 (1)東邦地下工機（株）
(2)日本乾溜工業（株）
(3)新日本グラウト工業（株）
(4)九州日植（株）
(5)（株）緑研産業（ くじ決定）
(6)（株）藤本工務店
(7)新善テック（株）
(8)不二グラウト工業（株）
(9)福岡総合開発（株）
(10)武巳建設（株）
(11)（株）九州緑化産業
(12)（有）新浜産業

204 八女県土
整備事務
所

長延川河道掘削工事（１工
区）

土木一式工事 八女郡広川町大字新代 13,472,800 12,760,000 R4.4.19 ドボテック（株） (1)（有）友野建設
(2)ドボテック（株）
(3)（株）中村組
(4)（有）井上組
(5)（有）史祥建設
(6)（株）中島組
(7)（有）上陽建設（辞退）
(8)大石組（辞退）
(9)河野建設（株）

205 八女県土
整備事務
所

県道久留米筑後線（前津
工区）道路新設工事（５工
区）

土木一式工事 筑後市大字前津 18,797,900 17,820,000 R4.6.29 （株）下川土木 (1)（株）下川土木
(2)田島建設（有）
(3)（株）堤建設
(4)安永セメント工業（有）（辞退）
(5)（有）佐藤組
(6)（有）内藤建設
(7)（株）共栄組
(8)（株）深町組
(9)（株）丸欣

206 八女県土
整備事務
所

県道三潴上陽線（広川）道
路改良工事

土木一式工事 八女郡広川町大字広川 15,148,100 14,300,000 R4.5.13 ドボテック（株） (1)（有）友野建設
(2)ドボテック（株）
(3)（株）中村組
(4)（有）井上組
(5)（有）史祥建設
(6)（株）中島組
(7)（有）上陽建設
(8)大石組（辞退）
(9)河野建設（株）

207 八女県土
整備事務
所

県道浮羽石川内線（石眼
橋工区）道路舗装工事

舗装工事 八女市星野村 8,230,200 7,810,000 R4.6.24 東和建設（株） (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)八女舗道（株）
(4)東和建設（株）
(5)進和舗道（株）
(6)（有）赤坂舗道
(7)筑陽舗道（株）

208 八女県土
整備事務
所

県道浮羽石川内線（石眼
橋工区）迂回路撤去工事

土木一式工事 八女市星野村 26,298,800 25,080,000 R4.6.14 オオキタ建設（株） (1)オオキタ建設（株）
(2)成央建設（株）
(3)（株）山口組
(4)（有）友野建設（辞退）
(5)（株）中村組
(6)大坪建築（株）
(7)（有）井上組
(8)（有）上陽建設
(9)河野建設（株）
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209 八女県土
整備事務
所

県道北川内草野線法面復
旧工事

土木一式工事 八女市上陽町　下横山 33,429,000 31,680,000 R4.4.7 やひめ建設（株） (1)（株）広建
(2)（有）友野建設（辞退）
(3)やひめ建設（株）
(4)ドボテック（株）
(5)（株）猪口建設
(6)（株）中村組
(7)大坪建築（株）
(8)（有）井上組
(9)（有）史祥建設
(10)樋口工業（有）
(11)（有）上陽建設
(12)河野建設（株）

210 八女県土
整備事務
所

県道後川内黒木線局部整
備工事

土木一式工事 八女市黒木町　笠原 19,961,700 18,000,400 R4.6.8 （有）酒井工業 (1)緒方組（辞退）
(2)（株）黒木建設
(3)（有）川原興業
(4)（株）石崎組
(5)（有）酒井工業
(6)（有）小川組
(7)モリアキ建設（有）（辞退）
(8)（株）大徳
(9)（有）江田土木

211 八女県土
整備事務
所

県道久留米筑後線道路舗
装補修工事（１工区）

舗装工事 八女郡広川町大字広川 19,795,600 18,590,000 R4.6.9 大一舗道（株） (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)（株）西日本
(4)八女舗道（株）
(5)東和建設（株）
(6)大一舗道（株）
(7)（有）赤坂舗道
(8)（有）矢ケ部建設
(9)筑陽舗道（株）

212 八女県土
整備事務
所

県道久留米筑後線道路舗
装補修工事（２工区）

舗装工事 八女郡広川町大字広川 19,235,700 18,260,000 R4.6.16 （株）西日本 (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)（株）西日本
(4)八女舗道（株）
(5)東和建設（株）
(6)進和舗道（株）
(7)大一舗道（株）（無効）
(8)（有）赤坂舗道
(9)（有）矢ケ部建設
(10)筑陽舗道（株）

213 八女県土
整備事務
所

国道４４２号道路舗装補修
工事（１工区）

舗装工事 八女市津江 19,379,800 18,480,000 R4.6.17 下川建設（株） (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)（株）西日本
(4)八女舗道（株）
(5)東和建設（株）
(6)進和舗道（株）
(7)大一舗道（株）
(8)（有）赤坂舗道
(9)筑陽舗道（株）

214 八女県土
整備事務
所

県道佐賀八女線道路舗装
補修工事（１工区）

舗装工事 筑後市大字西牟田 13,203,300 12,595,000 R4.6.15 進和舗道（株） (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)（株）西日本
(4)東和建設（株）
(5)進和舗道（株）
(6)大一舗道（株）
(7)（有）赤坂舗道
(8)（有）矢ケ部建設
(9)筑陽舗道（株）
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215 八女県土
整備事務
所

柳原地区地すべり対策工
事

とび・土工・コンクリート工
事

八女市星野村 36,560,700 32,941,700 R4.6.23 （株）九州マツオ (1)（株）日さく九州営業所
(2)九州日植（株）
(3)（株）マキノグリーン九州支店
(4)久米建設（株）
(5)（株）緑研産業
(6)ミクニ建設（株）
(7)（株）藤本工務店
(8)（株）フジイ
(9)（株）九州マツオ（ くじ決定）
(10)（株）Ｋ・Ｋ
(11)武巳建設（株）
(12)（株）九州緑化産業

216 八女県土
整備事務
所

県道船小屋八女線（溝口
工区）道路拡幅工事

土木一式工事 筑後市大字溝口 20,240,000 19,217,000 R4.4.1 （有）西田組 (1)（株）下川土木
(2)下川産業（株）
(3)田島建設（有）
(4)（有）西田組
(5)（株）むつみ工業
(6)（有）秋山産業（辞退）
(7)（有）内藤建設（無効）
(8)（株）共栄組
(9)（株）丸欣

217 八女県土
整備事務
所

県道久留米筑後線（前津
工区）市道拡幅工事

土木一式工事 筑後市大字前津 23,170,400 21,890,000 R4.6.10 （有）佐藤組 (1)池田建設（株）
(2)（有）角組
(3)田島建設（有）
(4)（株）むつみ工業
(5)（有）佐藤組
(6)（有）秋山産業
(7)（有）内藤建設（辞退）
(8)（株）共栄組
(9)（株）丸欣

218 八女県土
整備事務
所

中村地区急傾斜地崩壊対
策工事

とび・土工・コンクリート工
事

八女市立花町　白木 40,037,800 36,149,300 R4.6.22 日本基礎技術（株）九
州支店

(1)日本地研（株）
(2)日特建設（株）九州支店
(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)日本建設技術（株）福岡支店（辞退）
(8)日本基礎技術（株）九州支店（ くじ決定）
(9)新日本グラウト工業（株）
(10)筑紫総合開発（株）
(11)（株）テクノスグリーン
(12)（株）緑豊テック

219 八女県土
整備事務
所

県道久留米筑後線（前津
工区）道路舗装工事（３工
区）

舗装工事 筑後市大字前津 28,517,500 26,730,000 R4.6.30 大一舗道（株） (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)（株）西日本
(4)八女舗道（株）
(5)進和舗道（株）
(6)大一舗道（株）
(7)（有）赤坂舗道
(8)（有）矢ケ部建設
(9)筑陽舗道（株）

220 八女県土
整備事務
所

県道久留米筑後線（前津
工区）道路舗装工事（４工
区）

舗装工事 筑後市大字前津 22,355,300 21,560,000 R4.6.30 （有）矢ケ部建設 (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)（株）西日本
(4)八女舗道（株）
(5)東和建設（株）
(6)進和舗道（株）
(7)大一舗道（株）（無効）
(8)（有）赤坂舗道
(9)（有）矢ケ部建設
(10)筑陽舗道（株）
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221 八女県土
整備事務
所

