
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの分

入札日 執行課名 事業担当課 工事番号 工事名 工事場所　 契約業者名 予定価格 最低制限価格若しくは調査基準価格 落札価格 応札業者数 入札形式

20190327 東牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３１年度　計画調査　第１号－１ 小匠ダム調整樋門補修工事 東牟婁郡那智勝浦町小匠地内 三洋建設株式会社 3,715,200      3,224,055                                    3,714,120      3 一般競争入札
20190326 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３１年度　県防　第２号 県土防災対策治山事業設計業務 西牟婁郡上富田町岡小郷　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 6,593,400      5,072,879                                    5,153,760      2 一般競争入札
20190326 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　地すべり　第２号－５１ 上野東地区　地すべり観測その４業務 田辺市上野地内 株式会社白浜試錐 4,784,400      3,961,953                                    4,026,240      17 一般競争入札
20190320 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　国債　ため池等　第４２号－１ 樫河池改修その2工事 海草郡紀美野町動木地内 株式会社中谷組 39,683,520     36,392,946                                   36,504,000     4 一般競争入札（総合評価）
20190320 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　国債　地すべり　第６号－５１ 畦田２期地区地すべり解析業務 有田郡有田川町瀬井地内 株式会社阪神コンサルタンツ和歌山営業所 3,781,080      3,035,078                                    3,048,840      12 一般競争入札
20190320 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　地すべり　第４号－２ 中田地区　付帯その２工事 海草郡紀美野町中田地内 有限会社ミナミ 3,305,880      2,913,805                                    2,975,400      2 一般競争入札
20190320 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６５号－５１ 津兼池地区　ため池改修測量業務 有田郡広川町井関地内 株式会社石井コンサルタント 2,322,000      1,757,587                                    2,073,600      6 一般競争入札
20190319 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第４号 県土防災対策治山事業 御坊市名田町楠井字下広野　地内 ニシザキ組 897,480         787,714                                       806,490         2 一般競争入札
20190319 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第２４号 県土防災対策治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字八尺鏡野字古平　地内 坂本建設 2,560,680      2,237,696                                    2,287,872      4 一般競争入札
20190319 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３１年度　県防　第１号 県土防災対策治山事業調査業務 新宮市熊野川町宮井字奥谷　外　　地内 アジア航測株式会社和歌山営業所 2,087,640      1,797,081                                    1,998,000      2 一般競争入札
20190319 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・復旧　第１号－２ 復旧治山事業　測量業務 日高郡日高川町大字　川原河　　字　筏繋　地内 有限会社ヤマニシ 986,040         733,174                                       736,434         13 一般競争入札
20190318 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第７号 県土防災対策治山事業 田辺市中芳養津志野　地内 有限会社柳生建設 11,818,440     10,525,858                                   10,542,960     1 一般競争入札
20190318 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・予防　第１号 予防治山事業 田辺市本宮町下湯川道光　地内 有限会社アセスメント 20,000,520     17,605,890                                   17,674,200     21 一般競争入札
20190313 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・復旧　第４号－１ 押手地区復旧治山工事 有田郡有田川町押手上横谷　地内 株式会社河田有紀地質 69,305,760     63,328,447                                   63,392,760     9 一般競争入札（総合評価）
20190313 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・復旧　第３号－１ 上湯川地区復旧治山工事 有田郡有田川町上湯川弓ヲロシ　地内 株式会社中屋組 106,026,840   96,623,051                                   96,778,800     8 一般競争入札（総合評価）
20190313 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・復旧　第２号－１ 二川地区復旧治山工事 有田郡有田川町二川三瀬川谷北　外　地内 織本組 37,337,760     33,267,088                                   33,362,072     8 一般競争入札（総合評価）
20190312 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第１３号 県土防災対策治山事業 田辺市上秋津下左向　地内 株式会社深瀬組 36,096,840     32,224,757                                   32,702,400     2 一般競争入札（総合評価）
20190312 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第７号－２ 予防治山事業 新宮市熊野川町相須字西ノ谷　外　地内 株式会社松根組 90,201,600     81,477,483                                   81,824,040     13 一般競争入札（総合評価）
20190312 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　施設災　第１号 林地荒廃防止施設災害復旧事業 田辺市鮎川小川　地内 阿和建設工業株式会社 96,606,000     87,102,978                                   87,214,320     19 一般競争入札（総合評価）
20190306 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第１２号 吉原地区県土防災対策治山工事 有田郡有田川町吉原女夫石　地内 横貫組有限会社 23,644,440     21,438,205                                   21,446,640     10 一般競争入札
20190306 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　災害関連　第２号－１ 災害関連緊急治山事業設計業務 有田郡有田川町上湯川前番　地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 5,473,440      4,195,572                                    4,341,600      4 一般競争入札
20190306 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　災害関連　第２号－２ 災害関連緊急治山事業調査業務 有田郡有田川町上湯川前番　地内 株式会社タニガキ建工 6,099,840      4,940,456                                    4,943,160      7 一般競争入札
20190219 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第８号－２ 川辺町周辺地区整備その２工事 日高郡日高川町江川地内及び日高郡印南町印南原地内 紀南電設株式会社 6,148,440      5,564,151                                    5,651,640      5 一般競争入札
20190212 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１１号－２ 復旧治山事業設計業務 田辺市上芳養関谷　地内 アジア航測株式会社和歌山営業所 6,642,000      5,371,097                                    6,156,000      2 一般競争入札
20190212 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第８号－１ 予防治山事業設計業務 田辺市龍神村湯ノ又古宮　地内 小原測量 3,189,240      2,460,870                                    3,034,800      3 一般競争入札
20190205 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第９号－５４ 晩稲熊岡地区地すべり調査解析その３業務 日高郡みなべ町晩稲、熊岡地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 4,071,600      3,250,368                                    3,261,600      5 一般競争入札
20190129 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　災害関連　第１号－１ 災害関連緊急治山事業設計業務 伊都郡かつらぎ町大字 花園梁瀬 字 丈ノ尾　地内 株式会社ＵＲＡ 4,045,680      3,243,893                                    3,316,680      4 一般競争入札
