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1 水産局水
産振興課

大島漁港　岸壁強化工事 とび・土工・コンクリート工
事

宗像市大島 103,576,000 94,815,600 R4.7.7 日本地研（株） (1)日本地研（株）

2 水産局水
産振興課

魚礁設置工事　筑前浅海
域漁場（浅海９工区）

土木一式工事 筑前海　宗像市沖 68,222,000 62,195,100 R4.8.8 亮誠建設（株） (1)亮誠建設（株）
(2)福山総合建設（株）
(3)岩崎建設（株）
(4)（株）藤原組(辞退)

3 水産局水
産振興課

魚礁設置工事　筑前浅海
域漁場（浅海１０工区）

土木一式工事 筑前海　宗像市沖 63,206,000 62,700,000 R4.8.4 福山総合建設（株） (1)亮誠建設（株）(入札無効)
(2)福山総合建設（株）

4 水産局水
産振興課

魚礁設置工事　豊前北漁
場（恒見８－２工区）

土木一式工事 豊前海　北九州市地先 121,638,000 110,524,700 R4.8.23 （株）福森組 (1)（株）廣瀬産業海事工業所
(2)（株）福森組
(3)（株）豊秀建設
(4)（株）放作
(5)（株）北翁
(6)（株）福森工業
(7)コスモ海洋（株）(辞退)
(8)塩塚建設（株）
(9)五幸（株）

5 水産局水
産振興課

魚礁設置工事　筑前沖合
域漁場（沖合９工区）

土木一式工事 筑前海　糸島市沖 75,383,000 68,657,600 R4.9.7 （株）藤原組 (1)（株）コンドー(辞退)
(2)アスミオ．（株）
(3)博多港管理（株）
(4)久保建（株）(辞退)
(5)岩崎建設（株）
(6)（株）藤原組

6 水産局水
産振興課

覆砂工事　豊前沿岸域漁
場（松江八屋２工区）

土木一式工事 豊前海　豊前市地先 88,022,000 80,444,100 R4.9.21 （株）豊成建設 (1)（株）廣瀬産業海事工業所
(2)（株）放作
(3)村上海事（株）(入札無効)
(4)（株）豊成建設
(5)大浜建設工業（株）
(6)（株）北翁
(7)（株）福森工業
(8)塩塚建設（株）(入札無効)
(9)五幸（株）

7 水産局水
産振興課

覆砂工事　豊前沿岸域漁
場（椎田１工区）

土木一式工事 豊前海　築上町地先 110,022,000 99,691,900 R4.9.21 塩塚建設（株） (1)（株）廣瀬産業海事工業所
(2)（株）豊秀建設
(3)（株）放作
(4)村上海事（株）(入札無効)
(5)大浜建設工業（株）
(6)（株）北翁
(7)（株）福森工業
(8)塩塚建設（株）
(9)五幸（株）

8 水産局水
産振興課

覆砂工事　豊前沿岸域漁
場（稲童１工区）

土木一式工事 豊前海　行橋市地先 110,715,000 101,329,800 R4.9.27 村上海事（株） (1)（株）廣瀬産業海事工業所
(2)（株）豊秀建設
(3)（株）放作
(4)村上海事（株）
(5)大浜建設工業（株）
(6)（株）北翁
(7)（株）福森工業
(8)塩塚建設（株）
(9)五幸（株）
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9 水産局水
産振興課

冷凍機入れ替え工事 管工事 宗像市 3,716,856 3,418,800 R4.7.19 ホシザキ北九（株） (1)（有）玄海環境システム(辞退)
(2)（株）フジコオ
(3)（株）福成冷熱工業(失格)
(4)（株）大和設備(辞退)
(5)ホシザキ北九（株）(くじ決定)

10 水産局水
産振興課

小呂島漁港　防風柵設置
工事

土木一式工事 福岡市西区大字小呂島 17,336,000 17,050,000 R4.9.30 福岡黒瀬（株） (1)岩本工業（株）(辞退)
(2)（有）正和組(辞退)
(3)ふじ産業（株）(辞退)
(4)（株）山勝
(5)北九潜水（株）
(6)福岡黒瀬（株）
(7)（株）ワールド

11 林業振興
課

福岡県立四王寺県民の森
地区緑化工事

造園工事 糟屋郡宇美町大字四王寺 6,149,000 5,501,100 R4.9.9 （有）権藤造園土木 (1)（株）日栄(辞退)
(2)（株）宝満緑地建設
(3)（有）丸忠
(4)（株）緑創
(5)（有）権藤造園土木(くじ決定)
(6)幸栄緑化建設

12 福岡農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 古賀市青柳 84,348,000 76,862,500 R4.7.7 （株）柿原組 (1)アスミオ．（株）(辞退)
(2)久保建（株）(辞退)
(3)（株）柿原組

13 福岡農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 糸島市志摩小金丸 63,054,200 57,458,500 R4.9.8 松隈重機工業（株） (1)アスミオ．（株）
(2)松吉建設（株）(辞退)
(3)（株）米本組
(4)松隈重機工業（株）
(5)（株）吉建
(6)久保建（株）
(7)福東（株）(辞退)
(8)（株）柿原組

14 福岡農林
事務所

除塵機補修工事 機械器具設置工事 糸島市二丈片山 45,345,300 44,000,000 R4.7.7 進栄工業（株） (1)（株）丸島アクアシステム九州支店(辞退)
(2)日東河川工業（株）九州営業所
(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(辞退)
(6)（株）協和製作所福岡営業所
(7)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）(辞退)
(8)（株）大川鉄工
(9)進栄工業（株）

15 福岡農林
事務所

ゲート製作据付工事 鋼構造物工事 宗像市上八 7,405,200 6,671,500 R4.8.1 （株）協和製作所福岡
営業所

(1)大同機工（株）福岡営業所
(2)（株）オーツボ
(3)（株）協和製作所福岡営業所(くじ決定)
(4)日新産業（株）
(5)直方工業（株）
(6)（株）ウシジマ

16 福岡農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 糟屋郡久山町大字久原 49,581,400 49,115,000 R4.8.17 （株）國崎組 (1)（株）ＳＮＣ(辞退)
(2)（株）城戸組
(3)（株）國崎組
(4)久山建設（株）
(5)（株）船越組
(6)九藤建設（株）(辞退)
(7)（株）今任産建
(8)（株）立花建設
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17 福岡農林
事務所

ゲート製作据付工事 鋼構造物工事 古賀市青柳 11,355,300 10,364,200 R4.8.25 日新産業（株） (1)（株）乗富鉄工所
(2)大同機工（株）福岡営業所
(3)開成工業（株）福岡営業所
(4)（株）田中鉄工所福岡営業所
(5)日新産業（株）(くじ決定)
(6)（株）大川鉄工

18 福岡農林
事務所

暗渠排水工事 土木一式工事 糸島市志摩桜井 21,884,500 21,318,000 R4.8.31 中村組（株） (1)中村組（株）
(2)越智建設工業（株）(欠席)
(3)（有）林組
(4)（有）藤木建設
(5)（有）荒川建設(辞退)
(6)（株）中央土木