県道唐尾広川線（八女市２
工区）道路舗装工事（１工
区）

舗装工事 八女市龍ケ原 17,958,600 17,138,000 R4.6.14 三洋道路（株） (1)三洋道路（株）
(2)下川建設（株）
(3)八女舗道（株）
(4)東和建設（株）
(5)進和舗道（株）
(6)大一舗道（株）
(7)（有）赤坂舗道
(8)（有）矢ケ部建設
(9)筑陽舗道（株）

222 八女県土
整備事務
所

県道唐尾広川線（八女市２
工区）道路舗装工事（２工
区）

舗装工事 八女市龍ケ原 15,442,900 14,795,000 R4.6.14 東和建設（株） (1)三洋道路（株）（無効）
(2)下川建設（株）
(3)（株）西日本
(4)八女舗道（株）
(5)東和建設（株）
(6)進和舗道（株）
(7)大一舗道（株）
(8)（有）赤坂舗道
(9)（有）矢ケ部建設
(10)筑陽舗道（株）

223 八女県土
整備事務
所

左手上川砂防堰堤工事（４
工区）

土木一式工事 八女市黒木町　笠原 32,001,200 28,794,700 R4.6.16 （株）原組 (1)（株）原組
(2)（株）吉開組（辞退）
(3)（株）酒井組
(4)（有）合原組
(5)（株）黒木建設
(6)（有）川原興業
(7)（有）酒井工業
(8)（有）小川組
(9)（株）大徳
(10)（有）江田土木
(11)瑞宝建設（株）（辞退）
(12)日伸建設（株）

224 八女県土
整備事務
所

県道瀬高久留米線道路新
設工事（５工区）

土木一式工事 筑後市大字中折地 39,743,000 37,950,000 R4.5.11 （株）西日本 (1)（株）下川土木
(2)下川産業（株）
(3)（株）尋木組
(4)田島建設（有）
(5)（株）堤建設
(6)（株）西日本
(7)（有）西田組
(8)（株）むつみ工業
(9)（株）大藪組（辞退）
(10)（有）秋山産業（無効）
(11)（有）内藤建設（無効）
(12)（株）共栄組
(13)（株）丸欣

225 八女県土
整備事務
所

県道瀬高久留米線道路新
設工事（６工区）

土木一式工事 筑後市大字中折地 45,203,400 42,900,000 R4.5.12 （有）秋山産業 (1)池田建設（株）
(2)（株）下川土木
(3)下川産業（株）
(4)（有）角組
(5)（株）尋木組
(6)田島建設（有）
(7)安達建設（株）
(8)田島土木工業（株）
(9)（有）秋山産業
(10)（有）内藤建設（無効）
(11)（株）共栄組
(12)（株）丸欣

226 八女県土
整備事務
所

矢部川緊急対策工事（６工
区）

土木一式工事 八女市津江 4,901,600 4,840,000 R4.5.27 （株）大藪組 (1)（株）大藪組

227 八女県土
整備事務
所

花宗川緊急対策工事（１３
工区）

土木一式工事 八女市馬場 4,445,100 4,442,900 R4.5.27 （株）木下組 (1)（株）木下組
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228 八女県土
整備事務
所

花宗川緊急対策工事（１４
工区）

土木一式工事 八女市馬場 4,767,400 4,741,000 R4.5.27 （株）木下組 (1)（株）木下組

229 八女県土
整備事務
所

山ノ井川緊急対策工事（３
工区）

土木一式工事 筑後市大字山ノ井 4,653,000 4,620,000 R4.6.17 （有）秋山産業 (1)（有）秋山産業

230 八女県土
整備事務
所

山ノ井川緊急対策工事（４
工区）

土木一式工事 筑後市大字山ノ井 4,667,300 4,664,000 R4.6.17 （有）秋山産業 (1)（有）秋山産業

231 八女県土
整備事務
所

山ノ井川緊急対策工事（５
工区）

土木一式工事 筑後市大字山ノ井 4,695,900 4,686,000 R4.6.17 （有）秋山産業 (1)（有）秋山産業

232 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１８
工区）

土木一式工事 八女市山内 3,685,000 3,685,000 R4.5.20 やひめ建設（株） (1)やひめ建設（株）

233 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１９
工区）

土木一式工事 八女市山内 4,184,400 4,180,000 R4.5.20 やひめ建設（株） (1)やひめ建設（株）

234 八女県土
整備事務
所

矢部川緊急対策工事（２工
区）

土木一式工事 八女市立花町　山崎 3,814,800 3,795,000 R4.6.3 （株）蒲池建設 (1)（株）蒲池建設

235 八女県土
整備事務
所

矢部川緊急対策工事（３工
区）

土木一式工事 八女市立花町　山崎 3,879,700 3,850,000 R4.6.3 （株）蒲池建設 (1)（株）蒲池建設

236 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策（１工区）
工事

土木一式工事 八女市星野村 4,874,100 4,840,000 R4.4.21 成央建設（株） (1)成央建設（株）

237 八女県土
整備事務
所

矢部川緊急対策工事（４工
区）

建築一式工事 八女市立花町　山崎 3,944,600 3,927,000 R4.6.3 （株）蒲池建設 (1)（株）蒲池建設

238 八女県土
整備事務
所

矢部川緊急対策工事（５工
区）

土木一式工事 八女市立花町　山崎 4,046,900 4,026,000 R4.6.3 （株）蒲池建設 (1)（株）蒲池建設

239 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１４
工区）

土木一式工事 八女市上陽町　北川内 3,896,200 3,850,000 R4.5.9 （株）桐明組 (1)（株）桐明組

240 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１５
工区）

土木一式工事 八女市上陽町　北川内 4,108,500 4,070,000 R4.5.9 （株）桐明組 (1)（株）桐明組

241 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１６
工区）

土木一式工事 八女市上陽町　北川内 4,159,100 4,125,000 R4.5.9 （株）桐明組 (1)（株）桐明組

242 八女県土
整備事務
所

花宗川緊急対策工事（１７
工区）

土木一式工事 八女市高塚 3,443,000 3,443,000 R4.5.9 （株）木下組 (1)（株）木下組

243 八女県土
整備事務
所

花宗川緊急対策工事（１８
工区）

土木一式工事 八女市高塚 2,937,000 2,937,000 R4.5.9 （株）木下組 (1)（株）木下組

244 八女県土
整備事務
所

花宗川緊急対策工事（１９
工区）

土木一式工事 八女市高塚 3,586,000 3,586,000 R4.5.9 （株）木下組 (1)（株）木下組
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245 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１７
工区）

