
平成３１年４月１日から令和２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
20200325 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 令和１年度　中山間　第６号－１ 尼寺地区ほ場整備（その２）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社川嶋工業 81,785,000     75,477,186                                        75,548,000     10 一般競争入札（総合評価）
20200324 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和２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 1,533,400      1,266,782                                         1,474,000      2 一般競争入札
20200318 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　国債・復旧　第１号 押手地区復旧治山工事 有田郡 有田川町 大字 押手 字 上横谷 地内 株式会社林造園石材 97,344,500     88,736,354                                        89,090,100     3 一般競争入札（総合評価）
20200317 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 令和１年度　中山間　第６号－５１ 尼寺地区　ほ場整備設計（その２）業務 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社ＵＲＡ 2,959,000      2,419,441                                         2,805,000      5 一般競争入札
20200316 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　水源再生　第１号－３ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原芋尻谷　地内 株式会社吉本組 21,022,100     18,544,643                                        18,997,000     2 一般競争入札
20200316 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　水源再生　第１号－７ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 向井組 11,316,800     10,076,545                                        10,095,800     4 一般競争入札
20200316 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　補正・復旧　第４号－２ 復旧治山事業設計業務 田辺市龍神村宮代大原　地内 株式会社初山 3,756,500      2,987,308                                         3,001,759      5 一般競争入札
20200316 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　補正・復旧　第４号－１ 復旧治山事業測量業務 田辺市龍神村宮代大原　地内 菅根測量株式会社 1,309,000      958,857                                            966,900         6 一般競争入札
20200311 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１４号－３ 復旧治山事業 西牟婁郡白浜町大猪ノ谷山　地内 株式会社那須建設 55,537,900     50,239,868                                        50,713,300     2 一般競争入札（総合評価）
20200310 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　補正・復旧　第１号－１ 復旧治山事業設計業務 伊都郡かつらぎ町大字　花園新子　字　口ノ又　地内 有限会社尾崎測量設計 5,173,300      4,041,173                                         4,119,500      10 一般競争入札
20200310 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　施設災　第１号 林地荒廃防止施設災害復旧事業 日高郡印南町大字島田字浪際　地内 松勝 104,142,500   96,163,264                                        96,328,508     14 一般競争入札（総合評価）
20200303 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第８号－５ 復旧治山事業 日高郡日高川町大字上初湯川字鉢　地内 和興建設株式会社 44,966,900     41,080,873                                        41,091,600     14 一般競争入札（総合評価）
20200228 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第９号－３ 復旧治山事業 田辺市龍神村小家才ノ谷　地内 株式会社共栄建設工業 128,476,700   113,771,494                                      114,903,800   6 一般競争入札（総合評価）
20200226 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 令和１年度　ため池等　第７３号－５３ 嶋地区　補償調査業務 紀の川市嶋外 地内 株式会社国土開発センター和歌山営業所 7,293,000      5,750,485                                         5,789,300      17 一般競争入札
20200226 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－５ 名田2期地区　付帯工事 御坊市熊野地内 株式会社柏木建設 5,383,400      4,746,507                                         5,280,000      4 一般競争入札
20200225 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 令和１年度　計画調査　第２号－５４ 日向地区事業計画書作成業務 田辺市上芳養地内 内外エンジニアリング株式会社和歌山営業所 6,556,000      5,160,902                                         6,490,000      2 一般競争入札
20200218 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 令和１年度　畜産試験　第１号－１ 野生動物侵入防護柵設置工事 西牟婁郡すさみ町見老津地内 堀本興業株式会社 21,309,200     19,222,642                                        19,409,236     3 一般競争入札
20200218 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第２号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字船津字三田　地内 鳥居建設 31,350,000     27,769,238                                        27,831,100     24 一般競争入札
20200212 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第６号－３ 予防治山事業 西牟婁郡白浜町大古池谷　　地内 平阪建設株式会社 46,263,800     42,224,746                                        46,261,600     2 一般競争入札（総合評価）
20200212 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２号 林地荒廃防止施設災害復旧事業 西牟婁郡上富田町岡小郷　地内 平阪建設株式会社 89,301,300     81,672,064                                        81,691,500     8 一般競争入札（総合評価）