19 福岡農林
事務所

仮設工事 土木一式工事 糸島市泊 24,775,300 22,332,200 R4.8.31 鈴木建設（株） (1)鈴木建設（株）
(2)（株）西原建設(辞退)
(3)馬場建設（株）(辞退)
(4)浅間土建(辞退)
(5)青木建設(辞退)
(6)（有）三坂建設

20 福岡農林
事務所

暗渠排水工事 土木一式工事 糸島市二丈福井 10,972,500 10,752,500 R4.9.21 （有）満生建設 (1)蔵持工業
(2)（有）満生建設
(3)（有）白水建設(辞退)
(4)（株）エビス工業
(5)（株）福重産業
(6)（株）田中組

21 福岡農林
事務所

コンクリート補修工事 土木一式工事 糸島市神在 47,637,700 43,169,500 R4.9.27 筑前建設（株） (1)筑前建設（株）
(2)（有）兵頭組
(3)馬場建設（株）
(4)（株）高木建設(辞退)
(5)（有）アイワ(辞退)
(6)（有）板谷産業
(7)（株）大坪組(辞退)
(8)（株）へいせい(辞退)

22 福岡農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 糸島市井原 49,501,100 44,801,900 R4.9.27 （有）兵頭組 (1)建秀ブロック（株）(辞退)
(2)（株）西原建設(辞退)
(3)（有）森田商会
(4)（有）兵頭組(くじ決定)
(5)（有）三坂建設(辞退)
(6)（株）山本建設工業(辞退)
(7)（株）テンホウ建設(辞退)
(8)（株）へいせい(辞退)

23 福岡農林
事務所

雷山地区治山工事（№１・４
谷止工）

土木一式工事 糸島市雷山 42,314,800 42,295,000 R4.8.18 （株）吉建 (1)筑前建設（株）(辞退)
(2)中村組（株）
(3)松隈重機工業（株）(辞退)
(4)（株）山本建設工業(辞退)
(5)（株）吉建
(6)（有）藤木建設(辞退)
(7)（有）荒川建設(辞退)
(8)（株）大坪組(辞退)
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24 福岡農林
事務所

二丈福井地区治山工事
（防潮工）

土木一式工事 糸島市二丈福井 43,690,900 42,350,000 R4.8.22 藤田建設（株） (1)藤田建設（株）
(2)松吉建設（株）
(3)（株）米本組
(4)（有）兵頭組
(5)（有）満生建設
(6)（株）へいせい(辞退)
(7)（株）田中組
(8)（株）石郷(辞退)

25 福岡農林
事務所

林道第３雷山浮嶽線３工区
開設工事

土木一式工事 糸島市 井原 40,280,900 39,600,000 R4.9.9 松吉建設（株） (1)建秀ブロック（株）(辞退)
(2)松吉建設（株）
(3)（有）兵頭組
(4)（株）高木建設
(5)（有）アイワ(辞退)
(6)（有）板谷産業(辞退)
(7)（株）テンホウ建設
(8)（株）へいせい(辞退)

26 福岡農林
事務所

林道小葉山線１工区開設
工事

土木一式工事 糟屋郡篠栗町大字萩尾 47,491,400 47,300,000 R4.9.21 （株）城戸組 (1)（株）城戸組
(2)（株）廣田建設(辞退)
(3)（有）萩尾土木
(4)（株）今任産建(辞退)
(5)（株）立花建設(辞退)
(6)（株）洪本建設
(7)（有）新恵商店(辞退)
(8)（株）ヤマケン(辞退)

27 福岡農林
事務所

東ノ谷地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 糟屋郡須惠町大字上須惠
字東ノ谷

46,636,700 46,530,000 R4.9.21 （株）タカハシ (1)（株）ＳＮＣ(辞退)
(2)（株）日栄(辞退)
(3)村山建設（株）(辞退)
(4)（株）若杉建設(辞退)
(5)（株）折居産業建設
(6)（株）音成組(辞退)
(7)（株）タカハシ
(8)（株）山翔(辞退)

28 朝倉農林
事務所

堰体基礎工事 土木一式工事 久留米市上津町 146,701,500 146,630,000 R4.8.24 （株）大久保建設 (1)（株）大久保建設
(2)九州環境建設（株）(辞退)

29 朝倉農林
事務所

水路工事 土木一式工事 三井郡大刀洗町大字三川 80,961,100 73,855,100 R4.9.6 （有）二ノ宮建設 (1)（株）福田組(辞退)
(2)（株）大久保建設(辞退)
(3)（有）二ノ宮建設
(4)（有）安達組

30 朝倉農林
事務所

揚水機整備工事 機械器具設置工事 小郡市下西鯵坂 97,009,000 88,528,000 R4.9.7 進栄工業（株） (1)（株）ケイ・イー・エス
(2)蔵田工業（株）
(3)進栄工業（株）

31 朝倉農林
事務所

水路補修工事（１工区） 土木一式工事 三井郡大刀洗町大字山隈 127,432,800 125,400,000 R4.9.7 （有）秋山重建 (1)（株）福田組(辞退)
(2)（株）大久保建設(辞退)
(3)（有）秋山重建
(4)（有）二ノ宮建設(辞退)

32 朝倉農林
事務所

水路補修工事（２工区） 土木一式工事 三井郡大刀洗町大字山隈 73,304,000 66,643,500 R4.9.2 （株）福田組 (1)（株）福田組
(2)（有）秋山組
(3)（株）大久保建設(辞退)
(4)（有）秋山重建(入札無効)
(5)（有）二ノ宮建設(辞退)
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33 朝倉農林
事務所

水路補修工事 土木一式工事 朝倉郡筑前町三並 86,608,500 86,350,000 R4.9.7 （株）柿原建設 (1)古賀建設（株）(辞退)
(2)（株）平田組(辞退)
(3)（株）柿原建設
(4)昭栄建設（株）(辞退)
(5)（有）武土木建設(辞退)

34 朝倉農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 朝倉市宮野 78,146,200 76,560,000 R4.9.9 （株）半田建設 (1)古賀建設（株）(辞退)
(2)（株）半田建設

35 朝倉農林
事務所

水路補修工事 土木一式工事 朝倉郡筑前町東小田 88,702,900 86,040,900 R4.9.22 （株）岡嶋建設 (1)古賀建設（株）(辞退)
(2)（株）岡嶋建設

36 朝倉農林
事務所

水路補修工事 土木一式工事 朝倉郡筑前町三並 82,218,400 80,520,000 R4.9.30 昭栄建設（株） (1)古賀建設（株）(辞退)
(2)（株）平田組(辞退)
(3)昭栄建設（株）
(4)（株）才田組(辞退)

37 朝倉農林
事務所

農道舗装工事（流川４号） ほ装工事 うきは市浮羽町流川 7,768,200 7,590,000 R4.8.8 （有）二子土木機工 (1)（有）二子土木機工
(2)（株）龍乃組(辞退)
(3)山一建設工業（株）
(4)（株）浮吉舗道
(5)（有）清水興産(辞退)