土木一式工事 八女市山内 3,532,100 3,520,000 R4.5.20 やひめ建設（株） (1)やひめ建設（株）

246 八女県土
整備事務

横山川緊急対策工事 土木一式工事 八女市上陽町　上横山 4,217,400 4,070,000 R4.5.9 （有）井上組 (1)（有）井上組

247 八女県土
整備事務

星野川緊急対策工事 土木一式工事 八女市星野村 4,473,700 4,290,000 R4.4.6 成央建設（株） (1)成央建設（株）

248 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策（２工区）
工事

土木一式工事 八女市星野村 4,464,900 4,290,000 R4.4.13 成央建設（株） (1)成央建設（株）

249 八女県土
整備事務
所

花宗川緊急対策工事（１５
工区）

土木一式工事 八女市高塚 4,515,500 4,488,000 R4.5.9 （株）木下組 (1)（株）木下組

250 八女県土
整備事務
所

花宗川緊急対策工事（１６
工区）

土木一式工事 八女市高塚 4,864,200 4,840,000 R4.5.9 （株）木下組 (1)（株）木下組

251 八女県土
整備事務

広川緊急対策工事（２工
区）

土木一式工事 八女郡広川町大字水原 3,619,000 3,608,000 R4.5.27 （株）猪口建設 (1)（株）猪口建設

252 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（２工
区）

土木一式工事 八女市星野村 2,935,900 2,915,000 R4.5.27 成央建設（株） (1)成央建設（株）

253 八女県土
整備事務
所

剣持川緊急対策工事（６工
区）

土木一式工事 八女市黒木町　大淵 4,919,200 4,862,000 R4.5.16 （有）合原組 (1)（有）合原組

254 八女県土
整備事務
所

笠原川緊急対策工事（４工
区）

土木一式工事 八女市黒木町　笠原 2,769,800 2,695,000 R4.4.11 （株）酒井組 (1)（株）酒井組

255 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１１
工区）

土木一式工事 八女市上陽町　北川内 3,344,000 3,300,000 R4.5.9 （株）桐明組 (1)（株）桐明組

256 八女県土
整備事務
所

星野川緊急対策工事（１２
工区）

土木一式工事 八女市上陽町　北川内 3,459,500 3,410,000 R4.5.9 （株）桐明組 (1)（株）桐明組

257 八女県土
整備事務
所

県道上横山星野線緊急対
策工事（５工区）

土木一式工事 八女市上陽町　上横山 4,400,000 4,400,000 R4.4.5 大坪建築（株） (1)大坪建築（株）

258 八女県土
整備事務
所

県道岩野黒木線緊急対策
工事（８工区）

土木一式工事 八女市黒木町　土窪 4,862,000 4,862,000 R4.4.5 モリアキ建設（有） (1)モリアキ建設（有）

259 八女県土
整備事務
所

県道岩野黒木線緊急対策
工事（９工区）

土木一式工事 八女市黒木町　土窪 4,438,500 4,433,000 R4.4.5 モリアキ建設（有） (1)モリアキ建設（有）

260 八女県土
整備事務
所

県道上横山星野線緊急対
策工事（７工区）

土木一式工事 八女市上陽町　上横山 3,960,000 3,960,000 R4.4.5 大坪建築（株） (1)大坪建築（株）

261 八女県土
整備事務
所

県道浮羽石川内線緊急対
策工事（３工区）

土木一式工事 八女市星野村 4,840,000 4,840,000 R4.4.5 成央建設（株） (1)成央建設（株）

262 八女県土
整備事務
所

県道浮羽石川内線緊急対
策工事（４工区）

土木一式工事 八女市星野村 3,960,000 3,960,000 R4.4.5 成央建設（株） (1)成央建設（株）
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263 八女県土
整備事務
所

県道浮羽石川内線緊急対
策工事（３工区）

土木一式工事 八女市矢部村　北矢部 4,237,200 4,237,200 R4.4.5 （有）江田土木 (1)（有）江田土木

264 八女県土
整備事務
所

県道上横山星野線緊急対
策工事（８工区）

土木一式工事 八女市上陽町　上横山 3,625,600 3,597,000 R4.4.18 大坪建築（株） (1)大坪建築（株）

265 八女県土
整備事務
所

県道上横山星野線緊急対
策工事（星野１工区）

土木一式工事 八女市星野村 3,811,500 3,795,000 R4.6.2 成央建設（株） (1)成央建設（株）

266 八女県土
整備事務
所

県道上横山星野線緊急対
策工事（星野２工区）

土木一式工事 八女市星野村 3,525,500 3,509,000 R4.6.2 成央建設（株） (1)成央建設（株）

267 八女県土
整備事務
所

県道上横山星野線緊急対
策工事（星野３工区）

土木一式工事 八女市星野村 4,211,900 4,191,000 R4.6.2 成央建設（株） (1)成央建設（株）

268 八女県土
整備事務
所

国道４４２号緊急対策工事
（１工区）

土木一式工事 八女市矢部村　北矢部 4,406,600 4,400,000 R4.6.2 （株）大藪組 (1)（株）大藪組

269 八女県土
整備事務
所

県道湯ノ原合川線緊急対
策工事（１工区）

土木一式工事 八女郡広川町大字小椎尾 4,474,800 4,378,000 R4.6.2 （株）中村組 (1)（株）中村組

270 八女県土
整備事務
所

県道湯ノ原合川線緊急対
策工事（２工区）

土木一式工事 八女郡広川町大字小椎尾 2,516,800 2,486,000 R4.6.2 （株）中村組 (1)（株）中村組

271 八女県土
整備事務
所

県道湯ノ原合川線緊急対
策工事（３工区）

土木一式工事 八女郡広川町大字小椎尾 2,735,700 2,728,000 R4.6.2 （株）中村組 (1)（株）中村組

272 八女県土
整備事務
所

県道湯ノ原合川線緊急対
策工事（４工区）

土木一式工事 八女郡広川町大字小椎尾 3,286,800 3,278,000 R4.6.2 （株）中村組 (1)（株）中村組

273 八女県土
整備事務
所

県道浮羽石川内線緊急対
策工事

土木一式工事 八女市矢部村　矢部 2,916,100 2,497,000 R4.6.3 （株）吉開組 (1)（株）吉開組

274 八女県土
整備事務
所

県道瀬高久留米線道路緊
急対策工事

土木一式工事 筑後市大字中折地 2,950,200 2,950,200 R4.5.17 （株）尋木組 (1)（株）尋木組

275 北九州県
土整備事
務所

県道中間水巻線横断歩道
橋設置工事

鋼構造物工事 遠賀郡水巻町大字頃末 306,795,500 275,294,800 R4.5.11 日本鉄塔工業（株） (1)山九（株）製造・調達部
(2)日本鉄塔工業（株）

276 北九州県
土整備事
務所

上二十町地区他　急傾斜
地法面維持工事

とび・土工・コンクリート工
事

北九州市門司区 12,615,900 11,251,900 R4.6.27 （株）フロントライン (1)（株）安部工務店
(2)（株）ケイリン開発
(3)（株）友建
(4)松本建設
(5)伸栄建設（株）（辞退）
(6)（有）三高産業
(7)まつみ（株）
(8)久一建設（株）（辞退）
(9)（株）フロントライン（ くじ決定）
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277 北九州県
土整備事
務所

東台良地区他　急傾斜地
法面維持工事

とび・土工・コンクリート工
事

北九州市八幡東区 8,092,700 7,201,700 R4.6.27 西部建設工業（株） (1)（株）マキノグリーン九州支店
(2)久米建設（株）（辞退）
(3)関門エンジニアリング（有）（辞退）
(4)ミクニ建設（株）
(5)西部建設工業（株）（ くじ決定）
(6)栄和建設（株）
(7)（株）Ｋ・Ｋ（無効）
(8)武巳建設（株）

278 北九州県
土整備事
務所

西川頭地区他　急傾斜地
法面維持工事

とび・土工・コンクリート工
事

北九州市八幡西区 12,844,700 11,455,400 R4.6.27 （株）Ｋ・Ｋ (1)（株）マキノグリーン九州支店
(2)久米建設（株）
(3)（株）セイケン
(4)ミクニ建設（株）
(5)西部建設工業（株）
(6)栄和建設（株）
(7)（株）Ｋ・Ｋ（ くじ決定）
(8)武巳建設（株）
(9)九州防災メンテナンス（株）

279 北九州県
土整備事
務所

板櫃川　河道掘削工事（５
工区）

土木一式工事 北九州市小倉北区上到津
３丁目

26,693,700 24,314,400 R4.5.19 木下建設 (1)広栄工業（株）（無効）
(2)西港建設工業（株）
(3)木下建設（ くじ決定）
(4)（株）共伸建設
(5)（有）聖興業（辞退）
(6)（有）協成建設工業
(7)（株）ダイコウ技建（辞退）
(8)松田土木（株）
(9)（株）関門船舶軌構

280 北九州県
土整備事
務所

県道直方宗像線　道路舗
装補修工事

舗装工事 宗像市吉留 13,212,100 11,801,900 R4.5.24 筑豊舗道（株） (1)三共建設（株）
(2)筑豊舗道（株）（ くじ決定）
(3)（株）ノバック
(4)川越建設（株）
(5)小西建設工業（株）
(6)飯銅建設（株）
(7)（株）イワシタ舗道
(8)山口建設工業（株）
(9)（株）松尾組

281 北九州県
土整備事
務所

県道原海老津線道路改良
工事（Ｒ４－１工区）

土木一式工事 遠賀郡岡垣町東高倉２丁
目

36,978,700 33,341,000 R4.6.17 小西建設工業（株） (1)大島建設（株）
(2)（株）黒瀬建設
(3)清建工業（有）（辞退）
(4)野坂建設（株）（辞退）
(5)（株）日の丸建設工業
(6)（株）山本組
(7)永野建設工業（株）
(8)藤木建設（株）
(9)小西建設工業（株）（ くじ決定）
(10)（有）タカネ建設工業
(11)大林建設（株）
(12)（有）ヨシアキ建設