20200204 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－１ 尼寺地区　ほ場整備（その１）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 山本重機 3,377,000      3,032,996                                         3,190,000      2 一般競争入札
20200129 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 令和１年度　県債　水産試験　第１号－１ 水産試験場地区　浮桟橋製作据付工事 東牟婁郡串本町串本地先 株式会社小森組 51,192,900     46,824,043                                        50,380,000     2 一般競争入札（総合評価）
20200128 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６８号－１２ 田尻地区　地質調査業務 和歌山市田尻地内 株式会社データ技研 2,794,000      2,174,771                                         2,244,858      4 一般競争入札
20200122 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 令和１年度　ため池等　第３０号－１ 住持池改修（その８）工事 岩出市根来地内 株式会社原組 59,513,300     54,390,084                                        59,400,000     2 一般競争入札（総合評価）
20200122 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　自環交　第１号 太地園地防護柵改修工事 東牟婁郡太地町太地地内 株式会社大勝建設 12,578,500     11,052,426                                        11,100,100     18 一般競争入札
20200122 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　自環交　第２号 潮岬園地防護柵改修工事 東牟婁郡串本町潮岬地内 有限会社立合建設 6,812,300      6,034,706                                         6,048,900      8 一般競争入札
20200115 水産局 水産振興課 水産局 水産振興課 令和１年度　水産環境　第１号－３ 串本工区水産環境整備工事 東牟婁郡串本町樫野埼沖合 三洋建設株式会社 215,542,800   196,595,130                                      204,314,000   3 一般競争入札（総合評価）
20200115 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　国債・地すべり　第１号－４ 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 2,449,700      2,027,292                                         2,252,800      1 一般競争入札
20200114 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第２６号－２ 県土防災対策治山事業測量業務 西牟婁郡上富田町岡小郷　地内 株式会社果無 902,000         696,369                                            896,500         2 一般競争入札
20200109 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 令和１年度　ため池等　第４８号－４ 木津上吉谷池改修その３工事 海南市木津地内 井岡組 9,523,800      8,582,717                                         9,523,800      1 一般競争入札
20200109 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 令和１年度　ため池等　第４８号－５ 木津上吉谷池付帯工事 海南市木津・九品寺　地内 亀井建設工業株式会社 7,700,000      6,801,610                                         7,007,000      2 一般競争入札
20191224 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 令和１年度　ため池等　第６３号－２ 登り尾池地区　ため池整備その1工事 伊都郡かつらぎ町妙寺外　地内 大地建設 5,119,400      4,571,021                                         4,772,570      4 一般競争入札
20191224 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３３号－３ 白倉池地区付帯工事 日高郡由良町中地内 株式会社河秀工務店 8,529,400      7,729,276                                         7,778,320      1 一般競争入札
20191216 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第１４号 県土防災対策治山事業 西牟婁郡白浜町大猪ノ谷山　地内 株式会社クスモト土木 3,141,600      2,789,934                                         3,140,500      1 一般競争入札
20191210 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 令和１年度　県債　ため池等　第５１号－１ 大池（山）改修（その１）工事 岩出市山地内 株式会社川嶋工業 81,358,200     74,597,763                                        80,472,700     1 一般競争入札（総合評価）
20191210 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第３号－３ 中畑地区復旧治山工事 紀の川市中畑神子平　地内 株式会社志野造園土木 21,296,000     19,056,197                                        21,153,000     2 一般競争入札
20191210 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第８号－３ 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 有限会社佐々木測量設計地所 2,236,300      1,800,155                                         2,211,000      2 一般競争入札
20191203 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 令和１年度　中山間　第４号－３ 下丹生谷地区　ほ場整備（その１０）工事 紀の川市下丹生谷地内 株式会社ワイエー 26,804,800     23,920,242                                        24,219,800     5 一般競争入札
20191203 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 令和１年度　農試　第１号－１ 農業試験場場内用水路改修（その2）工事 紀の川市貴志川町高尾地内 株式会社卯八組 4,866,400      4,245,139                                         4,249,300      3 一般競争入札
20191127 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 令和１年度　ほ場環境　第３号－５１ 田殿地区　附帯施設実施設計業務 有田郡有田川町田口外地内 株式会社ＵＲＡ 3,652,000      2,856,761                                         3,652,000      1 一般競争入札
20191126 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 令和１年度　中山間　第５号－１ 別院野尻地区　ほ場整備その３工事 海南市別院・野尻　地内 株式会社共栄建設 30,486,500     27,813,362                                        30,028,900     4 一般競争入札
20191120 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１５号－２ 復旧治山事業 新宮市木ノ川字児子ヶ原　地内 株式会社庵野組 57,982,100     51,776,145                                        52,505,200     3 一般競争入札（総合評価）