20190129 東牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　計画調査　第１号－１ 小匠ダム調整樋門補修工事 東牟婁郡那智勝浦町小匠地内 三洋建設株式会社 3,996,000      3,542,241                                    3,996,000      1 一般競争入札
20190129 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　緑花センタ　第１号－２ 和歌山県植物公園緑花センター施設修繕工事 岩出市東坂本外　地内 有限会社増尾建設 8,406,720      7,506,626                                    7,992,000      2 一般競争入札
20190122 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　調査管理　第６号－１ 西牟婁地区海岸保全付帯工事 田辺市新庄町外　地先 有限会社岡本工業 995,760         895,039                                       929,175         2 一般競争入札
20190110 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第１３号－５１ 地すべり防止施設等長寿命化計画策定業務 伊都郡かつらぎ町西渋田外地内 株式会社ＵＲＡ 7,462,800      5,952,299                                    7,452,000      1 一般競争入札
20190110 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　緑花センタ　第１号－１ 和歌山県植物公園緑花センター施設修繕工事 岩出市東坂本外　地内 株式会社藤平組 2,343,600      2,140,447                                    2,155,680      3 一般競争入札
20181226 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第２２号 県土防災対策治山事業 伊都郡高野町大字湯川字高野谷　地内 有限会社九十九建設 4,860,000      4,325,226                                    4,335,621      2 一般競争入札
20181218 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第３号 県土防災対策治山事業 日高郡日高川町大字熊野川字芋野　地内 スギタニ 1,938,600      1,705,857                                    1,765,800      1 一般競争入札
20181218 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１８号 県土防災対策治山事業 海南市下津町下津字沖山　地内 株式会社伴昌建設 1,680,480      1,501,472                                    1,617,819      1 一般競争入札
20181218 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第２号 県土防災対策治山事業 日高郡日高川町大字初湯川字坂本　地内 スギタニ 2,196,720      1,916,597                                    1,998,000      1 一般競争入札
20181218 東牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　自環交　第１号－１ 太地園地　神の浦防護柵改修工事 東牟婁郡太地町太地外　地内 井上工務店 10,179,000     9,139,481                                    9,140,040      25 一般競争入札
20181217 農林水産政策局 農業農村整備課 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため調　第２号－２ 和歌山５期地区農業用ため池耐震性照査その２業務 紀の川市西三谷外地内 パシフィックコンサルタンツ株式会社和歌山事務所 10,584,000     8,176,571                                    8,456,400      5 一般競争入札
20181212 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第１号－２ 有田・有田川２期地区　水管理施設製作その２工事 有田市糸我町中番外地内 紀南電設株式会社 93,139,200     86,550,067                                   88,479,000     2 一般競争入札（総合評価）
20181211 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第２３号 県土防災対策治山事業 伊都郡かつらぎ町大字中飯降字花谷山　地内 有限会社太和保安建設 541,080         489,500                                       490,543         3 一般競争入札
20181210 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第５号 県土防災対策治山事業 田辺市秋津川犬飼　地内 サンワ建設 2,637,360      2,336,765                                    2,624,400      2 一般競争入札
20181210 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第６号 県土防災対策治山事業 田辺市鮎川愛賀合　地内 株式会社深瀬組 14,225,760     12,674,627                                   12,708,360     10 一般競争入札
20181210 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　護摩壇山　第１号 護摩壇山森林公園整備事業 田辺市　龍神村龍神　五百原　地内 株式会社伊藤組 3,406,320      3,022,664                                    3,024,000      12 一般競争入札
20181205 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　調査管理　第４号－１ 地の島海岸保全区域フラップゲート設置工事 有田市初島町浜地先 平和産業株式会社 3,383,640      3,086,831                                    3,380,400      2 一般競争入札
20181204 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　うめ研　第１号－１ ウメ新品種育成管理施設整備工事 日高郡みなべ町東本庄地内 株式会社冨士商會 21,735,000     20,159,986                                   21,708,000     3 一般競争入札
20181204 農林水産政策局 農業農村整備課 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため調　第４号－１ 国営附帯県営農地防災事業丸栖地区事業計画書作成業務 紀の川市貴志川町丸栖地内 キタイ設計株式会社和歌山事務所 8,460,720      6,853,548                                    7,560,000      4 一般競争入札
20181128 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第１号－１ 有田・有田川２期地区　水管理施設製作据付その１工事 有田郡有田川町上中島外地内 株式会社松根組 7,288,920      6,830,956                                    7,034,040      2 一般競争入札
20181127 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第６号－５１ 紀伊平野2期地区　機能保全計画策定業務 橋本市恋野地内 日本工営株式会社和歌山営業所 3,585,600      2,894,208                                    3,348,000      1 一般競争入札
20181127 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　補正・県防　第１号 県土防災対策治山事業 日高郡みなべ町東岩代　外　地内 株式会社戸田電機工業所 1,986,120      1,799,960                                    1,976,400      7 一般競争入札
20181121 水産局 水産振興課 水産局 水産振興課 平成３０年度　水産環境　第１号－１ 梶取埼工区水産環境整備工事 東牟婁郡太地町梶取埼沖合 三洋建設株式会社 231,314,400   212,253,699                                 225,021,240   3 一般競争入札（総合評価）
20181120 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第４号－５１ 貴志川地区　機能保全計画策定業務 紀の川市貴志川町井ノ口外　地内 日本工営株式会社和歌山営業所 6,847,200      5,608,405                                    6,156,000      3 一般競争入札
20181120 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１０号－３ 復旧治山事業 日高郡みなべ町清川　字　向宇路住　地内 北村建設株式会社 61,553,520     55,177,001                                   55,263,600     20 一般競争入札（総合評価）
20181113 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第７号－１ 若野２期地区整備その１工事 日高郡日高川町若野地内外 株式会社森岡組 5,412,960      4,740,157                                    4,746,600      27 一般競争入札
20181106 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　農試　第１号－１ 農業試験場場内用水路改修（その１）工事 紀の川市貴志川町高尾地内 株式会社Ｋ’ｓロード 3,632,040      3,212,508                                    3,269,160      3 一般競争入札
20181106 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成２９年度　国債・復旧　第１号－１ 復旧治山事業 日高郡みなべ町島之瀬　字　下垣内　地内 林緑地建設 15,196,680     13,601,950                                   13,614,480     17 一般競争入札
20181105 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　中山間防　第１号－３ 市ノ瀬地区  工事用道路付帯工事 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 株式会社菅原工務店 6,288,840      5,648,775                                    5,663,520      13 一般競争入札