282 北九州県
土整備事
務所

芦屋港飛砂防止フェンス基
礎工事（１工区）

土木一式工事 遠賀郡芦屋町幸町 36,080,000 32,718,400 R4.6.22 マーク建設（株） (1)マーク建設（株）（ くじ決定）
(2)川本建設工業（株）（辞退）
(3)山兼工業（有）
(4)（株）末岡工務店
(5)東洋建設工業（株）（辞退）
(6)（株）宮崎組
(7)西日本建設（株）（辞退）
(8)（株）川浪建設工業
(9)北辰建設（株）（辞退）
(10)ヤナギ建設（株）
(11)（株）エイコーエンジニアリング（辞退）
(12)（株）永和
(13)（株）エース建設
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283 北九州県
土整備事
務所

芦屋港飛砂防止フェンス基
礎工事（２工区）

土木一式工事 遠賀郡芦屋町幸町 40,051,000 36,335,200 R4.6.22 喜秀建設工業（株） (1)マーク建設（株）
(2)（株）大和総合建設
(3)東洋建設工業（株）（辞退）
(4)日金建設（株）
(5)（株）東洋建設
(6)（株）オオタニ
(7)小林建設（株）（無効）
(8)喜秀建設工業（株）（ くじ決定）
(9)（有）大膳建設（辞退）
(10)（株）山賀
(11)（株）河村組
(12)（株）エイコーエンジニアリング（辞退）

284 北九州県
土整備事
務所

芦屋港飛砂防止フェンス基
礎工事（３工区）

土木一式工事 遠賀郡芦屋町幸町 30,525,000 27,650,700 R4.6.22 （有）山田建設興業 (1)（有）西村組
(2)（有）吉田護建設
(3)（株）東栄建設
(4)（株）原産業
(5)（株）松栄建設
(6)（株）進建
(7)（有）山田建設興業（ くじ決定）
(8)日慶建設（株）
(9)金子建設興業（有）
(10)田中建設工業（株）
(11)（有）笠井建設
(12)（株）沖村総合建設

285 北九州県
土整備事
務所

新松原海岸　突堤設置工
事

土木一式工事 遠賀郡岡垣町大字糠塚 43,348,800 39,264,500 R4.5.31 福山総合建設（株） (1)川本建設工業（株）（辞退）
(2)（株）黒瀬建設
(3)（株）東陽建工（辞退）
(4)（株）山本建設（辞退）
(5)（株）友和建設
(6)北辰建設（株）（辞退）
(7)小西建設工業（株）
(8)晃永工業（有）
(9)（株）今村組
(10)大林建設（株）（辞退）
(11)三幸産業（有）（辞退）
(12)福山総合建設（株）（ くじ決定）

286 北九州県
土整備事
務所

芦屋港　中防波堤防砂
シート設置工事

土木一式工事 遠賀郡芦屋町幸町 6,138,000 5,515,400 R4.5.31 （有）昭和建設工業 (1)親和産業（株）
(2)（有）昭和建設工業（ くじ決定）
(3)（株）平野造園建設（辞退）
(4)（有）出雲建設（辞退）
(5)（株）中建（辞退）
(6)（有）赤星建設
(7)城緑化建設（株）

287 北九州県
土整備事
務所

県道渡津屋崎線　防護柵
設置工事（１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

福津市津屋崎 9,586,500 9,097,000 R4.5.31 （株）寿陽建設 (1)（株）寿陽建設
(2)（株）永津建設
(3)九州道路器材（株）
(4)大正道路産業（株）
(5)安全工業（株）
(6)筑豊金網北九州（株）
(7)日本エスエム（株）

288 北九州県
土整備事
務所

県道渡津屋崎線　防護柵
設置工事（２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

福津市津屋崎 8,566,800 8,129,000 R4.5.31 （株）大竹フェンス商
会

(1)塚本フェンス（株）
(2)（有）立栄興業（辞退）
(3)（有）九州ライン建設
(4)（株）大竹フェンス商会
(5)（有）コーシン（無効）
(6)（株）テラ
(7)かすみクリスタルカンパニー（株）

289 北九州県
土整備事
務所

県道渡津屋崎線　防護柵
設置工事（３工区）

とび・土工・コンクリート工
事

福津市津屋崎 8,714,200 8,272,000 R4.5.31 （株）安全物産 (1)（株）安全物産
(2)（有）藤秀産業
(3)交通システム（株）
(4)（有）ヤマウ興産
(5)（有）セフティーリード
(6)エヌ・ディ・ケイ（株）
(7)大東産業（株）
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290 北九州県
土整備事
務所

戸切川第二伏越仮配管設
置工事

土木一式工事 遠賀郡遠賀町大字別府 6,094,000 5,300,900 R4.4.20 （有）伸誠 (1)松本建設（辞退）
(2)吉田建設
(3)（有）伸誠（ くじ決定）
(4)公平建設工業（無効）
(5)（有）誠建工業（辞退）
(6)（有）慶成建設工業
(7)（株）エトウ

291 北九州県
土整備事
務所

戸切川河道拡幅工事 土木一式工事 遠賀郡遠賀町大字別府 16,254,700 14,432,000 R4.6.28 （株）井上組 (1)（株）西幸工務店
(2)中尾建設工業（無効）
(3)（株）山組
(4)山一建設（株）（無効）
(5)（有）丸英建設（辞退）
(6)（株）井上組（ くじ決定）
(7)（有）東雲組（辞退）
(8)松下建設（辞退）
(9)（株）川建組（辞退）

292 北九州県
土整備事
務所

板櫃川河道掘削工事（４工
区）

土木一式工事 北九州市小倉北区上到津
３丁目

27,899,300 24,547,600 R4.4.19 和田建設（株） (1)木村工業（株）（辞退）
(2)（株）北九州興業（辞退）
(3)木下建設
(4)和田建設（株）（ くじ決定）
(5)（株）木下鉱産（辞退）
(6)松田土木（株）
(7)（株）関門船舶軌構
(8)勝山建設工業（株）（辞退）
(9)木下土木（辞退）

293 北九州県
土整備事
務所

県道中間水巻線　蓮花寺
工区　道路改良工事（Ｒ４
－１工区）

土木一式工事 中間市岩瀬３丁目 16,390,000 14,727,900 R4.6.7 （株）松田緑化建設 (1)芦屋産業（株）
(2)（有）セイキ建設
(3)久友建設（株）
(4)（有）久綱工務店
(5)アイチク建設
(6)（有）石橋建設
(7)（有）田中建設
(8)（株）環境施設（辞退）
(9)（株）松田緑化建設（ くじ決定）

294 北九州県
土整備事
務所

県道飯塚福間線他２路線
交通安全対策工事

塗装工事 福津市 3,792,800 3,597,000 R4.6.16 黒山興産（株） (1)黒山興産（株）
(2)（株）フクモト
(3)（株）田川ライン
(4)（有）マルイ産業
(5)（株）九州標識
(6)（有）リステム
(7)植竹工業（株）

295 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス１号トンネル本体工事

土木一式工事 田川郡香春町大字採銅所 1,525,647,200 1,396,481,900 R4.4.13 鴻池・松尾・鷹羽特定
建設工事共同企業体

(1)青木あすなろ・三軌・柴田特定建設工事共同
(2)鴻池・松尾・鷹羽特定建設工事共同企業体
(3)奥村・サカヒラ・高瀬　特定建設工事共同企

296 田川県土
整備事務
所

県道添田赤池線（糸田３工
区）道路新設工事（Ｒ３ー４
工区）

土木一式工事 田川郡糸田町鼡ケ池 18,624,100 16,374,600 R4.4.4 （有）早麻組 (1)（株）早田組
(2)（有）河端建設
(3)（有）田中建設（辞退）
(4)（有）山口工業
(5)（有）早麻組（ くじ決定）
(6)（有）翔陽建設
(7)良建
(8)辻生建設（辞退）
(9)（株）安方工務店