20191119 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－５３ 尼寺地区　揚水機設計業務 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社ＵＲＡ 4,136,000      3,228,667                                         4,136,000      1 一般競争入札
20191118 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－６ 上野東地区　A-11・A-12集水ボーリング工事 田辺市上野地内 紀東工営株式会社 16,526,400     14,895,241                                        16,526,400     2 一般競争入札
20191113 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第２１号 県土防災対策治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字　井鹿　字　衣　地内 清岡工務店 6,079,700      5,377,181                                         5,407,600      2 一般競争入札
20191113 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第２０号 県土防災対策治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字 南大居 字 イセガ谷　地内 熊野川開発 6,267,800      5,617,120                                         5,618,800      2 一般競争入札
20191113 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 令和１年度　調査管理　第３号－１ 西渋田地区　８号排水路改修工事 伊都郡かつらぎ町西渋田地内 ＷＩＳＥＴＥＣＨ 3,792,800      3,355,459                                         3,356,954      4 一般競争入札
20191113 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第８号 予防治山事業 新宮市熊野川町相須字西ノ谷　外　　地内 有限会社松岡組 40,818,800     37,210,521                                        37,362,600     13 一般競争入札（総合評価）
20191106 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－６ 下丹生谷地区農道整備（その４）工事 紀の川市下丹生谷地内 株式会社山東組 34,402,500     31,172,024                                        31,251,000     29 一般競争入札（総合評価）
20191030 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　緊急総合　第１号 緊急総合治山事業 伊都郡かつらぎ町大字　花園梁瀬　字　丈ノ尾　地内 有限会社松井土木 23,113,200     20,442,409                                        20,821,790     6 一般競争入札
20191030 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第９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 株式会社ダイヤコンサルタント和歌山事務所 4,123,900      3,345,886                                         4,114,000      1 一般競争入札
20191024 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 令和１年度　ため池等　第４３号－４ 才野地区　硲中池付帯工事 西牟婁郡白浜町才野地内 株式会社日置川建設 33,710,600     31,362,402                                        33,550,000     1 一般競争入札（総合評価）
20191024 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－５２ 津兼池地区　ため池改修地質調査業務 有田郡広川町井関地内 株式会社白浜試錐 3,058,000      2,388,017                                         3,025,000      2 一般競争入札
20191024 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１２号－３ 復旧治山事業 西牟婁郡上富田町生馬王子　地内 株式会社豊建設 99,849,200     90,315,176                                        91,979,800     1 一般競争入札（総合評価）
20191024 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第９号－２ 予防治山事業 新宮市熊野川町西敷屋字坊田　外　地内 株式会社松原組 74,539,300     67,120,638                                        67,534,500     13 一般競争入札（総合評価）
20191024 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第７号－２ 予防治山事業 新宮市熊野川町田長字瀬戸山　地内 有限会社紀南建設 52,093,800     47,283,624                                        47,463,460     14 一般競争入札（総合評価）
20191023 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－４ 上野東地区　A-6集水ボーリング工事 田辺市上野地内 株式会社河田有紀地質 14,946,800     13,212,639                                        13,499,310     4 一般競争入札
20191023 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　暖地園芸　第１号－１ 新品種育成管理施設整備工事 御坊市塩屋町南塩屋地内 株式会社冨士商會 38,579,200     37,078,239                                        38,577,000     2 一般競争入札（総合評価）
20191017 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－３ 和歌山南部地区　水産環境整備その２工事 西牟婁郡すさみ町江須埼沖合 株式会社明生工業 55,696,300     49,826,329                                        52,910,000     2 一般競争入札（総合評価）
20191016 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 令和１年度　ため池等　第５８号－１ 赤山池改修工事 紀の川市桃山町最上地内 株式会社前川組 29,816,600     26,920,325                                        27,144,700     2 一般競争入札
20191016 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－３ 川辺町周辺地区中央揚水機場１号機更新その１工事 日高郡日高川町和佐地内 タニモト設備 27,061,100     26,418,645                                        26,950,000     2 一般競争入札
20191016 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６８号－１１ 田尻地区　設計業務 和歌山市田尻地内 キタイ設計株式会社和歌山事務所 16,148,000     12,495,964                                        15,620,000     2 一般競争入札（総合評価）
20191016 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１６号 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 株式会社雅建設 32,651,300     29,011,374                                        29,224,800     4 一般競争入札