38 朝倉農林
事務所

水路工事（農用排１１号　１
工区）

土木一式工事 朝倉市千代丸 44,959,200 42,900,000 R4.8.17 （株）才田組 (1)（株）倉地建設(辞退)
(2)（株）別府土建
(3)（株）半田建設(辞退)
(4)（株）一伸工業(辞退)
(5)（株）一典工業(辞退)
(6)（株）大内田組
(7)（株）エフ・テクノ(辞退)
(8)（株）才田組

39 朝倉農林
事務所

ため池付帯工事 土木一式工事 久留米市草野町草野 25,568,400 25,564,000 R4.8.18 （有）耳納建設 (1)（株）江藤建設(辞退)
(2)（有）小屋松建設
(3)（有）耳納建設
(4)古賀組(辞退)
(5)（有）鹿毛建設(辞退)
(6)三貴松建設（株）(辞退)

40 朝倉農林
事務所

水路工事 土木一式工事 うきは市浮羽町山北 40,339,200 39,446,000 R4.8.9 （株）藤弘建設 (1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（有）日新工務店(辞退)
(3)（有）二子土木機工(辞退)
(4)（株）龍乃組
(5)山一建設工業（株）
(6)（有）清水興産(辞退)
(7)（有）ジェイエヌ開発(辞退)
(8)（株）藤弘建設

41 朝倉農林
事務所

ゲート製作据付工事 鋼構造物工事 朝倉市宮野 7,231,400 6,513,100 R4.8.19 （株）協和製作所福岡
営業所

(1)（株）ミゾタ福岡支店
(2)（株）協和製作所福岡営業所
(3)（株）田中鉄工所福岡営業所
(4)日新産業（株）
(5)直方工業（株）
(6)進栄工業（株）
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42 朝倉農林
事務所

ゲート製作据付工事 鋼構造物工事 うきは市浮羽町山北 24,404,600 24,090,000 R4.8.19 （株）乗富鉄工所 (1)（株）乗富鉄工所
(2)大同機工（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)高宮鐵工（株）
(6)（株）大川鉄工

43 朝倉農林
事務所

暗渠排水工事（東小田工
区）

土木一式工事 朝倉郡筑前町東小田 12,229,800 12,045,000 R4.8.25 （株）ウシジマ (1)夜須造園土木（有）(辞退)
(2)（株）ウシジマ
(3)（有）真光工業(辞退)
(4)（有）岡部建設
(5)（有）堤建設工業
(6)（株）ランドスケープ・野口(辞退)

44 朝倉農林
事務所

暗渠排水工事（下西鰺坂
工区外）

土木一式工事 小郡市下西鯵坂外 42,111,300 38,122,700 R4.9.2 （株）福田組 (1)サンエス工業（株）(辞退)
(2)（株）福田組
(3)（株）南組(辞退)
(4)森田建設（株）
(5)佐久間建設（株）
(6)（株）柴田工業(辞退)
(7)（株）みい舗道(辞退)
(8)立花建設（有）(辞退)

45 朝倉農林
事務所

道路・水路工事（上ツル） 土木一式工事 久留米市北野町石崎 35,577,300 35,200,000 R4.9.6 （有）稲吉建設工業 (1)（株）ハシモトＣＳ(入札無効)
(2)（有）千徳造園
(3)日之出産業（株）
(4)（有）秋山建設
(5)久保田重機建設
(6)（有）稲吉建設工業
(7)セデックス開発（株）(入札無効)
(8)（株）М・カンパニー

46 朝倉農林
事務所

ゲート製作据付工事（農用
排１１号）

鋼構造物工事 朝倉市千代丸 18,812,200 16,579,200 R4.9.7 （株）ウシジマ (1)日東河川工業（株）九州営業所
(2)（株）オーツボ
(3)（株）豊国エンジニアリング九州営業所
(4)日新産業（株）
(5)（株）平井製作所
(6)（株）ウシジマ

47 朝倉農林
事務所

配水管工事（３ＲＢ・４ＲＢ
（２工区））

土木一式工事 うきは市浮羽町山北 48,449,500 46,970,000 R4.9.8 山一建設工業（株） (1)（有）江藤建設(辞退)
(2)西見総業（株）(辞退)
(3)（株）西野組(辞退)
(4)永松商事建設（株）(辞退)
(5)（有）二子土木機工(辞退)
(6)山一建設工業（株）
(7)（有）清水興産
(8)（株）権藤建設(辞退)

48 朝倉農林
事務所

水路補修工事 土木一式工事 小郡市山隈 44,706,200 44,209,000 R4.9.7 （株）山本建設建材 (1)南筑土建（株）(辞退)
(2)（株）佐々木組
(3)（有）飯田建設(辞退)
(4)重松建設（株）(辞退)
(5)（株）山本建設建材
(6)山川建設（株）(辞退)
(7)（株）サクラ技建
(8)森山建設（株）
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49 朝倉農林
事務所

仮設工事 土木一式工事 朝倉市屋永 29,461,300 27,984,000 R4.9.12 （有）秋吉組 (1)（株）浦設備工業(辞退)
(2)（株）原工業(辞退)
(3)（有）秋吉組
(4)（有）石井建設(辞退)
(5)（株）大内田組
(6)（株）平野建設(辞退)

50 朝倉農林
事務所

農道工事（流川９号） 土木一式工事 うきは市浮羽町流川 16,007,200 15,510,000 R4.9.20 （有）二子土木機工 (1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（有）二子土木機工
(3)（有）翔永産業(辞退)
(4)（有）川島組(辞退)
(5)（有）天野緑化建設(辞退)
(6)（株）宮﨑商事

51 朝倉農林
事務所

暗渠排水工事（赤川工区
外）

土木一式工事 小郡市赤川外 39,252,400 38,720,000 R4.9.21 佐久間建設（株） (1)野瀬組
(2)（株）佐々木組
(3)（株）サンワユキ(辞退)
(4)重松建設（株）
(5)佐久間建設（株）
(6)（株）サクラ技建(辞退)
(7)（株）みい舗道(辞退)
(8)田中総業（株）(入札無効)

52 朝倉農林
事務所

水路付帯工事（秋成森部
２）

土木一式工事 久留米市田主丸町秋成 40,570,200 39,985,000 R4.9.21 （株）行徳建設 (1)（株）郷原組
(2)（株）筑邦組(辞退)
(3)柴田建設（株）(辞退)
(4)弥永建設（有）(辞退)
(5)（株）行徳建設
(6)原建設建材（株）(辞退)
(7)（有）田中通信建設(辞退)
(8)生野重機（株）(辞退)

53 朝倉農林
事務所

配水管工事（１ＲＢ１工区・
３ＲＢ）

土木一式工事 うきは市浮羽町山北 42,660,200 41,690,000 R4.9.30 （有）清水興産 (1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（有）日新工務店(辞退)
(3)（株）龍乃組(辞退)
(4)（株）ヤマド
(5)（株）生野組(辞退)
(6)（有）清水興産
(7)（有）ジェイエヌ開発(辞退)
(8)（株）権藤建設(辞退)