20181031 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第６号 二川地区復旧治山工事 有田郡有田川町二川三瀬川谷北　地内 寺前工務店 12,390,840     11,018,727                                   11,033,280     13 一般競争入札
20181031 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５２号－２ 北谷池地区　ため池改修付帯工事 有田郡湯浅町山田地内 有限会社西山工業 11,026,800     9,885,244                                    9,889,560      18 一般競争入札
20181029 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第２１号 県土防災対策治山事業 田辺市上芳養関谷　地内 井谷建設 6,368,760      5,649,994                                    5,662,440      13 一般競争入札
20181029 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１４号－１ 県土防災対策治山事業調査業務 田辺市龍神村小家才ノ谷　地内 アジア航測株式会社和歌山営業所 4,189,320      3,231,324                                    3,888,000      1 一般競争入札
20181029 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　水源再生　第１号－２ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 松本建設 32,356,800     29,047,140                                   29,157,840     7 一般競争入札
20181024 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５２号－５２ 北谷池地区土質調査業務 有田郡湯浅町山田地内 株式会社近代技研 712,800         569,824                                       570,348         6 一般競争入札
20181023 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　中山間　第４号－１ 下丹生谷地区　ほ場整備（その７）工事 紀の川市下丹生谷地内 有限会社木村建設 50,481,360     45,548,051                                   45,738,000     21 一般競争入札（総合評価）
20181019 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第４号－３ 中田地区　９号集水井工事 海草郡紀美野町中田地内 川口建設株式会社 16,702,200     15,075,896                                   15,164,280     6 一般競争入札
20181016 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　調査管理　第３号－１ 九重地区　１号承水路兼用道路改修工事 橋本市高野口町九重地内 株式会社イヌイエコシステム 2,849,040      2,530,067                                    2,532,384      7 一般競争入札
20181016 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　整促　第８号－１ 和歌山2期地区緊急遮断弁整備その３工事 日高郡みなべ町東岩代、東本庄　地内 有限会社吹石重機 47,446,560     43,243,795                                   43,718,400     6 一般競争入札（総合評価）
20181012 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第４号－２ 復旧治山事業 海南市下津町引尾字夏切　地内 桐浴建設 24,684,480     22,410,315                                   24,300,000     1 一般競争入札
20181010 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第３０号－１ 住持池改修（その６）工事 岩出市根来地内 株式会社原組 93,511,800     84,878,082                                   84,942,000     22 一般競争入札（総合評価）
20181010 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　地すべり　第１号－３ 地すべり防止事業 東牟婁郡那智勝浦町大字 那智山 字 南谷　外　地内 株式会社伊藤組 64,627,200     59,258,122                                   64,584,000     1 一般競争入札（総合評価）
20181010 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第７号－３ 復旧治山事業設計業務 有田郡有田川町板尾木地屋　地内 アジア航測株式会社和歌山営業所 3,709,800      3,032,806                                    3,153,600      2 一般競争入札
20181010 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第７号－２ 復旧治山事業測量業務 有田郡有田川町板尾木地屋　地内 有限会社清水測量 1,793,880      1,329,294                                    1,614,060      7 一般競争入札
20181009 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　調査管理　第１号－２ 海草地区　維持管理工事 海南市下津町小原外地内 有限会社ミナミ 1,486,080      1,306,065                                    1,485,000      1 一般競争入札
20181009 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第３５号－１ 別院歩路池改修その３工事 海南市別院地内 桐浴建設 5,603,040      4,901,852                                    5,319,000      2 一般競争入札
20181009 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第１号－２ 予防治山事業 海南市下津町鰈川字樫木谷　地内 桐浴建設 26,857,440     24,062,545                                   24,980,400     1 一般競争入札
20181002 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第５号－５１ 小田井地区　機能保全計画策定業務 伊都郡かつらぎ町、紀の川市、岩出市　地内 日本工営株式会社和歌山営業所 13,240,800     10,676,855                                   10,853,244     2 一般競争入札（総合評価）
20181002 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第１２号－５１ 鉢巻地区幹線水路更新事業計画書作成業務 日高郡日高町小中地内 株式会社近代技研 7,959,600      6,448,549                                    7,959,600      2 一般競争入札
20181002 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　緑花センタ　第２号 和歌山県植物公園緑花センターブロック塀修繕工事 岩出市根来東坂本　地内 康建設 1,235,520      1,101,025                                    1,230,120      1 一般競争入札
20180927 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１号－２ 復旧治山事業 海南市東畑字沖ノ琴地内 井岡組 22,727,520     20,600,446                                   22,727,520     3 一般競争入札
20180926 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５６号－５１ 堅田大池地区　ため池改修設計業務 西牟婁郡白浜町堅田地内 株式会社データ技研 6,318,000      5,129,470                                    5,150,757      5 一般競争入札
20180926 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　中山間防　第１号－５１ 市ノ瀬地区　観音上池・観音下池設計業務 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 8,488,800      6,937,495                                    8,488,800      4 一般競争入札
20180926 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第２号－５５ 上野東地区　地すべり対策工検討業務 田辺市上野地内 株式会社修成建設コンサルタント和歌山事務所 4,806,000      3,711,660                                    3,781,080      5 一般競争入札
20180919 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第１号－１ 永谷３期地区　Ｂ・Ｃブロック集水ボーリング工事 海草郡紀美野町永谷地内 紀東工営株式会社 33,538,320     30,102,532                                   30,655,260     3 一般競争入札（総合評価）
20180919 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５０号－１ 奥の池下改修（その１）工事 紀の川市貴志川町丸栖地内 株式会社延希工業 28,412,640     26,176,245                                   26,427,600     5 一般競争入札
20180919 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第４２号－１ 樫河池改修その1工事 海草郡紀美野町動木地内 株式会社畑中産業 83,128,680     75,921,423                                   76,497,480     4 一般競争入札（総合評価）
20180919 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第７号－５１ 若野２期地区実施設計その１業務 日高郡日高川町若野地内 内外エンジニアリング株式会社和歌山営業所 16,718,400     13,286,572                                   16,200,000     1 一般競争入札（総合評価）