20191016 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第５号－３ 復旧治山事業 海南市下津町引尾夏切　地内 株式会社シンアンドケイ商事 12,309,000     10,841,072                                        10,940,600     2 一般競争入札
20191016 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　中山間　第５号－１ 別院野尻地区　ほ場整備その１工事 海南市野尻地内 株式会社共栄建設 54,765,700     49,170,301                                        53,122,300     2 一般競争入札（総合評価）
20191016 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　中山間　第５号－２ 別院野尻地区　ほ場整備その２工事 海南市別院・野尻地内 株式会社共栄建設 54,710,700     49,214,998                                        53,069,500     2 一般競争入札（総合評価）
20191016 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第４号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字寒川字西野谷　地内 株式会社森岡組 11,671,000     10,212,495                                        10,250,900     11 一般競争入札
20191016 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 令和１年度　ため池等　第６４号－１ 橙谷池地区　ため池改修（その１）工事 有田郡有田川町奥地内 株式会社岡川建設 16,157,900     14,600,551                                        16,157,900     4 一般競争入札
20191008 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－５２ 紀伊平野2期地区　芋生・垂井工区機能診断業務 橋本市隅田町芋生外　地内 株式会社エイト日本技術開発和歌山支店 1,496,000      1,161,517                                         1,496,000      1 一般競争入札
20191008 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－３ 復旧治山事業 日高郡日高川町大字川原河字筏繋　地内 株式会社上平建設 66,821,700     60,413,066                                        60,423,000     9 一般競争入札（総合評価）
20191008 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１１号 復旧治山事業 日高郡みなべ町清川字向宇路住地内 株式会社ヤグチ 36,078,900     32,452,666                                        32,531,400     14 一般競争入札（総合評価）
20191001 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－４ 名田2期地区送水施設更新その12工事 御坊市塩屋町北塩屋地内 株式会社小池組 36,102,000     33,177,433                                        36,080,000     2 一般競争入札（総合評価）
20190926 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 令和１年度　ため池等　第５０号－１ 奥の池下改修（その２）工事 紀の川市貴志川町丸栖地内 松本組 23,811,700     21,320,607                                        21,648,000     3 一般競争入札（総合評価）
20190926 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第１号－２ 予防治山事業 伊都郡かつらぎ町大字　花園新子　字　北原　地内 竹本組 25,203,200     22,724,027                                        22,750,200     11 一般競争入札
20190925 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－５３ 市ノ瀬地区半九郎池土質調査業務 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 株式会社キワコンサルタント 2,453,000      1,986,404                                         1,986,684      5 一般競争入札
20190925 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 令和１年度　ため池等　第６５号－５１ 津兼池地区　ため池改修実施設計業務 有田郡広川町井関地内 株式会社近代技研 6,237,000      4,836,478                                         6,215,000      4 一般競争入札
20190925 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 令和１年度　ため池等　第４６号－１ 東池改修その1工事 和歌山市相坂・松原地内 株式会社坂口興業 46,574,000     41,568,531                                        42,845,000     3 一般競争入札（総合評価）
20190918 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 令和１年度　試験普及　第１号－１ うめ研究所付帯工事 日高郡みなべ町東本庄地内 有限会社塩﨑土建 9,717,840      8,641,418                                         8,670,240      13 一般競争入札
20190918 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 令和１年度　地すべり　第７号－１１ 永谷２期地区　地すべり調査観測その９業務 海草郡紀美野町永谷地内 株式会社キワコンサルタント 3,844,800      3,068,827                                         3,233,476      4 一般競争入札
20190918 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　地すべり　第８号－４ 吉原田原地区　排水路整備工事 橋本市吉原外　地内 株式会社ＧｒｏｗＥａｒｔｈ 3,161,160      2,763,581                                         2,778,624      8 一般競争入札
20190918 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－２ 住持池改修（その７）工事 岩出市根来地内 株式会社延希工業 29,948,400     27,462,592                                        27,496,800     8 一般競争入札
20190918 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１５号－１１ 地すべり防止施設等和歌山地区（下津工区）長寿命化計画策定業務 海南市下津町小原外地内 株式会社近代技研 5,454,000      4,469,778                                         5,454,000      2 一般競争入札
20190918 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１３号－３ 復旧治山事業 田辺市深谷黒石　外　地内 株式会社深瀬組 82,713,400     74,960,222                                        75,147,600     3 一般競争入札（総合評価）
20190911 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－２ 押手地区復旧治山工事 有田郡有田川町大字押手字上横谷　地内 織本組 47,429,280     42,765,532                                        42,833,124     4 一般競争入札（総合評価）
20190911 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－３ 上湯川地区災害関連緊急治山工事 有田郡有田川町大字上湯川字前番　地内 戸上組 102,895,920   94,033,142                                        94,920,120     8 一般競争入札（総合評価）