54 朝倉農林
事務所

水路補修工事（５－１工
区、６－１工区）

土木一式工事 朝倉市三奈木外 40,461,300 39,600,000 R4.9.30 （株）上成 (1)（株）川口建設
(2)（株）別府土建
(3)（株）一典工業(辞退)
(4)（有）風成(辞退)
(5)（有）西村技建(辞退)
(6)（株）上成
(7)（株）川上建設(辞退)
(8)（株）佑建(辞退)

55 朝倉農林
事務所

谷ノ尾（２）地区治山工事
（谷止工）

土木一式工事 朝倉市佐田字谷ノ尾（２） 36,631,100 35,915,000 R4.7.22 （有）真光工業 (1)（有）松本建設
(2)（有）秋吉組
(3)（株）一伸工業(辞退)
(4)（株）一典工業(辞退)
(5)（株）ウシジマ
(6)（株）尾畑建設(辞退)
(7)（有）真光工業
(8)（株）ランドスケープ・野口(辞退)
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56 朝倉農林
事務所

火ノ谷地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 朝倉市城字火ノ谷 40,561,400 39,749,600 R4.7.25 （株）佑建 (1)（株）浦設備工業(辞退)
(2)東建舗道（株）(辞退)
(3)（株）岡嶋建設(辞退)
(4)（有）風成(入札無効)
(5)（有）岡部建設(辞退)
(6)（株）上成(辞退)
(7)（株）古賀組
(8)（株）佑建

57 朝倉農林
事務所

百浦地区治山工事（山腹
工）

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉郡東峰村大字宝珠山
字百浦

35,431,000 31,980,300 R4.7.26 （株）藤本工務店 (1)（株）ニチボー
(2)（株）共和テック
(3)（株）日本総建(辞退)
(4)（株）藤本工務店(くじ決定)
(5)（株）伍栄建設
(6)新善テック（株）
(7)福岡総合開発（株）
(8)（有）新浜産業

58 朝倉農林
事務所

山ノ神地区治山工事（床固
工・流路工）

土木一式工事 朝倉郡東峰村大字福井字
山ノ神

23,868,900 23,630,200 R4.7.29 （株）トクノ・ソウケン (1)（株）協和工業(辞退)
(2)（有）井上興業(辞退)
(3)（有）小林建設(辞退)
(4)（有）伊藤建設
(5)（株）井手組(辞退)
(6)（株）トクノ・ソウケン

59 朝倉農林
事務所

向原地区治山工事（谷止
工、山腹工）

土木一式工事 朝倉市黒川字向原 65,120,000 64,460,000 R4.8.2 （株）川口建設 (1)（株）川口建設
(2)（株）別府土建(辞退)
(3)（有）平山建設(辞退)
(4)（株）半田建設(辞退)
(5)（株）石松組(辞退)
(6)（有）武土木建設(辞退)
(7)（株）羽野組
(8)（株）川上建設(辞退)

60 朝倉農林
事務所

分瀬外地区治山工事（谷
止工３個）

土木一式工事 朝倉市佐田字分瀬　外 52,731,800 51,590,000 R4.8.5 （株）平田組 (1)（株）倉地建設(入札無効)
(2)（株）平田組
(3)（株）渕上建設(辞退)
(4)武藤建設（株）
(5)（株）柿原建設(辞退)
(6)（株）中野建設
(7)（株）大内田組(辞退)
(8)（有）原田(辞退)

61 朝倉農林
事務所

葛籠ヶ迫地区治山工事（谷
止工）

土木一式工事 うきは市浮羽町妹川字葛
籠ヶ迫

46,874,300 45,870,000 R4.8.16 （株）河津組 (1)（有）江藤建設(辞退)
(2)（有）日新工務店(辞退)
(3)（株）龍乃組
(4)山一建設工業（株）(辞退)
(5)（株）生野組(辞退)
(6)（有）清水興産(辞退)
(7)（株）藤弘建設(辞退)
(8)（株）河津組

62 朝倉農林
事務所

カウシキ地区治山工事（山
腹工）

とび・土工・コンクリート工
事

朝倉市江川字カウシキ 36,995,200 33,370,700 R4.9.12 九州日植（株） (1)日本乾溜工業（株）
(2)九州日植（株）(くじ決定)
(3)（株）共和テック
(4)（株）緑研産業
(5)新善テック（株）
(6)福岡総合開発（株）
(7)武巳建設（株）
(8)（有）新浜産業
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63 朝倉農林
事務所

釜寺地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 朝倉郡筑前町栗田字釜寺 30,742,800 30,127,900 R4.9.12 （有）真光工業 (1)東建舗道（株）(辞退)
(2)（有）平山建設(辞退)
(3)（有）松本建設(辞退)
(4)新善テック（株）
(5)（株）尾畑建設(辞退)
(6)（有）真光工業
(7)（有）堤建設工業
(8)（株）ランドスケープ・野口(辞退)

64 八幡農林
事務所

水路工事 土木一式工事 遠賀郡遠賀町大字虫生津 112,742,300 102,679,500 R4.8.23 福山総合建設（株） (1)小西建設工業（株）
(2)河建工業（株）
(3)（有）平田建設
(4)福山総合建設（株）

65 八幡農林
事務所

小松野地区治山工事（谷
止工）

土木一式工事 北九州市小倉南区大字母
原字小松野

55,545,600 55,545,600 R4.8.25 河建工業（株） (1)三友建設工業（株）(辞退)
(2)（株）大幸組(辞退)
(3)河建工業（株）
(4)（有）平田建設(入札無効)

66 八幡農林
事務所

道原地区治山工事（谷止
工、修繕工）

土木一式工事 北九州市小倉南区大字道
原

57,984,300 52,617,400 R4.8.24 （有）平田建設 (1)三友建設工業（株）
(2)高瀬建設（株）
(3)（株）大幸組(辞退)
(4)河建工業（株）
(5)（有）平田建設

67 八幡農林
事務所

仮設道路工事 土木一式工事 遠賀郡遠賀町大字尾崎 44,283,800 40,032,300 R4.9.7 大島建設（株） (1)大島建設（株）(くじ決定)
(2)（株）黒瀬建設(辞退)
(3)（株）末岡工務店
(4)野坂建設（株）(辞退)
(5)（株）福田工務店(辞退)
(6)（株）宮崎組
(7)小林建設（株）(辞退)
(8)（株）原産業(辞退)
(9)喜秀建設工業（株）
(10)（有）タカネ建設工業(辞退)
(11)（有）ヨシアキ建設
(12)（株）白海(辞退)

68 八幡農林
事務所

大里地区治山工事（治山
施設修繕工）

土木一式工事 北九州市門司区大字大里 20,166,300 19,140,000 R4.8.8 山田土建（株） (1)（株）誠伸建設(辞退)
(2)徳川建設（株）(辞退)
(3)豊栄建設（資）(辞退)
(4)（株）重森工業(辞退)
(5)松南建設（株）(辞退)
(6)（有）新門司建設(辞退)
(7)（有）広強建設(辞退)
(8)山田土建（株）
(9)（株）邑本興産