20180919 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第７号－５２ 若野２期地区実施設計その２業務 御坊市湯川町小松原及び日高郡日高川町若野地内外 株式会社初山 5,259,600      4,192,114                                    5,184,000      5 一般競争入札
20180919 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第８号－５１ 川辺町周辺地区実施設計その１業務 日高郡日高川町和佐地内 株式会社キミコン和歌山営業所 12,344,400     9,880,030                                    11,772,000     1 一般競争入札（総合評価）
20180919 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第４９号－１ 中の池改修（その１）工事 紀の川市桃山町最上地内 岡本建設 29,867,400     26,733,805                                   26,768,880     10 一般競争入札
20180919 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第４号－２ 中田地区　７号・８号集水井工事 海草郡紀美野町中田地内 株式会社河田有紀地質 34,481,160     31,569,251                                   31,584,816     2 一般競争入札（総合評価）
20180919 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第８号－３ 復旧治山事業 日高郡日高川町大字　上初湯川　字　鉢　地内 有限会社大幸 27,983,880     25,306,611                                   25,334,532     25 一般競争入札
20180919 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１４号－２ 復旧治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字那智山字南谷外　地内 木原造林株式会社 39,476,160     35,147,558                                   35,810,640     15 一般競争入札（総合評価）
20180919 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５２号－１ 北谷池地区　ため池改修（その１）工事 有田郡湯浅町吉川地内 有田建設 31,917,240     28,589,552                                   28,636,200     12 一般競争入札
20180919 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　基水　第７号－５２ 名田２期地区送水施設実施設計その５業務 御坊市塩屋町北塩屋地内 株式会社三紀屋測量 1,533,600      1,195,584                                    1,512,000      5 一般競争入札
20180919 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第２号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字　高津尾　字　伊左ノ川　地内 新田組 22,354,920     19,702,512                                   19,807,740     27 一般競争入札
20180918 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６２号－１３ 内池地区　測量業務 和歌山市上野地内 株式会社ＮＡＣ総建 1,663,200      1,292,882                                    1,297,188      11 一般競争入札
20180918 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第３号－１ 方地区　機能保全計画策定業務 海南市下津町方地内 株式会社ウエスコ和歌山営業所 2,343,600      1,877,590                                    1,933,200      3 一般競争入札
20180918 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第２号－１ 六箇井地区　機能保全計画策定業務 和歌山市田屋外地内 日本工営株式会社和歌山営業所 4,946,400      3,937,767                                    4,002,804      4 一般競争入札
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20180911 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６１号－１ 庵の谷池地区改修工事 日高郡日高川町松瀬地内 株式会社坂本組 32,569,560     29,682,790                                   31,158,000     4 一般競争入札（総合評価）
20180911 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第３２号－１ 丸尾池地区　丸尾池改修付帯工事 橋本市御幸辻外　地内 紀ノ川商事株式会社 2,941,920      2,603,433                                    2,630,811      7 一般競争入札
20180911 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　緊急予防　第１号－２ 緊急予防治山事業 田辺市本宮町渡瀬大平立道下モ　地内 株式会社吉本組 39,121,920     35,086,318                                   35,142,120     24 一般競争入札（総合評価）
20180911 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５９号－１ 桜池改修（その1）工事 紀の川市桃山町調月地内 株式会社ワイエー 22,284,720     20,390,910                                   20,530,800     6 一般競争入札
20180911 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第９号－５１ 日高川地区　機能診断その１業務 御坊市藤田町藤井地内及び日高郡日高川町若野地内外 株式会社初山 3,391,200      2,654,927                                    3,218,400      4 一般競争入札
20180911 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第１０号－５１ 日高川地区　機能診断その２業務 御坊市野口地内及び日高郡日高川町小熊地内外 株式会社マエモト 3,672,000      2,965,074                                    3,488,400      4 一般競争入札
20180911 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第１１号－５１ 日高川地区　機能診断その３業務 御坊市湯川町小松原地内外 有限会社ヤマニシ 3,747,600      2,899,735                                    3,560,220      4 一般競争入札
20180911 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第９号－５２ 日高川地区　機能保全計画策定業務 御坊市湯川町小松原地内及び日高郡日高川町若野地内外 株式会社初山 9,223,200      7,351,846                                    9,212,400      2 一般競争入札
20180911 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　基水　第７号－５ 名田２期地区送水施設更新その９工事 御坊市塩屋町北塩屋地内 株式会社玉井組 50,383,080     46,086,072                                   46,092,240     7 一般競争入札（総合評価）
20180911 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　基水　第７号－５１ 名田２期地区送水施設実施設計その４業務 御坊市熊野、御坊市塩屋町北塩屋地内 有限会社成和測量設計事務所 4,989,600      3,885,254                                    4,914,000      2 一般競争入札
20180910 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６２号－１２ 内池地区　設計業務 和歌山市上野地内 和建技術株式会社 4,870,800      3,833,870                                    3,861,972      8 一般競争入札
20180910 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１３号 復旧治山事業 西牟婁郡白浜町大猪ノ谷山　地内 池田建設 31,440,960     28,220,575                                   28,273,320     12 一般競争入札
20180910 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第５号－２ 予防治山事業 田辺市本宮町下湯川道光　地内 株式会社松本組 19,582,560     17,269,235                                   17,276,760     33 一般競争入札
20180905 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成２９年度　補正・復旧　第２号－３ 復旧治山事業設計業務 有田郡有田川町押手上横谷　地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 9,175,680      7,479,669                                    7,506,000      3 一般競争入札
20180905 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６４号－５２ 橙谷池地区　ため池改修地質調査業務 有田郡有田川町奥地内 株式会社データ技研 3,693,600      2,891,922                                    2,916,475      11 一般競争入札
20180904 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１７号 県土防災対策治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字下和田字於捨山　地内 三浦組 2,202,120      1,927,767                                    1,938,600      22 一般競争入札
20180904 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第２号－６ 上野東地区　A-7・A-8・A-9集水ボーリング工事 田辺市上野地内 株式会社伊藤組 39,013,920     35,226,236                                   35,791,200     6 一般競争入札（総合評価）