20190909 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第１３号 県土防災対策治山事業 西牟婁郡白浜町塩野薬師谷　地内 株式会社クスモト土木 4,607,280      4,057,396                                         4,136,400      3 一般競争入札
20190909 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 令和１年度　ため池等　第４４号－２ 硲裏池地区　付帯工事 西牟婁郡白浜町才野地内 株式会社晃建 8,930,520      7,991,875                                         8,037,144      3 一般競争入札
20190904 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－３ 北谷池地区　ため池改修（その２）工事 有田郡湯浅町吉川外地内 株式会社中井組 96,676,200     89,280,078                                        96,676,200     1 一般競争入札（総合評価）
20190903 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－１ 上の谷池地区 堤体改修その１工事 日高郡みなべ町晩稲地内 株式会社岩本興産 89,073,000     80,801,086                                        81,914,760     3 一般競争入札（総合評価）
20190903 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 令和１年度　県債　ため池等　第４９号－１ 中の池改修（その２）工事 紀の川市桃山町最上地内 株式会社藏端組 102,789,000   92,941,578                                        94,942,800     12 一般競争入札（総合評価）
20190827 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－５ 下丹生谷地区　ほ場整備（その９）工事 紀の川市下丹生谷地内 株式会社大志組 20,866,680     18,618,814                                        18,770,184     3 一般競争入札
20190827 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 令和１年度　ため池等　第７１号－５１ 畑谷池地区　土質調査業務 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 株式会社キワコンサルタント 4,968,000      3,933,772                                         3,951,547      7 一般競争入札
20190827 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　中山間　第５号－１２ 別院野尻地区　建物等調査業務 海南市別院野尻地内 株式会社西播設計和歌山営業所 3,294,000      2,628,488                                         2,638,440      18 一般競争入札
20190826 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第１２号 県土防災対策治山事業 西牟婁郡白浜町小川合谷　地内 青木組 19,949,760     17,874,735                                        17,884,800     12 一般競争入札
20190826 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２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 株式会社小谷組 8,371,080      7,454,015                                         8,371,080      1 一般競争入札
20190826 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 令和１年度　県債　ため池等　第５５号－１ 大池（三百瀬）地区　堤体改修工事 日高郡日高川町三百瀬地内 株式会社小林建設 107,981,640   97,819,641                                        99,485,280     4 一般競争入札（総合評価）
20190822 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 令和１年度　ため池等　第５６号－１ 堅田大池地区　ため池改修工事 西牟婁郡白浜町堅田地内 株式会社日置川建設 99,914,040     91,060,102                                        93,033,360     3 一般競争入札（総合評価）
20190822 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４３号－３ 才野地区　硲上の池付帯工事 西牟婁郡白浜町才野地内 有限会社ワークス 44,974,440     42,046,239                                        42,117,840     7 一般競争入札（総合評価）
20190822 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－１ 小谷上池地区　堤体改修その1工事 日高郡日高町産湯地内 株式会社梶工務店 69,492,600     63,402,837                                        63,479,160     3 一般競争入札（総合評価）
20190822 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－３ 復旧治山事業 田辺市上芳養関谷　地内 株式会社光建設 73,942,200     68,024,572                                        68,101,020     19 一般競争入札（総合評価）
20190822 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第６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 奈和建設株式会社 64,735,200     58,695,973                                        58,909,032     7 一般競争入札（総合評価）
20190807 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第７号－１ 板尾地区復旧治山工事 有田郡有田川町大字板尾字木地屋　地内 株式会社紀州コーポレーション 64,197,360     57,545,719                                        57,746,952     14 一般競争入札（総合評価）
20190806 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 令和１年度　ため池等　第５７号－１ 重根新池改修その2工事 海南市重根地内 井岡組 24,010,560     21,885,032                                        22,049,280     4 一般競争入札
20190806 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　水源再生　第１号－４ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 株式会社中村組 40,451,400     36,678,229                                        36,778,320     8 一般競争入札（総合評価）
20190806 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　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 4,315,680      3,339,954                                         3,434,400      2 一般競争入札
20190806 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１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 応用地質株式会社和歌山営業所 4,061,880      3,252,481                                         3,262,680      4 一般競争入札