69 八幡農林
事務所

門司区大字畑（１）地区治
山工事

土木一式工事 北九州市門司区大字畑
（１）

48,911,500 44,278,300 R4.8.9 （株）唐和建設工業 (1)衛藤住建(辞退)
(2)白江産業（株）(辞退)
(3)瀬戸内土木工業（有）(辞退)
(4)（有）平田建設工業(辞退)
(5)（有）本屋敷建設(辞退)
(6)（株）唐和建設工業
(7)（有）富士建設(辞退)
(8)西部建設工業（株）
(9)（株）粟本組
(10)大昇建設（株）(辞退)
(11)宮本建設工業（株）
(12)五幸（株）(辞退)
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70 八幡農林
事務所

手野地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 遠賀郡岡垣町大字手野 47,197,700 46,200,000 R4.9.12 （株）今村組 (1)川本建設工業（株）(辞退)
(2)東洋建設工業（株）(辞退)
(3)（株）東陽建工(辞退)
(4)明秀産業（株）(辞退)
(5)（株）友和建設(辞退)
(6)（株）東洋建設(辞退)
(7)藤木建設（株）(辞退)
(8)小西建設工業（株）
(9)（株）今村組
(10)（株）進建(辞退)
(11)日慶建設（株）
(12)（株）河村建設(辞退)

71 飯塚農林
事務所

ゲート製作据付工事 鋼構造物工事 田川郡福智町神崎 18,559,200 17,011,500 R4.7.6 開成工業（株）福岡営
業所

(1)大同機工（株）福岡営業所
(2)開成工業（株）福岡営業所(くじ決定)
(3)（株）オーツボ
(4)高宮鐵工（株）
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）

72 飯塚農林
事務所

ため池付帯工事 土木一式工事 飯塚市馬敷 32,821,800 29,569,100 R4.8.12 （有）栄建設 (1)（株）伸和建設(辞退)
(2)（有）瓜生産業
(3)（有）栄建設(くじ決定)
(4)瓜生組
(5)小金丸建設（株）
(6)（株）輝工業(辞退)
(7)（株）畠中建設(辞退)
(8)（株）前山産業(辞退)

73 飯塚農林
事務所

深倉山（１）地区治山工事 土木一式工事 田川郡添田町大字落合字
深倉山（１）

43,749,200 42,350,000 R4.7.4 （株）小峠組 (1)旭工業（株）(辞退)
(2)（有）筑添建設
(3)（株）大和土木(辞退)
(4)（株）丸建
(5)（有）三栄産業(辞退)
(6)（株）小峠組
(7)（株）浦野組(辞退)
(8)（有）畠田建設(辞退)

74 飯塚農林
事務所

林道豊前坊線３－２工区開
設工事

土木一式工事 田川郡添田町 大字津野 47,132,800 45,716,000 R4.7.15 （株）関野建設 (1)（株）関野建設
(2)（有）筑添建設(辞退)
(3)（有）山口組(入札無効)
(4)（株）丸建(辞退)
(5)（有）三栄産業
(6)（株）湊建設(辞退)
(7)（有）畠田建設(入札無効)
(8)（株）浦野建設(辞退)

75 飯塚農林
事務所

仙道地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 田川郡添田町大字落合字
仙道

30,980,400 30,910,000 R4.7.27 （有）白石建設 (1)（有）筑添建設
(2)（株）前田組(辞退)
(3)（株）丸建(辞退)
(4)（有）三栄産業(辞退)
(5)（株）湊建設(辞退)
(6)（有）白石建設
(7)（株）浦野組(辞退)
(8)（有）氏本組(辞退)
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76 飯塚農林
事務所

北浦地区治山工事（Ｎｏ．３
谷止工）

土木一式工事 田川郡添田町大字英彦山
字北浦

32,928,500 31,900,000 R4.8.15 （有）三栄産業 (1)（株）前田組(辞退)
(2)（株）丸建(辞退)
(3)（有）三栄産業
(4)（株）湊建設
(5)（有）佐護組(入札無効)
(6)（株）浦野組(辞退)
(7)（有）畠田建設(入札無効)
(8)（有）氏本組(辞退)

77 飯塚農林
事務所

七夕地区治山工事（山腹
工）

とび・土工・コンクリート工
事

飯塚市八木山字七夕 44,850,300 40,455,800 R4.9.5 （株）九州マツオ (1)（株）サカヒラ(辞退)
(2)柴田建設工業（株）
(3)（有）原産業
(4)（株）伍栄建設
(5)（株）フジイ
(6)（株）春田建設
(7)（株）九州マツオ(くじ決定)
(8)（株）緑豊開発

78 飯塚農林
事務所

下井地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 田川郡添田町大字津野字
下井

31,650,300 31,570,000 R4.9.8 （株）丸建 (1)（有）筑添建設(辞退)
(2)（株）前田組
(3)（株）丸建
(4)（株）湊建設(辞退)
(5)（株）浦野組(辞退)
(6)（有）畠田建設(入札無効)
(7)（有）田中工業(辞退)
(8)（有）氏本組(辞退)

79 筑後農林
事務所

農道・水路工事（農道・農
用排　長野１線３工区）

土木一式工事 八女市 長野 128,672,500 127,600,000 R4.7.25 やひめ建設（株） (1)やひめ建設（株）

80 筑後農林
事務所

水路補修工事（笹ノ原サイ
フォン）

土木一式工事 八女市黒木町笠原 66,563,200 66,000,000 R4.8.24 （株）酒井組 (1)（株）酒井組

81 筑後農林
事務所

貯水堀工事（３－２－２） 土木一式工事 みやま市高田町昭和開 78,533,400 71,641,900 R4.9.7 木原建設（株） (1)（株）環境施設(辞退)
(2)木原建設（株）
(3)砥上建設（株）
(4)新開建設（株）(辞退)
(5)（株）大豊実業
(6)（有）英興建設
(7)（有）野田土木
(8)堤工業（株）(辞退)
(9)（株）宝栄工業(辞退)
(10)（株）柿原組

82 筑後農林
事務所

貯水堀工事（１－１－１） 土木一式工事 みやま市高田町昭和開 77,081,400 70,087,600 R4.9.7 （有）野田土木 (1)（株）環境施設(辞退)
(2)木原建設（株）(入札無効)
(3)砥上建設（株）
(4)新開建設（株）(辞退)
(5)（株）大豊実業
(6)（有）英興建設
(7)（有）野田土木
(8)堤工業（株）(辞退)
(9)（株）宝栄工業(辞退)
(10)（株）柿原組

83 筑後農林
事務所

ほ場整備工事（２－２工区） 土木一式工事 大牟田市 大字宮崎 63,354,500 57,517,900 R4.9.9 （有）英興建設 (1)砥上建設（株）(辞退)
(2)（株）大豊実業(辞退)
(3)（有）英興建設
(4)（株）宝栄工業(辞退)
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84 筑後農林
事務所

ため池工事 土木一式工事 八女市黒木町木屋 77,258,500 74,800,000 R4.9.7 （有）合原組 (1)（株）原組(辞退)
(2)（有）合原組
(3)瑞宝建設（株）(辞退)