20180829 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　県債　ため池等　第３３号－２ 白倉池地区堤体改修その２工事 日高郡由良町中地内 株式会社中村建設 150,467,760   137,694,803                                 142,344,000   3 一般競争入札（総合評価）
20180828 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　うめ研　第１号－５２ ウメ新品種育成管理施設整備実施設計業務 日高郡みなべ町東本庄地内 株式会社三紀屋測量 1,382,400      1,071,074                                    1,099,440      5 一般競争入札
20180828 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　中山間　第６号－５２ 尼寺地区　ほ場整備設計業務 紀の川市貴志川町尼寺地内 キタイ設計株式会社和歌山事務所 18,986,400     15,399,142                                   18,684,000     1 一般競争入札（総合評価）
20180827 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５７号－１ 重根新池改修その１工事 海南市重根地内 株式会社共栄建設 42,073,560     38,614,096                                   41,231,160     3 一般競争入札（総合評価）
20180827 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第２号－５３ 上野東地区　排水路設計その２業務 田辺市上野地内 株式会社マエモト 4,546,800      3,510,545                                    3,628,133      3 一般競争入札
20180827 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第２号－５４ 上野東地区　排水路測量その２業務 田辺市上野地内 株式会社日進コンサルタント 4,212,000      3,278,445                                    3,285,489      18 一般競争入札
20180827 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第４６号－３ 東池付帯その2工事 和歌山市相坂・松原地内 株式会社森上土木 28,965,600     25,830,821                                   25,935,012     25 一般競争入札
20180827 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６２号－１１ 内池地区　地質調査業務 和歌山市上野地内 株式会社キワコンサルタント 2,149,200      1,652,608                                    1,667,349      8 一般競争入札
20180827 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第４８号－１ 木津上吉谷池改修その１工事 海南市木津地内 奈和建設株式会社 72,342,720     66,508,198                                   67,081,608     8 一般競争入札（総合評価）
20180827 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　整促　第３号－１ 和歌山２期地区南紀用水工区緊急遮断弁整備その５工事 田辺市稲成町地内 池田建設 9,421,920      8,423,965                                    8,429,064      11 一般競争入札
20180822 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第７号 板尾地区復旧治山工事 有田郡有田川町板尾木地屋　地内 株式会社紀州コーポレーション 44,978,760     41,142,359                                   41,156,640     11 一般競争入札（総合評価）
20180821 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　基水　第７号－４ 名田２期地区送水施設更新その８工事 御坊市塩屋町北塩屋地内 株式会社小林建設 43,534,800     39,769,310                                   39,855,240     8 一般競争入札（総合評価）
20180808 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　地すべり　第６号－５０ 畦田２期地区　地すべり観測業務 有田郡有田川町瀬井地内 株式会社イーホッシュ 3,240,000      2,613,167                                    2,631,960      16 一般競争入札
20180808 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成２９年度　補正・復旧　第２号－２ 復旧治山事業調査業務 有田郡有田川町押手上横谷　地内 株式会社西浦組 2,504,520      1,989,643                                    1,991,844      8 一般競争入札
20180808 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６４号－５１ 橙谷池地区　ため池改修実施設計業務 有田郡有田川町奥地内 株式会社近代技研 5,551,200      4,416,120                                    4,422,708      6 一般競争入札
20180808 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６４号－５３ 橙谷池地区　ため池改修測量業務 有田郡有田川町奥地内 梶野測量設計 1,771,200      1,363,070                                    1,593,000      7 一般競争入札
20180807 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第４３号－４ 才野地区　硲中池改修工事 西牟婁郡白浜町才野地内 株式会社タイリュウ建設 49,811,760     44,988,125                                   45,513,360     11 一般競争入札（総合評価）
20180807 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第４４号－２ 硲裏池地区　ため池改修その２工事 西牟婁郡白浜町才野地内 有限会社建設タナカ 46,330,920     42,237,263                                   42,357,600     15 一般競争入札（総合評価）
20180807 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第３号－２ 復旧治山事業 橋本市山田字猪谷山　地内 株式会社静川建設 14,068,080     12,742,576                                   12,804,480     12 一般競争入札
20180807 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第６号 予防治山事業 新宮市熊野川町田長字瀬戸山地内 株式会社川合組 45,851,400     41,539,802                                   41,807,880     25 一般競争入札（総合評価）
20180806 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１３号 県土防災対策治山事業 田辺市中三栖宇井代　地内 有限会社成和工業 2,169,720      1,950,985                                    1,951,560      35 一般競争入札
20180806 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１４号－３ 県土防災対策治山事業測量業務 田辺市龍神村小家才ノ谷　地内 有限会社熊野測量設計事務所 1,286,280      942,957                                       952,824         2 一般競争入札
20180806 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１６号－３ 県土防災対策治山事業測量業務 田辺市中辺路町野中裏地　地内 有限会社熊野測量設計事務所 1,248,480      953,908                                       960,513         2 一般競争入札
20180806 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１６号－２ 県土防災対策治山事業調査業務 田辺市中辺路町野中裏地　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 3,444,120      2,766,805                                    2,770,200      4 一般競争入札
20180806 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１５号 県土防災対策治山事業調査業務 田辺市龍神村龍神五百原　地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 4,411,800      3,554,242                                    3,574,800      4 一般競争入札
20180801 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成２９年度　補正・水再　第１号－２ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 株式会社中垣組 56,212,920     50,906,564                                   51,032,160     27 一般競争入札（総合評価）
20180801 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１２号－２ 復旧治山事業 田辺市深谷黒石　外　地内 株式会社那須建設 46,284,480     42,519,336                                   42,545,520     30 一般競争入札（総合評価）
20180801 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第９号－２ 復旧治山事業 田辺市龍神村安井上村　地内 阿和建設工業株式会社 62,287,920     56,163,279                                   56,379,240     27 一般競争入札（総合評価）