20190806 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第８号－４ 復旧治山事業 日高郡日高川町大字上初湯川字鉢　地内 北村建設株式会社 35,304,120     31,678,364                                        31,746,600     9 一般競争入札（総合評価）
20190801 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 令和１年度　高度化　第７号－１ 若野頭首工整備その２工事 日高郡日高川町若野地内 三洋建設株式会社 137,673,000   125,444,455                                      126,360,000   3 一般競争入札（総合評価）
20190731 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３３号－５１ 白倉池地区物件調査業務 日高郡由良町中地内 株式会社ウエスコ和歌山営業所 1,285,200      1,036,964                                         1,263,600      13 一般競争入札
20190731 有田振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第７号－２ 板尾地区復旧治山工事 有田郡有田川町大字板尾字木地屋　地内 紀東工営株式会社 13,463,280     12,132,835                                        12,425,940     8 一般競争入札
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20190731 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－３ 名田２期地区送水施設更新その１１工事 御坊市塩屋町北塩屋地内及び熊野地内 有限会社神谷産業 64,733,040     59,476,273                                        59,481,000     16 一般競争入札（総合評価）
20190731 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－４ 有田・有田川２期地区　水管理施設製作据付その４工事 有田市宮原町新町地内 桑原組 27,690,120     26,096,105                                        27,680,400     3 一般競争入札
20190730 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７号－２ 永谷２・３期地区　付帯工事 海草郡紀美野町永谷地内 有限会社ミナミ 4,145,040      3,642,624                                         4,145,040      1 一般競争入札
20190730 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 令和１年度　ため池等　第７３号－５２ 嶋地区　設計業務 紀の川市嶋外地内 株式会社近代技研 6,134,400      4,968,733                                         4,979,232      10 一般競争入札
20190730 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 令和１年度　ため池等　第７３号－５１ 嶋地区　測量業務 紀の川市嶋外 地内 有限会社尾崎測量設計 3,099,600      2,393,915                                         2,399,760      15 一般競争入札
20190730 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１０号 復旧治山事業 日高郡みなべ町島之瀬字下垣内　地内 株式会社青松 7,255,440      6,430,395                                         6,442,200      26 一般競争入札
20190730 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１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 国土防災技術株式会社和歌山営業所 2,688,120      2,093,849                                         2,417,040      1 一般競争入札
20190729 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１４号－２ 復旧治山事業設計業務 西牟婁郡白浜町大猪ノ谷山　地内 テクノ富貴株式会社 2,046,600      1,614,745                                         2,041,200      3 一般競争入札
20190729 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１４号－１ 復旧治山事業測量業務 西牟婁郡白浜町大猪ノ谷山　地内 株式会社サンコーテック 716,040         535,365                                            561,384         5 一般競争入札
20190724 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１６号－５１ 地すべり防止施設等長寿命化計画策定業務 紀の川市名手上外　地内 株式会社ＵＲＡ 4,460,400      3,487,471                                         4,460,400      2 一般競争入札
20190724 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－２ 東谷池改修その2工事 東牟婁郡串本町神野川地内 株式会社関本工務店 36,934,920     33,261,221                                        33,480,000     4 一般競争入札（総合評価）
20190724 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７１号－５２ 畑谷池地区　測量業務 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 株式会社イーホッシュ 4,978,800      3,836,542                                         3,857,760      29 一般競争入札
20190724 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　地すべり　第９号－１ 晩稲熊岡地区  地すべり対策その１０工事 日高郡みなべ町熊岡地内 林緑地建設 14,815,440     13,126,825                                        13,174,380     14 一般競争入札
20190723 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６０号－１ 亀尾池地区改修その１工事 日高郡印南町古屋地内 竹中建設株式会社 63,267,480     57,530,112                                        57,541,320     7 一般競争入札（総合評価）
20190717 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－６ 市ノ瀬地区観音上池改修工事 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 川口建設株式会社 40,566,960     36,639,854                                        38,944,800     3 一般競争入札（総合評価）
20190717 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７０号－５２ 倉谷池地区　測量業務 橋本市向副地内 株式会社中央開発設計 3,758,400      2,906,118                                         2,917,080      15 一般競争入札
20190717 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７０号－５３ 倉谷池地区　土質調査業務 橋本市向副地内 株式会社ＮＡＣ総建 4,255,200      3,299,180                                         3,318,948      21 一般競争入札