85 筑後農林
事務所

護岸工事（田脇・昭代沖田
３工区）

土木一式工事 柳川市田脇 127,867,300 117,084,000 R4.9.26 （株）荻島組 (1)（株）梅崎工業
(2)（株）荻島組
(3)木原建設（株）
(4)砥上建設（株）
(5)新開建設（株）(辞退)
(6)（株）中村組(辞退)
(7)（株）大豊実業
(8)（有）英興建設
(9)（有）伍大建設
(10)（有）野田土木
(11)（株）幸龍
(12)堤工業（株）(辞退)
(13)（株）宝栄工業(辞退)

86 筑後農林
事務所

護岸工事（吉開２工区） 土木一式工事 柳川市三橋町吉開 78,813,900 71,779,400 R4.9.26 （株）梅崎工業 (1)（株）梅崎工業
(2)（株）荻島組(入札無効)
(3)木原建設（株）(辞退)
(4)砥上建設（株）
(5)新開建設（株）(辞退)
(6)（株）中村組(辞退)
(7)（株）大豊実業
(8)（有）英興建設(辞退)
(9)（有）伍大建設
(10)（有）野田土木(辞退)
(11)（株）幸龍
(12)堤工業（株）(辞退)
(13)（株）宝栄工業(辞退)

87 筑後農林
事務所

貯水堀工事（２－３－２） 土木一式工事 みやま市高田町昭和開 66,653,400 60,603,400 R4.9.27 （株）かねぜん建設 (1)（株）荻島組(辞退)
(2)木原建設（株）(辞退)
(3)砥上建設（株）
(4)（株）鍋田組
(5)新開建設（株）(辞退)
(6)（株）中村組(辞退)
(7)（株）大豊実業
(8)（有）英興建設
(9)（有）伍大建設
(10)（有）野田土木(辞退)
(11)（株）かねぜん建設(くじ決定)
(12)（株）幸龍(入札無効)
(13)堤工業（株）(辞退)
(14)（株）宝栄工業(辞退)
(15)（株）柿原組

88 筑後農林
事務所

貯水堀工事（２－１－１） 土木一式工事 みやま市高田町昭和開 72,098,400 65,422,500 R4.9.26 （株）幸龍 (1)（株）荻島組(辞退)
(2)木原建設（株）(辞退)
(3)砥上建設（株）
(4)（株）鍋田組
(5)新開建設（株）(辞退)
(6)（株）中村組(辞退)
(7)（株）大豊実業
(8)（有）英興建設(辞退)
(9)（有）伍大建設
(10)（有）野田土木(辞退)
(11)（株）かねぜん建設
(12)（株）幸龍
(13)堤工業（株）(辞退)
(14)（株）宝栄工業(辞退)
(15)（株）柿原組
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89 筑後農林
事務所

林道　千々谷～滝の脇線１
工区開設工事

土木一式工事 八女市 星野村字日向ノ上
地内

73,322,700 72,380,000 R4.7.25 成央建設（株） (1)成央建設（株）

90 筑後農林
事務所

除塵機補修工事（岩津） 機械器具設置工事 みやま市高田町岩津 7,561,400 7,260,000 R4.7.22 （株）乗富鉄工所 (1)（株）ミゾタ福岡支店
(2)（株）乗富鉄工所
(3)（株）協和製作所福岡営業所
(4)鎌田バイオ・エンジニアリング（株）(辞退)
(5)（株）豊国エンジニアリング九州営業所
(6)（株）大川鉄工

91 筑後農林
事務所

農道工事（柳島１・２線２工
区）

土木一式工事 八女市 柳島 40,048,800 37,950,000 R4.8.1 （株）桐明組 (1)大坪建設（株）
(2)三洋道路（株）
(3)（株）桐明組
(4)（株）イノウエハウジング
(5)（有）ミキ企画
(6)（株）石橋組
(7)諸冨造園
(8)大石組

92 筑後農林
事務所

水路工事（津江１） 土木一式工事 八女市津江 20,651,400 19,624,000 R4.8.2 平成建設（株） (1)平成建設（株）
(2)（有）カキハラ(入札無効)
(3)（株）三晃建設
(4)（有）喜水
(5)（株）ホクショウ
(6)（株）末崎組(入札無効)

93 筑後農林
事務所

水路工事（西田） 土木一式工事 八女市新庄西田 25,779,600 23,179,200 R4.8.30 （株）ホクショウ (1)大坪建設（株）
(2)（有）カキハラ
(3)（有）ミキ企画
(4)（株）三晃建設
(5)（株）ホクショウ
(6)諸冨造園
(7)大石組(辞退)

94 筑後農林
事務所

ゲート設備補修工事（岩
津）

鋼構造物工事 みやま市高田町岩津 23,304,600 23,100,000 R4.9.1 開成工業（株）福岡営
業所

(1)（株）乗富鉄工所
(2)開成工業（株）福岡営業所
(3)（株）オーツボ
(4)直方工業（株）
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）

95 筑後農林
事務所

水路工事（本木室１工区） 土木一式工事 大川市大字本木室 49,910,300 48,840,000 R4.9.9 （株）吉村組 (1)江上建設（株）(辞退)
(2)（株）吉村組
(3)（有）古賀組(辞退)
(4)（有）中島組
(5)（株）大岡組(辞退)
(6)（有）大光永建設(辞退)
(7)（株）昭和組(辞退)
(8)（株）センカン

96 筑後農林
事務所

水路工事（吉田） 土木一式工事 八女市 吉田 21,410,400 20,570,000 R4.9.12 （株）三晃建設 (1)大坪建設（株）
(2)（有）ミキ企画
(3)（株）三晃建設
(4)（有）喜水
(5)大石組
(6)（株）末崎組
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97 筑後農林
事務所

排水機場補修工事（岩津・
徳島）

機械器具設置工事 みやま市高田町徳島 19,430,400 19,250,000 R4.9.8 （株）菅原 (1)（株）菅原
(2)（株）ミゾタ福岡支店
(3)（株）乗富鉄工所
(4)蔵田工業（株）
(5)進栄工業（株）
(6)三池産業機械（株）(辞退)

98 筑後農林
事務所

水路工事（紅粉屋２－１工
区）

土木一式工事 大川市大字紅粉屋 42,480,900 38,434,000 R4.9.26 （有）大光永建設 (1)（有）永島建設
(2)（有）江頭建設(辞退)
(3)（株）田中工務店
(4)（有）中島組
(5)（有）大栄建設
(6)（有）大光永建設(くじ決定)
(7)成生建設（株）(辞退)
(8)（有）うめざき興業(入札無効)
(9)（株）中村技建

99 筑後農林
事務所

水路工事（紅粉屋２－２工
区）

土木一式工事 大川市大字紅粉屋 42,696,500 38,610,000 R4.9.21 （有）うめざき興業 (1)（有）永島建設
(2)（有）江頭建設(辞退)
(3)（株）江口工務店
(4)（有）大光永建設
(5)（株）筬島組
(6)（有）うめざき興業(くじ決定)
(7)（株）かねぜん建設
(8)（株）三榮