297 田川県土
整備事務
所

県道添田赤池線（糸田３工
区）道路新設工事（Ｒ３ー５
工区）

土木一式工事 田川郡糸田町鼡ケ池 8,631,700 7,543,800 R4.4.5 （株）安方工務店 (1)（有）幸組（無効）
(2)（有）山口工業
(3)塔明工業（株）（無効）
(4)（有）山田建設
(5)（有）翔陽建設
(6)良建
(7)辻生建設
(8)（株）安方工務店（ くじ決定）
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298 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス道路法面工事（鏡山Ｒ
４－１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

田川郡香春町大字鏡山 9,131,100 8,181,800 R4.6.6 （有）稲友建設 (1)（株）日本総建
(2)（株）藤本工務店
(3)（株）浦野組
(4)（有）稲友建設（ くじ決定）
(5)（有）松尾工業
(6)（有）タオ
(7)（株）Ｊ．Ｂ

299 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス道路法面工事（宮原Ｒ
４－２工区）

とび・土工・コンクリート工
事

田川郡香春町大字採銅所 8,300,600 7,434,900 R4.6.6 （株）Ｊ．Ｂ (1)（株）浦野組
(2)（有）松尾工業
(3)（有）新栄建設
(4)（有）渡辺
(5)（株）Ｊ．Ｂ（ くじ決定）
(6)（株）三神建設
(7)ＨｉーＲＩＳＥ（株）

300 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス道路法面工事（曲がり
Ｒ４－１工区）

とび・土工・コンクリート工
事

田川郡香春町大字採銅所 8,413,900 7,537,200 R4.6.7 （株）三神建設 (1)（株）日本総建
(2)（株）藤本工務店
(3)（有）稲友建設
(4)（有）新栄建設
(5)（有）渡辺
(6)（有）タオ
(7)（株）三神建設（ くじ決定）

301 田川県土
整備事務
所

県道添田小石原線　側溝
設置工事（２工区）

土木一式工事 田川郡添田町大字中元寺 13,134,000 11,500,500 R4.4.18 （有）白石建設 (1)（有）杉本建設
(2)（株）前田組
(3)（有）白石建設（ くじ決定）
(4)（有）今村組（辞退）
(5)藤井産業（有）
(6)（有）佐護組
(7)（有）押川開発
(8)（有）氏本組（辞退）
(9)（株）葵工業（辞退）

302 田川県土
整備事務
所

県道田川直方線吉田橋伸
縮継手装置補修工事

とび・土工・コンクリート工
事

田川市大字夏吉 37,770,700 33,595,100 R4.6.8 （株）ケイテック福岡
本店

(1)日本乾溜工業（株）
(2)エスイーリペア（株）
(3)（株）ケイテック福岡本店（ くじ決定）
(4)（株）ＳＮＣ
(5)十島工事（株）
(6)（株）トラスト工業
(7)（株）キューボウ
(8)ホゼン（株）
(9)グリーン産業（株）
(10)（株）マルヨシ
(11)（株）山九ロードエンジニアリング
(12)九州化工建設（株）

303 田川県土
整備事務
所

県道田川直方線吉田橋橋
面舗装補修工事

舗装工事 田川市大字夏吉 27,130,400 25,850,000 R4.6.8 （有）隆将カンパニー (1)旭工業（株）
(2)九州ノザワ（株）
(3)（株）杉園道路建設
(4)正和道路（株）
(5)中川建設（株）
(6)（有）隆将カンパニー
(7)（有）明豊舗道
(8)（有）ハセガワ舗道
(9)（株）スズキ

304 田川県土
整備事務
所

県道八女香春線　道路舗
装補修工事（添田町１工
区）

舗装工事 田川郡添田町大字野田 25,240,600 23,925,000 R4.5.20 正和道路（株） (1)旭工業（株）
(2)九州ノザワ（株）
(3)三秀舗道（株）
(4)正和道路（株）
(5)筑豊舗道（株）
(6)中川建設（株）
(7)（有）隆将カンパニー
(8)（有）ハセガワ舗道
(9)（株）スズキ
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305 田川県土
整備事務
所

県道猪国豊前桝田停車場
線　防草対策工事

土木一式工事 田川郡添田町大字中元寺 4,489,100 4,367,000 R4.4.21 （有）押川開発 (1)（有）杉本建設
(2)（有）白石建設（無効）
(3)（有）今村組（辞退）
(4)藤井産業（有）
(5)（有）押川開発
(6)（有）氏本組（辞退）
(7)（株）葵工業
(8)（株）朝日総業

306 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス道路改良工事（採銅所
Ｒ４－１工区）

土木一式工事 田川郡香春町大字採銅所 26,489,100 23,958,000 R4.5.26 （株）帝研 (1)（株）秋田建設
(2)（株）江藤
(3)大正興産（株）
(4)（有）長畑建設
(5)（株）共和建設工業（無効）
(6)（有）植田組
(7)（有）大親建設
(8)（株）帝研（ くじ決定）
(9)（株）オオバ
(10)（株）裕建コーポレーション

307 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス道路改良工事(採銅所
Ｒ４－２工区）

土木一式工事 田川郡香春町大字採銅所 26,305,400 23,772,100 R4.5.27 （株）裕建コーポレー
ション

(1)（株）秋田建設
(2)（株）江藤
(3)大正興産（株）
(4)（株）共和建設工業（無効）
(5)（有）植田組
(6)（有）大親建設
(7)（有）植田文興業
(8)（株）帝研（無効）
(9)（株）永田興業
(10)（株）裕建コーポレーション（ くじ決定）
(11)（株）たぶち

308 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス道路改良工事（宮原Ｒ
４－１工区）

土木一式工事 田川郡香春町大字採銅所 42,147,600 38,289,900 R4.5.24 （株）共和建設工業 (1)（株）秋田建設
(2)光工業（株）
(3)正木工業（株）
(4)（株）高瀬組
(5)大正興産（株）
(6)清水丸源建設（株）（辞退）
(7)（株）共和建設工業（ くじ決定）
(8)（有）植田組
(9)（有）大親建設
(10)（株）鷹羽建設（辞退）
(11)（株）石橋組
(12)（株）帝研

309 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス区画線設置工事（採銅
所Ｒ４－３工区）

塗装工事 田川郡香春町大字採銅所 2,905,100 2,750,000 R4.6.13 福本金網製作所 (1)（株）白石道路施設
(2)（株）田川ライン
(3)蔵内興産（有）
(4)（有）マルイ産業
(5)福本金網製作所
(6)（株）森野工業
(7)高陽産業（株）

310 田川県土
整備事務
所

国道３２２号香春大任バイ
パス区画線設置工事（採銅
所Ｒ４－４工区）

塗装工事 田川郡香春町大字採銅所 2,905,100 2,750,000 R4.6.7 （有）マルイ産業 (1)（株）田川ライン
(2)蔵内興産（有）
(3)（有）マルイ産業
(4)（株）九州標識
(5)福本金網製作所
(6)（株）森野工業
(7)高陽産業（株）

311 田川県土
整備事務
所

国道３２２号　道路舗装補
修工事（田川市５工区）

舗装工事 田川市大字猪国 23,844,700 22,770,000 R4.5.17 （有）ハセガワ舗道 (1)旭工業（株）
(2)九州ノザワ（株）
(3)正和道路（株）
(4)中川建設（株）
(5)平和舗道（株）
(6)（有）隆将カンパニー
(7)（有）三国道路工業
(8)（有）ハセガワ舗道
(9)（株）スズキ
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312 田川県土
整備事務
所

県道田川直方線舗装補修
工事（福智町９工区）

舗装工事 田川郡　福智町伊方 26,086,500 24,970,000 R4.5.18 （株）スズキ (1)興和道路（株）
(2)九州ニチレキ工事（株）
(3)旭工業（株）
(4)九州ノザワ（株）
(5)正和道路（株）
(6)中川建設（株）
(7)（有）隆将カンパニー
(8)（有）ハセガワ舗道
(9)（株）スズキ

313 田川県土
整備事務
所

県道田川直方線道路舗装
補修工事（福智町１０工区）

舗装工事 田川郡　福智町上野 20,263,100 19,360,000 R4.5.12 （有）隆将カンパニー (1)旭工業（株）
(2)九州ノザワ（株）
(3)正和道路（株）
(4)中川建設（株）
(5)（有）隆将カンパニー
(6)（株）今井組
(7)（株）三新建設（辞退）
(8)（有）ハセガワ舗道
(9)（株）スズキ