20190717 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 令和１年度　ため池等　第６３号－１ 登り尾池地区　進入路整備工事 伊都郡かつらぎ町妙寺外　地内 パナット・ナパ 7,499,520      6,638,618                                         6,662,196      12 一般競争入札
20190717 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１号 復旧治山事業 海南市東畑沖ノ琴　地内 株式会社野上建設 74,167,920     67,522,094                                        68,288,400     5 一般競争入札（総合評価）
20190717 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６９号－１１ 孟子犬飼池地区 　測量業務 海南市孟子地内 有限会社エース技研 3,564,000      2,819,769                                         3,171,960      13 一般競争入札
20190710 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 令和１年度　整促　第８号－５１ 和歌山３期地区緊急遮断弁実施設計業務 有田市糸我町中番外地内 内外エンジニアリング株式会社和歌山営業所 10,368,000     7,979,817                                         9,709,200      3 一般競争入札
20190709 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 令和１年度　地すべり　第８号－１ 吉原田原地区　承水路兼用道路その2工事 橋本市吉原地内 新谷住設株式会社 12,653,280     11,191,369                                        11,209,860     16 一般競争入札
20190709 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第１０号－２ 県土防災対策治山事業 日高郡みなべ町清川字梅ノ平　地内 株式会社侑功 15,606,000     13,793,972                                        13,820,760     23 一般競争入札
20190709 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第１１号 県土防災対策治山事業 日高郡日高川町大字寒川字板垣内　地内 雅工業 9,107,640      8,114,323                                         8,116,729      14 一般競争入札
20190709 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－１１ 中田地区　地すべり調査観測その１０業務 海草郡紀美野町中田地内 株式会社タニガキ建工 3,974,400      3,207,903                                         3,751,920      5 一般競争入札
20190709 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第２号－２ 復旧治山事業　設計業務 海草郡紀美野町坂本月ノ木　外　地内 株式会社ＵＲＡ 2,548,800      2,048,556                                         2,548,800      3 一般競争入札
20190709 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第２号－１ 復旧治山事業　測量業務 海草郡紀美野町坂本月ノ木　外　地内 和歌山測量株式会社 1,462,320      1,082,203                                         1,115,100      2 一般競争入札
20190709 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１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 有限会社佐々木測量設計地所 1,321,920      1,026,272                                         1,312,200      2 一般競争入札
20190709 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－２ 名田２期地区送水施設更新その１０工事 御坊市塩屋町北塩屋地内 株式会社小池組 46,265,040     41,706,671                                        41,747,400     12 一般競争入札（総合評価）
20190708 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 令和１年度　ため池等　第６６号－５２ 稲妻池地区土質調査業務 田辺市新庄町地内 株式会社ＵＲＡ 1,890,000      1,471,009                                         1,494,720      9 一般競争入札
20190703 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 令和１年度　中山間　第７号－５２ 久志・中志賀地区　ほ場整備設計業務 日高郡日高町志賀地内 株式会社キミコン和歌山営業所 10,702,800     8,467,259                                         8,775,972      7 一般競争入札
20190703 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 令和１年度　中山間　第７号－５１ 久志・中志賀地区　ほ場整備測量業務 日高郡日高町志賀地内 株式会社赤坂測量設計 3,661,200      2,794,219                                         2,794,501      15 一般競争入札
20190703 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７２号－５３ 早津川奥池地区　土質調査業務 日高郡日高町志賀地内 株式会社新和ソイル 1,360,800      1,086,893                                         1,092,960      12 一般競争入札
20190702 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　緊急予防　第１号 緊急予防治山事業 田辺市本宮町渡瀬大平立道下モ　地内 株式会社伊藤組 35,276,040     32,129,265                                        32,148,360     16 一般競争入札（総合評価）
20190702 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 令和１年度　ため池等　第７５号－５１ 小池地区　ため池改修設計業務 紀の川市東大井地内 株式会社データ技研 7,095,600      5,651,318                                         5,754,240      10 一般競争入札
20190702 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 令和１年度　ため池等　第４７号－１ 別院奥観音池改修その１工事 海南市別院地内 株式会社幸輝開発 46,489,680     41,981,777                                        42,604,056     2 一般競争入札（総合評価）
20190702 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６９号－１３ 孟子犬飼池地区　設計業務 海南市孟子地内 株式会社近畿コンサルタント 7,398,000      5,725,774                                         5,759,899      9 一般競争入札
20190702 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６９号－１２ 孟子犬飼池地区　地質調査業務 海南市孟子地内 株式会社オーシーティー 2,732,400      2,133,922                                         2,143,584      18 一般競争入札
20190702 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 令和１年度　ため池等　第７４号－５１ 野末池地区　ため池改修設計業務 紀の川市上田井地内 株式会社データ技研 5,842,800      4,645,929                                         4,714,956      10 一般競争入札