100 筑後農林
事務所

ほ場整備工事（２－１工区） 土木一式工事 大牟田市 大字宮崎 21,051,800 20,524,900 R4.9.26 （有）エイト工業 (1)（有）西田工務店
(2)（株）緑建興業
(3)（有）荒木建設
(4)（株）オクゾノ
(5)（有）エイト工業
(6)（株）ムツミ工業

101 筑後農林
事務所

堰体工事 土木一式工事 筑後市大字若菜 43,725,000 41,547,000 R4.9.28 （株）尋木組 (1)下川産業（株）
(2)（有）角組
(3)（株）尋木組
(4)（株）堤建設
(5)（株）むつみ工業
(6)（有）佐藤組(辞退)
(7)（有）秋山産業
(8)（株）丸欣

102 筑後農林
事務所

吉ノ迫地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 八女市上陽町北川内字吉
ノ迫

23,251,800 22,110,000 R4.7.29 田中建設 (1)（有）井上工務店(辞退)
(2)（有）井上組
(3)（有）川原興業
(4)（有）上陽建設
(5)（株）末崎組
(6)田中建設

103 筑後農林
事務所

ムネムネ地区治山工事（谷
止工）

土木一式工事 大牟田市大字上内字　ム
ネムネ

26,943,400 26,268,000 R4.8.9 タシロ建設（有） (1)（有）荒木建設
(2)（株）オクゾノ
(3)（有）本村組
(4)（有）平原建設(辞退)
(5)（有）栄光建設
(6)タシロ建設（有）
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104 筑後農林
事務所

山ノ原地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 八女市黒木町北木屋字山
ノ原

33,229,900 31,460,000 R4.8.9 （株）石崎組 (1)（株）黒木建設
(2)（有）川原興業
(3)（株）石崎組
(4)（有）酒井工業
(5)（株）大徳(辞退)
(6)（有）江田土木
(7)（有）喜水
(8)（株）末崎組

105 筑後農林
事務所

筈割地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 八女市星野村字筈割 39,384,400 37,400,000 R4.8.29 （株）山口組 (1)オオキタ建設（株）
(2)成央建設（株）
(3)（株）山口組
(4)（有）橋村住設
(5)（有）上陽建設
(6)モリアキ建設（有）
(7)（有）江田土木
(8)日伸建設（株）

106 行橋農林
事務所

管水路改修（１工区）工事 土木一式工事 築上郡築上町大字奈古 81,048,000 73,832,000 R4.9.5 大浜建設工業（株） (1)松山建設（株）
(2)（株）放作
(3)宮野建設（株）
(4)大浜建設工業（株）
(5)（株）北翁
(6)（株）福森工業

107 行橋農林
事務所

張ブロック工事 土木一式工事 行橋市大字蓑島 75,486,400 68,101,000 R4.9.27 （株）ナガイ (1)（株）福森組
(2)（株）豊秀建設
(3)（株）放作(辞退)
(4)（株）ナガイ
(5)大浜建設工業（株）
(6)（株）北翁
(7)（株）福森工業

108 行橋農林
事務所

地すべり対策工事（集水
井）

とび・土工・コンクリート工
事

京都郡みやこ町勝山浦河
内

42,285,100 42,240,000 R4.9.15 新善テック（株） (1)日本地研（株）
(2)日特建設（株）九州支店(辞退)
(3)東興ジオテック（株）九州支店(辞退)
(4)東邦地下工機（株）
(5)新日本グラウト工業（株）
(6)新技術工営（株）(辞退)
(7)新善テック（株）(くじ決定)
(8)不二グラウト工業（株）

109 行橋農林
事務所

管水路改修（２工区）工事 土木一式工事 築上郡築上町大字奈古 40,185,200 39,820,000 R4.9.30 （有）豊進工建 (1)松山建設（株）
(2)（株）ウエダ
(3)二葉建設（株）
(4)宮野建設（株）
(5)村越工業（株）
(6)（株）田原工務店
(7)（有）大長
(8)（有）豊進工建
(9)幸久建設（株）

110 行橋農林
事務所

求菩提地区治山工事（谷
止工、流路工）

土木一式工事 豊前市大字求菩提 41,345,700 41,140,000 R4.7.1 （株）ツボネ (1)二葉建設（株）
(2)ヤスタケ産業（株）
(3)（株）ツボネ
(4)（有）となり建設
(5)（有）谷崎組
(6)（有）小石組
(7)（株）釘丸建設
(8)松新建設（株）
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111 行橋農林
事務所

岩屋（２）地区治山工事（流
路工）

土木一式工事 豊前市大字岩屋（２） 31,886,800 31,625,000 R4.7.20 （株）金生建設 (1)（株）尾家興産
(2)（株）金生建設
(3)山崎建設
(4)（有）宮崎組
(5)（有）吉田建設
(6)（有）七ツ岩建設
(7)（有）東建設
(8)福田建設
(9)（株）豊洋産業

112 行橋農林
事務所

宮原地区治山工事（谷止
工）

土木一式工事 京都郡みやこ町勝山宮原 36,258,200 35,860,000 R4.8.4 （有）大雄産業 (1)（株）小松建設
(2)白水建設（有）
(3)（有）大雄産業
(4)柿野組(入札無効)
(5)（有）浦田組
(6)（有）北山建設(辞退)
(7)（有）ミヤタ創建
(8)（有）嶋田工業
(9)向井建設

113 行橋農林
事務所

鳥井畑地区治山工事（谷
止工・流路工）

土木一式工事 豊前市大字鳥井畑 43,305,900 42,900,000 R4.8.8 （株）釘丸建設 (1)松山建設（株）
(2)（株）石田組
(3)（株）ウエダ
(4)（株）協豊組
(5)（株）ツメマル・コンストラクション
(6)二葉建設（株）
(7)（株）豊成建設
(8)（有）共眞建設
(9)（株）釘丸建設

114 行橋農林
事務所

木井馬場（１）地区治山工
事（谷止工・流路工）

土木一式工事 京都郡みやこ町犀川木井
馬場（１）

35,359,500 35,013,000 R4.8.10 ミヤコ工業 (1)（株）田辺建設
(2)高瀬建設
(3)（有）福緑園
(4)（有）笹山建設工業
(5)ミヤコ工業
(6)（有）笹原
(7)（株）岡田設備(入札無効)
(8)（株）進組
(9)吉村組（株）

115 農林業総
合試験場

果樹部幼苗育成促進施設
果樹１，２号温室改修工事

建築一式工事 筑紫野市大字阿志岐 9,952,800 9,156,400 R4.8.25 仲野賢司産業（株） （１）仲野賢司産業（株）
（２）農建産業（株）
（３）（株）九州農業資材
（４）溝田農材（株）八女支店
（５）（株）共栄（辞退）

116 農林業総
合試験場

農林業総合試験場果樹部
生育特性施設果樹15号園
果樹棚・防鳥ネット設置工
事

建築一式工事 筑紫野市大字阿志岐 4,685,736 4,309,800 R4.9.22 溝田農材（株）八女支
店

（１）（株）大仙九州支社（辞退）
（２）八女カイセー（株）
（３）（株）九州農業資材
（４）仲野賢司産業（株）
（５）溝田農材（株）八女支店
（６）農建産業（株）（辞退）