314 田川県土
整備事務
所

県道香春糸田線　道路舗
装補修工事（田川市１工
区）

舗装工事 田川市大字夏吉 17,014,800 16,280,000 R4.5.19 九州ノザワ（株） (1)旭工業（株）
(2)九州ノザワ（株）
(3)正和道路（株）
(4)中川建設（株）
(5)（有）隆将カンパニー
(6)（有）廣谷建設
(7)中村総合建設（無効）
(8)（株）スズキ
(9)ケイエス（株）

315 飯塚県土
整備事務
所

庄司川工事用進入路撤去
工事

土木一式工事 飯塚市目尾 6,009,300 5,220,600 R4.4.25 天界建設（有） (1)（有）大谷建設
(2)山下建材工業（株）
(3)（有）泉工業
(4)富士建興
(5)天界建設（有）（ くじ決定）
(6)樹建設（株）
(7)（株）幸信
(8)（株）白神工業

316 飯塚県土
整備事務
所

庄司川施工ヤード整備工
事

土木一式工事 飯塚市柳橋 19,776,900 17,380,000 R4.4.22 （有）大光社 (1)拓産体育施設
(2)毛利土木（株）
(3)山下建材工業（株）
(4)中村設計土木（辞退）
(5)（有）泉工業
(6)（有）大光社（ くじ決定）
(7)富士建興
(8)樹建設（株）
(9)福岡クリエーション開発（有）
(10)（株）幸信
(11)須藤産業（株）

317 飯塚県土
整備事務
所

国道２００号茜大橋橋梁補
修補強工事（７工区）

とび・土工・コンクリート工
事

飯塚市内野 44,036,300 38,431,800 R4.4.20 グリーン産業（株） (1)エスイーリペア（株）
(2)（株）ニューテック康和九州支店
(3)（株）ケイテック福岡本店
(4)ボンドエンジニアリング（株）福岡支店（辞退）
(5)（株）ＳＮＣ
(6)（株）ミサト技建福岡営業所
(7)（株）トラスト工業
(8)（株）キューボウ
(9)ホゼン（株）
(10)（株）中並組
(11)グリーン産業（株）（ くじ決定）
(12)（株）マルヨシ
(13)（株）山九ロードエンジニアリング
(14)九州化工建設（株）
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318 飯塚県土
整備事務
所

大城－２地区急傾斜地崩
壊対策法面工事（５工区）

とび・土工・コンクリート工
事

飯塚市勢田 32,802,000 29,519,600 R4.6.22 崎村組 (1)（有）古藤組
(2)（株）永和技建
(3)（有）原産業
(4)（株）伍栄建設
(5)（株）大親
(6)（株）フジイ
(7)崎村組（ くじ決定）
(8)（株）春田建設
(9)（株）九州マツオ
(10)茜建設（株）
(11)ふみな工業（株）
(12)（株）緑豊開発

319 飯塚県土
整備事務
所

久保ノ尾川　付替道路工事
（１５工区）

とび・土工・コンクリート工
事

飯塚市八木山 41,681,200 36,930,300 R4.4.18 （株）春田建設 (1)（有）古藤組
(2)（株）永和技建
(3)（有）原産業
(4)（株）伍栄建設
(5)（株）大親
(6)（株）フジイ
(7)崎村組
(8)（株）春田建設（ くじ決定）
(9)（株）九州マツオ
(10)（有）瓜生産業
(11)ふみな工業（株）
(12)（株）緑豊開発

320 飯塚県土
整備事務
所

久保ノ尾川　付替道路工事
（１６工区）

とび・土工・コンクリート工
事

飯塚市八木山 40,580,100 35,951,300 R4.4.21 （有）古藤組 (1)（株）ニチボー
(2)日本乾溜工業（株）
(3)九州日植（株）
(4)（有）古藤組（ くじ決定）
(5)（有）原産業
(6)（株）伍栄建設
(7)（株）大親
(8)（株）フジイ
(9)崎村組
(10)（株）春田建設（無効）
(11)（株）九州マツオ
(12)（有）瓜生産業
(13)ふみな工業（株）

321 飯塚県土
整備事務
所

久保ノ尾川付替道路工事
（１７工区）

土木一式工事 飯塚市八木山 11,921,800 10,692,000 R4.6.8 福岡クリエーション開
発（有）

(1)（株）石山工業（辞退）
(2)毛利土木（株）
(3)竹並建設（株）
(4)（株）グリーンロード
(5)仕事屋軍団（株）（辞退）
(6)（有）柳組
(7)富士建興
(8)福岡クリエーション開発（有）（ くじ決定）
(9)（有）池田産業

322 飯塚県土
整備事務
所

国道２００号付属物補修工
事（１工区）

塗装工事 飯塚市秋松 46,982,100 41,355,600 R4.4.19 （株）中柴工務店 (1)大石塗装（株）
(2)コモダ塗装（株）（辞退）
(3)（有）藤秀産業
(4)野口研塗（株）
(5)（株）エムアイタック
(6)（株）ダイニチ
(7)（株）中柴工務店（ くじ決定）
(8)（株）大谷防水塗装
(9)井上ビルド工業（株）
(10)（株）いとう工房
(11)（株）協同建装



（ 期間　令和４年４月１日　～　令和４年６月３０日 ）

（部局名：県土整備部）

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

323 飯塚県土
整備事務
所

青井手川　普門寺橋上部
工工事

土木一式工事 嘉麻市桑野 30,972,700 27,207,400 R4.4.19 （株）日本ピーエス九
州支店

(1)三井住友建設（株）九州支店（辞退）
(2)（株）日本ピーエス九州支店（ くじ決定）
(3)昭和コンクリート工業（株）九州支店（辞退）
(4)日本高圧コンクリート（株）ＰＣ事業部九州
(5)（株）ピーエス三菱九州支店（辞退）
(6)コーアツ工業（株）福岡支店（辞退）
(7)（株）富士ピー・エス
(8)（株）安部日鋼工業九州支店（辞退）
(9)極東興和（株）福岡支店（辞退）
(10)松尾建設（株）福岡支店（辞退）
(11)オリエンタル白石（株）九州支店（辞退）
(12)（株）ＳＮＣ

324 飯塚県土
整備事務
所

青井手川流路工工事 土木一式工事 嘉麻市桑野 12,903,000 11,551,100 R4.5.17 （有）福コーポレーショ
ン

(1)田中工務店（辞退）
(2)（株）坂本産業建設
(3)田中総業（辞退）
(4)（株）縄田建設（辞退）
(5)（有）福コーポレーション（ くじ決定）
(6)（株）金生（辞退）
(7)（株）大貴建設
(8)（株）和田組

325 飯塚県土
整備事務
所

国道２１１号　上町交差点
交差点改良工事

土木一式工事 嘉麻市大隈町 23,569,700 21,209,100 R4.5.17 （株）坂口建設 (1)（株）日工
(2)（有）坂本工業
(3)（株）坂口建設（ くじ決定）
(4)（有）児玉建設
(5)山栄建設
(6)（有）伏貫産興
(7)（有）サトウ土木（辞退）
(8)石山技建（辞退）
(9)（株）久家組

326 飯塚県土
整備事務
所

県道飯塚大野城線　道路
植樹整備工事（１工区）

造園工事 飯塚市内住 4,796,000 4,226,200 R4.6.17 （株）緑親園 (1)緑心造園（辞退）
(2)（株）緑親園（ くじ決定）
(3)石川鳳舞園
(4)（有）飯塚緑化建設
(5)（有）嘉穂園芸（無効）
(6)（有）樹香園
(7)（有）北野造園建設
(8)グリーンサービス産業（株）

327 飯塚県土
整備事務
所

国道２００号他　道路植樹
整備工事（２工区）

造園工事 飯塚市片島１丁目 4,563,900 4,021,600 R4.6.13 （有）嘉穂園芸 (1)庭喜屋（有）
(2)緑心造園（辞退）
(3)石川鳳舞園
(4)（有）飯塚緑化建設
(5)（有）嘉穂園芸（ くじ決定）
(6)新鯰田緑化
(7)（有）樹香園