20180731 東牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第４５号－１ 東谷池改修工事 東牟婁郡串本町神野川地内 株式会社関本工務店 60,367,680     54,910,565                                   55,512,000     9 一般競争入札（総合評価）
20180731 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第２号 復旧治山事業 紀の川市中畑神子平　地内 株式会社延希工業 20,286,720     18,135,939                                   18,198,000     6 一般競争入札
20180730 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　中山間防　第１号－４ 市ノ瀬地区  寺池・堂ノ谷池改修工事 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 池田建設 25,092,720     22,852,044                                   22,877,640     10 一般競争入札
20180730 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　中山間防　第１号－２ 市ノ瀬地区　大谷池付帯工事 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 手嶋建設株式会社 8,176,680      7,348,983                                    7,350,480      27 一般競争入札
20180730 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第９号－１ 復旧治山事業調査業務 田辺市龍神村安井上村　地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 3,192,480      2,474,029                                    2,529,360      2 一般競争入札
20180730 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１１号－１ 復旧治山事業調査業務 田辺市上芳養関谷　地内 和建技術株式会社 3,843,720      2,944,032                                    2,953,044      12 一般競争入札
20180725 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第６号 県土防災対策治山事業 新宮市熊野川町九重字和田地内 中央建設株式会社 15,903,000     14,335,619                                   14,347,800     29 一般競争入札
20180725 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５２号－５１ 北谷池地区　事業損失調査業務 有田郡湯浅町吉川地内 株式会社ＮＩＳＳＯ大阪支店 6,177,600      4,878,387                                    4,880,476      21 一般競争入札
20180724 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　うめ研　第１号－５１ ウメ新品種育成管理施設整備実施測量業務 日高郡みなべ町東本庄地内 株式会社赤坂測量設計 1,155,600      875,046                                       877,988         15 一般競争入札
20180724 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１１号 県土防災対策治山事業 紀の川市桃山町最上字田鶴木　地内 株式会社河井組 12,561,480     11,199,656                                   11,316,240     4 一般競争入札
20180724 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６３号－５２ 登り尾池地区　実施設計業務 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 5,108,400      4,132,556                                    4,158,000      8 一般競争入札
20180724 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６３号－５３ 登り尾池地区　測量業務 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 合同会社ワキタ 2,332,800      1,737,968                                    1,760,185      19 一般競争入札
20180724 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第６３号－５１ 登り尾池地区　土質調査業務 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 有限会社熊野路測量設計 2,062,800      1,601,930                                    1,630,800      19 一般競争入札
20180724 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　県推　第４号－１１ 別院・野尻地区　ほ場整備調査計画業務 海南市別院・野尻地内 株式会社ウエスコ和歌山営業所 2,678,400      2,188,458                                    2,278,800      3 一般競争入札
20180718 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第５号 復旧治山事業 伊都郡かつらぎ町大字花園北寺字高野谷　地内 有限会社松井土木 19,825,560     18,017,331                                   18,025,092     15 一般競争入札
20180711 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第９号 宇井苔地区県土防災対策治山工事 有田郡有田川町宇井苔林　地内 平林組 14,823,000     13,183,856                                   13,246,092     10 一般競争入札
20180711 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　整促　第７号－３ 若野１期地区　若野頭首工施設更新その３工事 日高郡日高川町和佐地内 三洋建設株式会社 179,950,680   160,621,828                                 178,200,000   3 一般競争入札（総合評価）
20180710 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　中山間　第４号－５１ 下丹生谷地区　排水路設計業務 紀の川市下丹生谷地内 株式会社キワコンサルタント 2,214,000      1,719,906                                    1,734,447      13 一般競争入札
20180710 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第８号－５ 吉原田原地区　承水路兼用道路その１工事 橋本市吉原地内 岡橋建設 13,498,920     12,332,142                                   12,350,556     12 一般競争入札
20180710 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１２号 県土防災対策治山事業 日高郡印南町大字　島田　字　浪際　地内 ニシザキ組 2,774,520      2,501,687                                    2,503,785      11 一般競争入札
20180710 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第８号－１ 川辺町周辺地区整備その１工事 日高郡日高川町和佐地内 株式会社冨士商會 2,907,360      2,627,450                                    2,689,200      2 一般競争入札
20180710 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５１号－５２ 大池（山）地区　ため池改修設計業務 岩出市山地内 株式会社阪和建設コンサルタント 8,542,800      6,873,239                                    8,532,000      10 一般競争入札
20180710 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５１号－５１ 大池（山）地区　ため池改修測量業務 岩出市山地内 西康建設有限会社 2,548,800      1,917,492                                    1,951,560      17 一般競争入札
20180710 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　中山間　第６号－５１ 尼寺地区　ほ場整備測量業務 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社イーホッシュ 10,573,200     8,104,437                                    8,138,880      37 一般競争入札
20180709 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第４７号－１ 別院奥観音池進入路整備工事 海南市別院地内 光紀建設 19,465,920     17,845,674                                   19,440,000     7 一般競争入札
20180703 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　県推　第７号－１ 小浦地区事業計画書作成業務 日高郡日高町小浦地内 アジア航測株式会社和歌山営業所 7,214,400      5,602,528                                    5,775,840      4 一般競争入札
20180703 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第５５号－５３ 大池（三百瀬）地区実施設計業務 日高郡日高川町三百瀬地内 株式会社データ技研 7,570,800      6,162,394                                    6,185,376      12 一般競争入札
20180703 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第５５号－５２ 大池（三百瀬）地区測量業務 日高郡日高川町三百瀬地内 株式会社三紀屋測量 2,181,600      1,615,516                                    1,627,665      15 一般競争入札