117 農林業総
合試験場

農林業総合試験場果樹部
幼苗育成促進施設・栽培
特性評価施設新築工事

建築一式工事 筑紫野市大字阿志岐 78,101,452 71,853,100 R4.9.29 仲野賢司産業（株） （１）（株）九州農業資材（辞退）
（２）溝田農材（株）八女支店（辞退）
（３）農建産業（株）（辞退）
（４）八女カイセー（株）
（５）仲野賢司産業（株）
（６）（株）大仙九州支社
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118 農業大学
校

花き1号ハウス改修工事 建築一式工事 筑紫野市大字吉木 3,716,900 3,418,800 R4.7.5 農建産業(株) (1)(株)九州農業資材
(2)仲野賢司産業(株)
(3)農建産業(株)（くじ決定）
(4)溝田農材(株)八女支店（辞退）
(5)(株)大仙九州支社
(6)八女カイセー(株)

119 農業大学
校

野菜6号温室改修工事 建築一式工事 筑紫野市大字吉木 3,974,300 3,655,300 R4.7.20 農建産業(株) (1)(株)九州農業資材
(2)仲野賢司産業(株)
(3)農建産業(株)（くじ決定）
(4)溝田農材(株)八女支店
(5)(株)大仙九州支社
(6)八女カイセー(株)

120 農業大学
校

果樹温室改修工事（果樹5
号）

建築一式工事 筑紫野市大字吉木 3,183,400 2,928,200 R4.9.28 八女カイセー(株) (1)(株)九州農業資材
(2)仲野賢司産業(株)
(3)農建産業(株)
(4)溝田農材(株)八女支店
(5)(株)大仙九州支社
(6)八女カイセー(株)（くじ決定）

121 水産海洋
技術セン
ター

令和４年度取水給水棟施
設設備更新工事

管工事 福岡市西区今津 76,299,300 69,180,100 R4.8.1 水ingエンジニアリン
グ（株）九州支店

(1)西日本プラント工業（株）（辞退）
(2)水ingエンジニアリング（株）九州支店

122 水産海洋
技術セン
ター有明
海研究所

水産海洋技術センター有
明海研究所の本館及び実
験棟の屋根補修及び防水
工事

建築一式工事 柳川市吉富町 21,384,000 19,532,700 R4.7.14 株式会社平田住宅 (1)（株）廣松組
(2)（有）太陽ハウス工業
(3)（株）伸宅建設
(4)アジア商事（有）
(5)（株）平田住宅
(6)（株）高口直建設

123 水産海洋
技術セン
ター内水
面研究所

内水面研究所　井戸設置
工事

さく井工事 朝倉市山田 31,284,000 29,700,000 R4.9.27 (株)セイコー (株)テクノ大地
筑邦土質(株)
大和ボーリング工業(株)福岡支店
(有)草垣管地研
(有)大沢地下工業
(株)セイコー
(有)田中設備（辞退）
(有）岩橋電機商会（辞退）

124 筑後川水
系農地開
発事務所

高圧ケーブル更新工事 電気工事 八女市黒木町北木屋 20,999,000 19,800,000 R4.7.11 （資）柴尾電気商会 (1)（有）鹿野電気商会
(2)（資）柴尾電気商会
(3)（株）山口電設
(4)（有）橋爪電気工事
(5)松本電気工事店
(6)（株）井手電工(入札無効)

125 筑後川水
系農地開
発事務所

用水ポンプ補修工事 機械器具設置工事 久留米市城島町浮島 31,386,300 27,751,900 R4.9.7 （株）ミゾタ福岡支店 (1)（株）菅原
(2)（株）酉島製作所九州支店(辞退)
(3)（株）荏原製作所九州支社(辞退)
(4)（株）ミゾタ福岡支店
(5)（株）協和製作所福岡営業所
(6)（株）上野製作所
(7)蔵田工業（株）(辞退)
(8)進栄工業（株）

126 筑後川水
系農地開
発事務所

ファームポンド補修工事（１
号・２号・３号）

鋼構造物工事 久留米市城島町芦塚 10,921,900 10,813,000 R4.9.12 （株）大川鉄工 (1)（株）ミゾタ福岡支店
(2)（株）乗富鉄工所
(3)（株）オーツボ
(4)（株）協和製作所福岡営業所(辞退)
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）
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127 筑後川水
系農地開
発事務所

建屋補修工事 建築一式工事 筑後市大字西牟田他 23,348,600 21,428,000 R4.9.8 安達建設（株） (1)三洲建設（株）
(2)野田建設（株）
(3)安達建設（株）(くじ決定)
(4)（有）丸の内建設
(5)（株）末崎組
(6)（株）ロイヤル住建

128 筑後川水
系農地開
発事務所

排水機場仕上工事 土木一式工事 久留米市城島町浮島 32,687,600 29,592,200 R4.9.13 （有）ナカシマ建設 (1)（株）今村隆次商店
(2)（有）ナカシマ建設(くじ決定)
(3)（有）新生建設(辞退)
(4)（株）田中建設
(5)（株）マサキ建設工業
(6)（株）下川工業(辞退)
(7)（有）藤本商事(辞退)
(8)（株）大寿建設(辞退)

129 筑後川水
系農地開
発事務所

建屋補修工事 建築一式工事 みやま市高田町岩津 9,417,100 8,600,900 R4.9.16 （株）金子技建 (1)（株）金子技建(くじ決定)
(2)（株）モロインテリア
(3)小宮建設
(4)エヌ・トレーディング（株）
(5)（株）林組(辞退)
(6)（株）柿原組(辞退)

130 筑後川水
系農地開
発事務所

揚水機製作据付工事（１工
区）

機械器具設置工事 柳川市上宮永町外 37,565,000 37,400,000 R4.9.27 （株）乗富鉄工所 (1)日東河川工業（株）九州営業所
(2)（株）フソウ九州支店(辞退)
(3)（株）乗富鉄工所
(4)開成工業（株）福岡営業所
(5)（株）協和製作所福岡営業所
(6)エスエスエンジニア（株）
(7)高宮鐵工（株）
(8)進栄工業（株）

131 筑後川水
系農地開
発事務所

除塵機等補修工事 機械器具設置工事 柳川市三橋町柳河 6,565,900 6,380,000 R4.9.27 （株）乗富鉄工所 (1)日東河川工業（株）九州営業所
(2)（株）乗富鉄工所
(3)（株）協和製作所福岡営業所
(4)日新産業（株）
(5)（株）大川鉄工
(6)進栄工業（株）

132 筑後川水
系農地開
発事務所

建屋補修工事 建築一式工事 筑後市大字井田他 28,107,200 25,801,600 R4.9.22 （有）丸の内建設 (1)三洲建設（株）(辞退)
(2)野田建設（株）
(3)（有）丸の内建設(くじ決定)
(4)（株）三晃建設(辞退)
(5)（株）末崎組
(6)（株）ロイヤル住建