328 飯塚県土
整備事務
所

国道２００号　道路植樹整
備工事（３工区）

造園工事 飯塚市川島 4,629,900 4,079,900 R4.6.20 （有）北野造園建設 (1)緑心造園（辞退）
(2)（株）緑親園（無効）
(3)石川鳳舞園
(4)（有）飯塚緑化建設
(5)（有）嘉穂園芸（無効）
(6)（有）樹香園
(7)（有）北野造園建設（ くじ決定）
(8)グリーンサービス産業（株）（無効）

329 飯塚県土
整備事務
所

国道２００号他　道路植樹
整備工事（４工区）

造園工事 飯塚市佐與 4,667,300 4,112,900 R4.6.16 グリーンサービス産
業（株）

(1)緑心造園（辞退）
(2)（株）緑親園（無効）
(3)石川鳳舞園
(4)（有）飯塚緑化建設
(5)（有）嘉穂園芸（無効）
(6)（有）樹香園
(7)（有）北野造園建設
(8)グリーンサービス産業（株）（ くじ決定）
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330 飯塚県土
整備事務
所

県道高田天道停車場線
（椋本工区）道路舗装工事

舗装工事 飯塚市椋本 3,185,600 2,836,900 R4.5.13 （株）響建設 (1)（有）シティ道路
(2)（有）ＭＥＣ
(3)（株）響建設（ くじ決定）
(4)（株）ＩＣＭエンジニアリング
(5)（株）大貴道路

331 飯塚県土
整備事務
所

国道２００号防護柵設置工
事

とび・土工・コンクリート工
事

嘉穂郡桂川町 4,149,200 3,660,800 R4.6.16 （株）九州標識 (1)（株）山文
(2)（株）シンワロード
(3)（株）和幸産業
(4)東洋興産（株）
(5)（株）フクモト
(6)（株）九州標識（ くじ決定）
(7)（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ

332 那珂県土
整備事務
所

那珂川護岸工事（下流１工
区）

土木一式工事 福岡市南区的場２丁目 13,971,100 13,640,000 R4.5.17 （株）筑紫野建設 (1)三軌建設（株）（辞退）
(2)エトウ建設（株）
(3)（株）城建設
(4)（株）武末建設工業
(5)（株）筑紫野建設
(6)丸三工業（株）
(7)（株）田中正
(8)（株）伸和
(9)（株）才田組

333 那珂県土
整備事務
所

那珂川河畔整備工事 造園工事 那珂川市大字市ノ瀬 4,236,100 4,015,000 R4.4.12 （株）芳野造園土木 (1)小林造園建設（株）
(2)（株）筑紫庭園
(3)（有）有岡造園
(4)（株）愛香園
(5)（有）森造園
(6)（株）芳野造園土木
(7)小島造園

334 那珂県土
整備事務
所

筑紫野古賀線（太宰府市
工区）２号函渠設置工事

土木一式工事 太宰府市大字北谷 26,554,000 25,740,000 R4.6.22 （株）宮原土木建設 (1)（株）宮原産業（失格）
(2)（株）湊工業
(3)（株）宮原土木建設
(4)（株）山友建設
(5)木本建設（株）
(6)（有）斉藤建設
(7)平川工業（有）
(8)（有）長谷建設

335 那珂県土
整備事務
所

柚須原川渓流保全工工事
（４工区）

土木一式工事 筑紫野市大字柚須原 38,360,300 33,951,500 R4.4.5 （株）吉村産業 (1)大晃産業（株）（辞退）
(2)（株）中川組
(3)（株）野口土木
(4)陽光建設（株）（辞退）
(5)（株）矢ヶ部開発
(6)（株）雄組
(7)（株）田中組（辞退）
(8)亜地亜産業（有）
(9)（株）吉村産業（ くじ決定）
(10)（有）嘉起嶋土木工業（辞退）
(11)タダスエ建設（株）（辞退）
(12)亜細亜建設工業（株）

336 那珂県土
整備事務
所

飯塚大野城線　道路改良
工事（１工区）

土木一式工事 大野城市乙金東２丁目 15,525,400 13,946,900 R4.6.8 （有）武富士建設 (1)（株）井上興業（辞退）
(2)古賀産業（株）（辞退）
(3)（有）協栄建設（辞退）
(4)（株）中野土木
(5)（有）武富士建設
(6)大野企業（株）
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337 那珂県土
整備事務
所

筑紫野古賀線　道路改良
工事（３工区）

土木一式工事 筑紫野市大字原 40,338,100 39,127,000 R4.4.12 亜地亜産業（有） (1)（株）野口土木
(2)陽光建設（株）
(3)（株）田中組
(4)（有）古賀栄組
(5)荒川建設（株）
(6)亜地亜産業（有）
(7)（株）宮尾組
(8)成信建設（株）
(9)（株）吉村産業
(10)（有）嘉起嶋土木工業
(11)タダスエ建設（株）
(12)亜細亜建設工業（株）

338 那珂県土
整備事務
所

筑紫野古賀線（太宰府市
工区）道路改良工事６工区

土木一式工事 太宰府市大字北谷 20,238,900 19,580,000 R4.6.22 （株）山友建設 (1)（株）宮原産業
(2)（株）湊工業
(3)（株）宮原土木建設（無効）
(4)（株）山友建設
(5)木本建設（株）
(6)（有）斉藤建設
(7)平川工業（有）
(8)（有）長谷建設

339 那珂県土
整備事務
所

南面里川　渓流保全工工
事（７工区）

土木一式工事 那珂川市大字南面里 44,969,100 43,615,000 R4.4.21 （有）木下土木 (1)（株）ティシーエー
(2)（株）渡辺土木
(3)（株）藤野組
(4)（株）三起工
(5)（有）木下土木
(6)（株）成世建設
(7)シティプラン（株）
(8)（有）白石建設
(9)（有）真鍋建設
(10)（有）三苫建設
(11)（有）後藤技研
(12)岩戸建設（株）（無効）
(13)（株）畑中土木

340 那珂県土
整備事務
所

下西山川　管理用道路工
工事

土木一式工事 筑紫野市大字山家 32,439,000 28,686,900 R4.4.18 亜細亜建設工業（株） (1)大晃産業（株）
(2)（株）中川組
(3)（株）矢ヶ部開発（辞退）
(4)（株）雄組（辞退）
(5)（有）古賀栄組
(6)荒川建設（株）
(7)亜地亜産業（有）
(8)（株）宮尾組
(9)成信建設（株）（辞退）
(10)（有）嘉起嶋土木工業
(11)タダスエ建設（株）
(12)亜細亜建設工業（株）（ くじ決定）

341 那珂県土
整備事務
所

筑紫野大橋橋梁補修工事 とび・土工・コンクリート工
事

筑紫野市大字立明寺 42,843,900 37,470,400 R4.4.14 （株）山九ロードエン
ジニアリング

(1)エスイーリペア（株）
(2)（株）ニューテック康和九州支店
(3)（株）ケイテック福岡本店
(4)ボンドエンジニアリング（株）福岡支店
(5)（株）ＳＮＣ
(6)（株）ミサト技建福岡営業所
(7)（株）トラスト工業
(8)（株）ハットリ工業福岡支店
(9)（株）キューボウ
(10)ホゼン（株）
(11)（株）マルヨシ
(12)（株）山九ロードエンジニアリング（ くじ決定）

342 那珂県土
整備事務
所

岩渕谷川２渓流保全工工
事

土木一式工事 太宰府市大字太宰府 28,657,200 27,720,000 R4.4.18 木本建設（株） (1)（株）宮原産業
(2)（株）湊工業
(3)（株）宮原土木建設
(4)（株）山友建設（無効）
(5)木本建設（株）
(6)（有）斉藤建設
(7)平川工業（有）
(8)（有）長谷建設
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343 那珂県土
整備事務
所

福岡早良大野城線　道路
舗装工事（２工区）

舗装工事 那珂川市大字西畑 11,302,500 10,725,000 R4.4.5 筑前道路工業（株） (1)（株）山協道路
(2)筑前道路工業（株）
(3)（株）那珂舗装（無効）
(4)萩尾舗道（株）
(5)平嶋舗装工業（株）
(6)堀田建設工業（株）（無効）
(7)ミナミ舗装（株）
(8)進誠工業（株）
(9)的野建設工業（株）
(10)（株）福岡重機センター
(11)（株）南協