20180702 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第５号－１ 県土防災対策治山事業調査業務 新宮市熊野川町日足字萬歳外　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 6,633,360      5,383,542                                    5,540,400      3 一般競争入札
20180627 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　高度化　第１号－５１ 有田・有田川２期地区水管理施設実施設計その３業務 有田郡有田川町田口地内 株式会社キミコン和歌山営業所 3,952,800      3,077,456                                    3,162,132      4 一般競争入札
20180626 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第８号－４ 吉原田原地区　管理用道路その３工事 橋本市吉原地内 株式会社阪田組 20,183,040     18,544,637                                   18,870,840     19 一般競争入札
20180625 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第７号 県土防災対策治山事業 東牟婁郡古座川町月野瀬字　露尻　地内 森組 2,841,480      2,569,239                                    2,808,000      2 一般競争入札
20180625 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第４号 予防治山事業 西牟婁郡白浜町内ノ川総屋　地内 川口建設株式会社 31,921,560     29,302,031                                   29,307,960     42 一般競争入札
20180625 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第３号 予防治山事業 田辺市龍神村龍神金丈　地内 株式会社三栖組 25,591,680     22,757,355                                   22,804,632     35 一般競争入札
20180619 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第８号－３ 吉原田原地区　水抜きボーリング（B－８ブロック）工事 橋本市吉原地内 株式会社タニガキ建工 10,949,040     9,722,049                                    9,749,160      12 一般競争入札
20180619 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第８号 県土防災対策治山事業 日高郡みなべ町清川字　栩又　地内 株式会社戸田電機工業所 1,571,400      1,377,535                                    1,544,400      2 一般競争入札
20180619 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　減災対策　第１号 山地災害総合減災対策治山事業 伊都郡かつらぎ町大字花園中南字谷ノ瀬　地内 株式会社天野組 56,741,040     51,982,383                                   52,218,000     13 一般競争入札（総合評価）
20180619 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第５３号－５２ 小谷上池地区実施設計業務 日高郡日高町産湯地内 株式会社近畿コンサルタント 7,095,600      5,483,867                                    5,500,872      14 一般競争入札
20180619 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第５３号－５３ 小谷上池地区測量業務 日高郡日高町産湯地内 有限会社成和測量設計事務所 1,890,000      1,402,209                                    1,423,105      14 一般競争入札
20180619 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５３号－５２ 小谷上池地区土質調査業務 日高郡日高町産湯地内 株式会社オーシーティー 1,825,200      1,433,073                                    1,451,088      23 一般競争入札
20180619 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第５４号－５３ 上の谷池地区実施設計業務 日高郡みなべ町晩稲地内 株式会社中山綜合コンサルタント 7,171,200      5,786,660                                    5,793,444      13 一般競争入札
20180619 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第５４号－５２ 上の谷池地区測量業務 日高郡みなべ町晩稲地内 株式会社アセック 2,527,200      1,969,677                                    1,971,000      14 一般競争入札
20180619 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成３０年度　ため池等　第５４号－５２ 上の谷池地区土質調査業務 日高郡みなべ町晩稲地内 株式会社近代技研 1,976,400      1,603,946                                    1,738,800      25 一般競争入札
20180619 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　ため池等　第３３号－１ 白倉池地区堤体改修その1工事 日高郡由良町中地内 株式会社梶工務店 39,866,040     36,485,818                                   36,539,640     17 一般競争入札（総合評価）
20180613 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成２９年度　補正・復旧　第１号－３ 上湯川地区復旧治山工事 有田郡有田川町上湯川弓ヲロシ　地内 辻井組 102,633,480   92,676,073                                   92,718,000     11 一般競争入札（総合評価）
20180612 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第１０号 県土防災対策治山事業 海草郡紀美野町蓑津呂字　大平　地内 井岡組 8,664,840      7,765,701                                    7,776,000      2 一般競争入札
20180612 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第８号－１ 復旧治山事業　設計業務 日高郡日高川町大字　上初湯川　字　鉢　地内 株式会社三紀屋測量 1,521,720      1,177,623                                    1,501,200      6 一般競争入札
20180612 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１０号－１ 復旧治山事業　設計業務 日高郡みなべ町清川字　向宇路住　地内 株式会社日進コンサルタント 2,271,240      1,804,096                                    2,235,600      7 一般競争入札
20180612 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第８号－２ 復旧治山事業　測量業務 日高郡日高川町大字　上初湯川　字　鉢　地内 阪本測量 1,049,760      787,822                                       789,321         12 一般競争入札
20180612 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１０号－２ 復旧治山事業　測量業務 日高郡みなべ町清川字　向宇路住　地内 有限会社稲垣 935,280         697,174                                       702,869         13 一般競争入札
20180612 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第２号－１ 予防治山事業　設計業務 日高郡日高川町大字　高津尾　字　伊左ノ川　地内 有限会社成和測量設計事務所 1,521,720      1,216,590                                    1,479,600      5 一般競争入札
20180612 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第２号－２ 予防治山事業　測量業務 日高郡日高川町大字　高津尾　字　伊左ノ川　地内 株式会社マエモト 557,280         430,228                                       540,000         12 一般競争入札
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20180611 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第５号－２ 県土防災対策治山事業調査業務 新宮市熊野川町日足字萬歳外　地内 アジア航測株式会社和歌山営業所 3,225,960      2,583,392                                    2,588,112      6 一般競争入札
20180611 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成２９年度　国債・地すべり　第１号－２ 地すべり防止事業調査業務 新宮市熊野川町宮井字奥谷外　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 9,697,320      8,099,784                                    8,257,680      4 一般競争入札
20180611 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成２９年度　国債・地すべり　第１号－３ 地すべり防止事業調査業務 新宮市熊野川町宮井字奥谷外　地内 株式会社ダイヤコンサルタント和歌山事務所 3,607,200      2,804,615                                    2,879,280      5 一般競争入札
20180611 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１４号－１ 復旧治山事業設計業務 東牟婁郡那智勝浦町大字 那智山 字 南谷　外　地内 有限会社吉野測量設計事務所 4,217,400      3,273,347                                    3,877,200      3 一般競争入札
20180611 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第７号－１ 予防治山事業調査業務 新宮市熊野川町相須字　西ノ谷　外　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 8,721,000      6,848,375                                    7,024,320      3 一般競争入札