344 那珂県土
整備事務
所

県道那珂川大野城線歩道
補修工事

土木一式工事 那珂川市仲３丁目 4,427,500 4,290,000 R4.5.12 （有）白石建設 (1)（株）成世建設
(2)シティプラン（株）
(3)（有）白石建設
(4)（有）松永技建
(5)（有）後藤技研
(6)岩戸建設（株）
(7)（株）畑中土木

345 那珂県土
整備事務
所

国道２００号　筑紫大橋橋
梁補修工事

とび・土工・コンクリート工
事

筑紫野市大字隈 43,098,000 37,695,900 R4.4.14 （株）ニューテック康和
九州支店

(1)エスイーリペア（株）
(2)（株）ニューテック康和九州支店（ くじ決定）
(3)（株）ケイテック福岡本店
(4)ボンドエンジニアリング（株）福岡支店
(5)（株）ＳＮＣ
(6)（株）ミサト技建福岡営業所
(7)（株）トラスト工業
(8)（株）ハットリ工業福岡支店
(9)（株）キューボウ
(10)ホゼン（株）
(11)（株）マルヨシ
(12)（株）山九ロードエンジニアリング

346 那珂県土
整備事務
所

那珂川大野城線　道路舗
装工事（１工区）

舗装工事 春日市大字上白水 24,503,600 23,210,000 R4.4.8 （株）キユウレキ (1)（株）キユウレキ
(2)（株）山協道路（無効）
(3)（株）那珂舗装
(4)萩尾舗道（株）
(5)平嶋舗装工業（株）
(6)堀田建設工業（株）
(7)進誠工業（株）
(8)（株）福岡重機センター
(9)浅治建設（株）
(10)（株）南協

347 那珂県土
整備事務
所

那珂川大野城線　道路舗
装工事（２工区）

舗装工事 那珂川市松木６丁目 19,618,500 18,590,000 R4.4.7 （株）南協 (1)（株）キユウレキ（無効）
(2)（株）山協道路（無効）
(3)筑前道路工業（株）
(4)（株）那珂舗装
(5)堀田建設工業（株）
(6)ミナミ舗装（株）
(7)進誠工業（株）
(8)的野建設工業（株）
(9)（株）福岡重機センター
(10)浅治建設（株）
(11)（株）南協

348 那珂県土
整備事務
所

福岡筑紫野線道路舗装工
事

舗装工事 春日市小倉１丁目 29,291,900 27,610,000 R4.4.6 堀田建設工業（株） (1)（株）キユウレキ
(2)（株）山協道路
(3)（株）那珂舗装
(4)萩尾舗道（株）
(5)堀田建設工業（株）
(6)進誠工業（株）
(7)（株）福岡重機センター
(8)（株）南協
(9)熊川工業（株）
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349 那珂県土
整備事務
所

福岡早良大野城線　道路
舗装工事

舗装工事 春日市宝町４丁目 28,662,700 26,840,000 R4.4.6 （株）那珂舗装 (1)（株）キユウレキ
(2)（株）山協道路
(3)（株）那珂舗装
(4)萩尾舗道（株）
(5)平嶋舗装工業（株）
(6)堀田建設工業（株）（無効）
(7)進誠工業（株）
(8)（株）福岡重機センター
(9)浅治建設（株）
(10)（株）南協

350 那珂県土
整備事務
所

筑紫野筑穂線　道路舗装
工事

舗装工事 筑紫野市大字大石 25,463,900 23,870,000 R4.4.6 （株）山協道路 (1)（株）キユウレキ
(2)（株）山協道路
(3)（株）那珂舗装
(4)萩尾舗道（株）
(5)平嶋舗装工業（株）
(6)堀田建設工業（株）
(7)（株）福岡重機センター
(8)浅治建設（株）
(9)（株）南協

351 那珂県土
整備事務
所

東吉木谷川渓流保全工工
事（３工区）

土木一式工事 筑紫野市大字吉木 19,219,200 17,294,200 R4.5.17 （株）田中組 (1)大晃産業（株）
(2)（株）矢ヶ部開発（辞退）
(3)（株）田中組（ くじ決定）
(4)（有）古賀栄組
(5)亜地亜産業（有）（辞退）
(6)成信建設（株）（辞退）
(7)（株）吉村産業
(8)（有）嘉起嶋土木工業（辞退）

352 那珂県土
整備事務
所

那珂川護岸工事５工区 土木一式工事 那珂川市大字山田 47,969,900 46,475,000 R4.4.20 岩戸建設（株） (1)（有）宮原商店（辞退）
(2)山近工業（株）（無効）
(3)（株）渡辺土木
(4)（株）三起工
(5)（有）木下土木
(6)（株）成世建設
(7)シティプラン（株）
(8)（有）白石建設
(9)（有）真鍋建設
(10)（有）後藤技研
(11)岩戸建設（株）
(12)（株）畑中土木

353 那珂県土
整備事務
所

国道３８５号（那珂川拡幅２
期）道路拡幅工事（１工区）

土木一式工事 那珂川市大字別所 16,531,900 16,016,000 R4.6.28 （株）藤野組 (1)（株）藤野組
(2)（有）木下土木
(3)シティプラン（株）
(4)（有）真鍋建設
(5)（有）三苫建設
(6)（有）松永技建
(7)（有）後藤技研
(8)岩戸建設（株）
(9)（株）畑中土木

354 苅田港務
所

苅田港新松山地区埠頭用
地造成（地盤改良）工事（Ｒ
３－１工区）

土木一式工事 京都郡苅田町新松山４丁
目

253,473,000 225,397,700 R4.4.21 （株）若港 (1)岡本土木（株）
(2)みらい建設工業（株）九州支店
(3)（株）若港
(4)村上海事（株）
(5)亮誠建設（株）
(6)（株）池間組（無効）
(7)（株）白海（無効）
(8)九州総合建設（株）（無効）
(9)塩塚建設（株）
(10)五幸（株）
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355 苅田港務
所

苅田港新松山地区埠頭用
地造成（地盤改良）工事（Ｒ
３－２工区）

土木一式工事 京都郡苅田町新松山４丁
目

267,135,000 239,246,700 R4.4.18 （株）池間組 (1)岡本土木（株）
(2)みらい建設工業（株）九州支店
(3)（株）若港
(4)村上海事（株）
(5)亮誠建設（株）
(6)（株）池間組
(7)（株）白海
(8)九州総合建設（株）（無効）
(9)塩塚建設（株）
(10)五幸（株）

356 苅田港務
所

苅田港新松山地区埠頭用
地造成（地盤改良）工事（Ｒ
３－３工区）

土木一式工事 京都郡苅田町新松山４丁
目

264,407,000 236,775,000 R4.4.21 （株）白海 (1)岡本土木（株）
(2)みらい建設工業（株）九州支店
(3)（株）若港
(4)村上海事（株）
(5)亮誠建設（株）
(6)（株）池間組（無効）
(7)（株）白海
(8)九州総合建設（株）（無効）
(9)塩塚建設（株）
(10)五幸（株）

357 苅田港務
所

苅田港新松山地区埠頭用
地造成（地盤改良）工事（Ｒ
３－４工区）

土木一式工事 京都郡苅田町新松山４丁
目

279,950,000 249,361,200 R4.4.21 九州総合建設（株） (1)みらい建設工業（株）九州支店
(2)（株）若港
(3)村上海事（株）
(4)亮誠建設（株）
(5)（株）池間組
(6)（株）白海
(7)九州総合建設（株）
(8)塩塚建設（株）
(9)五幸（株）

358 苅田港務
所

苅田港新松山地区汚濁防
止膜設置・撤去工事（Ｒ４工
区）

土木一式工事 京都郡苅田町新松山４丁
目

14,069,000 12,127,500 R4.5.6 （株）近藤海事 (1)（株）若港
(2)（株）近藤海事（ くじ決定）
(3)村上海事（株）
(4)亮誠建設（株）
(5)（株）池間組
(6)三原グループ（株）（辞退）
(7)九州総合建設（株）（辞退）
(8)塩塚建設（株）
(9)五幸（株）