20180606 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　中山間　第４号－５ 下丹生谷地区　ほ場整備（その６）工事 紀の川市下丹生谷地内 株式会社山東組 44,364,240     39,992,216                                   40,273,200     31 一般競争入札（総合評価）
20180606 日高振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第９号－２ 晩稲熊岡地区地すべり対策その９工事 日高郡みなべ町熊岡地内 株式会社池田土木 39,202,920     36,057,273                                   36,110,880     12 一般競争入札（総合評価）
20180531 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第４号－１ 復旧治山事業　設計業務 海南市下津町引尾字　夏切　地内 株式会社近畿コンサルタント 1,857,600      1,421,605                                    1,485,000      7 一般競争入札
20180531 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第１号－１ 復旧治山事業　設計業務 海南市東畑字　沖ノ琴　地内 有限会社尾崎測量設計 3,073,680      2,344,998                                    2,431,080      8 一般競争入札
20180531 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第１号－１ 予防治山事業　設計業務 海南市下津町鰈川字　樫木谷　地内 有限会社清水測量 2,870,640      2,255,222                                    2,266,920      8 一般競争入札
20180528 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第７号－１ 永谷2期地区　1号排水路整備工事 海草郡紀美野町永谷地内 有限会社中家管工業 9,725,400      8,748,257                                    8,784,720      4 一般競争入札
20180528 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第７号－２ 永谷２期地区　３号排水路整備工事 海草郡紀美野町永谷地内 井岡組 6,032,880      5,380,540                                    5,471,280      3 一般競争入札
20180528 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第７号－１３ 永谷２期地区　地すべり調査観測その８業務 海草郡紀美野町永谷地内 ワコウコンサルタント株式会社 7,203,600      5,984,156                                    6,060,312      11 一般競争入札
20180528 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　地すべり　第１号－２ 地すべり防止事業調査業務 東牟婁郡那智勝浦町大字　那智山　字　南谷　外　地内 株式会社ダイヤコンサルタント和歌山事務所 3,355,560      2,637,988                                    2,667,600      3 一般競争入札
20180528 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　地すべり　第１号－１ 地すべり防止事業調査業務 東牟婁郡那智勝浦町大字　那智山　字　南谷　外　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 3,535,920      2,908,766                                    2,927,880      2 一般競争入札
20180528 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第４号－１ 中田地区　付帯工事 海草郡紀美野町中田地内 有限会社中家管工業 9,637,920      8,678,313                                    8,735,040      4 一般競争入札
20180522 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　復旧　第３号－１ 復旧治山事業設計業務 橋本市山田字猪谷山　地内 有限会社清水測量 2,273,400      1,789,128                                    1,806,840      10 一般競争入札
20180521 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　緊急予防　第１号－１ 緊急予防治山事業設計業務 田辺市本宮町渡瀬大平立道下モ　地内 株式会社果無 2,999,160      2,317,455                                    2,789,208      9 一般競争入札
20180521 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第２号 県土防災対策治山事業 海草郡紀美野町福井字　伊勢谷　地内 株式会社東峰建設 20,522,160     18,512,483                                   18,523,080     4 一般競争入札
20180521 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第２号－５２ 上野東地区　地すべり観測その３業務 田辺市上野地内 株式会社キワコンサルタント 3,801,600      3,035,160                                    3,055,726      20 一般競争入札
20180521 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　水源再生　第１号－１ 水源森林再生対策事業設計業務 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 株式会社初山 2,165,400      1,692,154                                    1,991,520      11 一般競争入札
20180521 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　予防　第５号－１ 予防治山事業設計業務 田辺市本宮町下湯川道光　地内 有限会社三和 2,878,200      2,244,015                                    2,705,400      10 一般競争入札
20180515 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　中山間　第４号－４ 下丹生谷地区　農道整備（その３）工事 紀の川市下丹生谷地内 株式会社里村建設 4,072,680      3,649,334                                    3,654,828      24 一般競争入札
20180514 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第１号－１１ 永谷３期地区　地すべり解析業務 海草郡紀美野町永谷地内 基礎地盤コンサルタンツ株式会社和歌山事務所 3,013,200      2,420,377                                    2,430,000      10 一般競争入札
20180514 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第３号 県土防災対策治山事業 田辺市上芳養関谷　地内 有限会社岡本工業 4,516,560      3,970,298                                    4,011,682      13 一般競争入札
20180514 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 平成３０年度　県防　第４号 県土防災対策治山事業 田辺市上秋津下左向　地内 糸井工業 2,087,640      1,870,174                                    1,878,120      13 一般競争入札
20180514 海草振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第４号－１１ 中田地区　地すべり解析業務 海草郡紀美野町中田地内 株式会社阪神コンサルタンツ和歌山営業所 4,374,000      3,456,850                                    3,519,720      13 一般競争入札
20180424 伊都振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第８号－２ 地すべり対策事業　吉原田原地区　水抜きボーリング（B-９ブロック）工事 橋本市吉原地内 紀東工営株式会社 17,265,960     15,504,964                                   15,573,600     11 一般競争入札
20180411 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第６号－３ 畦田２期地区　集水ボーリング（その１）工事 有田郡有田川町瀬井地内 株式会社丸山組 15,031,440     13,697,108                                   13,721,292     14 一般競争入札
20180411 有田振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第６号－４ 畦田２期地区　集水ボーリング（その２）工事 有田郡有田川町瀬井地内 紀東工営株式会社 18,622,440     16,787,962                                   16,816,572     13 一般競争入札
20180410 那賀振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　農施設災　第１号－１ 善田地区１号承水路復旧工事 紀の川市桃山町善田地内 株式会社井畑組 4,354,560      3,861,928                                    4,005,720      1 一般競争入札
20180402 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第２号－４ 上野東地区Ａ－３集水ボーリング工事 田辺市上野地内 株式会社世紀工業 23,080,680     20,581,182                                   20,732,760     13 一般競争入札
20180402 西牟婁振興局農林水産振興部 農林水産政策局 農業農村整備課 平成２９年度　地すべり　第２号－５ 上野東地区Ａ－５集水ボーリング工事 田辺市上野地内 株式会社伊藤組 20,655,000     18,601,165                                   18,672,120     13 一般競争入札
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