20190702 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第５号 予防治山事業 西牟婁郡白浜町内ノ川総屋　　地内 平阪建設株式会社 43,036,920     38,420,367                                        38,725,560     16 一般競争入札（総合評価）
20190702 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第４号－１ 予防治山事業設計業務 日高郡日高川町大字寒川字西野谷　地内 有限会社佐々木測量設計地所 2,793,960      2,212,537                                         2,624,400      2 一般競争入札
20190701 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－２ 予防治山事業 田辺市龍神村湯ノ又古宮　地内 株式会社深瀬組 27,964,440     24,996,216                                        25,054,920     24 一般競争入札
20190625 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１号－２ 永谷３期地区　Ａブロック集水ボーリング工事 海草郡紀美野町永谷地内 川口建設株式会社 7,953,120      7,139,031                                         7,162,560      8 一般競争入札
20190625 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第９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 7,207,920      6,069,539                                         6,141,960      4 一般競争入札
20190625 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６７号－１１ 後屋谷池地区　設計業務 和歌山市大河内地内 株式会社中山綜合コンサルタント 5,680,800      4,529,017                                         4,588,596      10 一般競争入札
20190625 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６７号－１２ 後屋谷池地区　測量業務 和歌山市大河内地内 株式会社近代技研 4,125,600      3,274,889                                         3,277,260      33 一般競争入札
20190625 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 令和１年度　ため池等　第６７号－１２ 後屋谷池地区　地質調査業務 和歌山市大河内地内 株式会社世紀工業 2,149,200      1,725,154                                         1,745,280      20 一般競争入札
20190625 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第７号－１ 予防治山事業設計業務 新宮市熊野川町田長字 瀬戸山　地内 三松測量設計事務所 3,186,000      2,512,534                                         2,991,600      3 一般競争入札
20190624 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第９号－２ 復旧治山事業調査業務 田辺市龍神村小家才ノ谷　地内 株式会社近代技研 6,580,440      5,174,986                                         6,119,280      1 一般競争入札
20190618 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第３号 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 株式会社﨑山組 21,524,400     19,345,524                                        19,352,520     23 一般競争入札
20190611 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－２ 災害関連緊急治山事業 伊都郡かつらぎ町大字　花園梁瀬　字　丈ノ尾　地内 株式会社城野組 44,678,520     39,806,273                                        39,850,920     17 一般競争入札（総合評価）
20190611 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第４号 復旧治山事業 橋本市山田字　猪谷山　地内 赤井工業 14,898,600     13,145,969                                        13,155,264     16 一般競争入札
20190611 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第５号－２ 復旧治山事業　設計業務 海南市下津町引尾夏切　地内 有限会社清水測量 2,116,800      1,648,452                                         1,695,060      6 一般競争入札
20190611 海草振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第５号－１ 復旧治山事業　測量業務 海南市下津町引尾夏切　地内 株式会社世紀工業 833,760         611,867                                            631,800         4 一般競争入札
20190611 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－３ 復旧治山事業設計業務 有田郡有田川町大字上湯川字弓ヲロシ 地内 有限会社清水測量 2,894,400      2,281,012                                         2,320,920      7 一般競争入札
20190611 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第３号－２ 復旧治山事業設計業務 紀の川市中畑字神子平　地内 株式会社石井コンサルタント 2,198,880      1,757,572                                         2,198,880      5 一般競争入札
20190611 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－３ 復旧治山事業設計業務 有田郡有田川町大字二川字三瀬川谷北 外 地内 株式会社近畿コンサルタント 3,136,320      2,557,263                                         2,571,455      7 一般競争入札
20190611 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－２ 復旧治山事業測量業務 有田郡有田川町大字二川字三瀬川谷北 外 地内 有田測量設計事務所 1,054,080      791,927                                            948,240         7 一般競争入札
20190611 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－２ 復旧治山事業測量業務 有田郡有田川町大字上湯川字弓ヲロシ 地内 株式会社ＵＲＡ 1,283,040      956,359                                            1,154,520      7 一般競争入札
20190611 那賀振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第３号－１ 復旧治山事業測量業務 紀の川市中畑字神子平　地内 西康建設有限会社 876,960         664,465                                            665,820         9 一般競争入札
20190611 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１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船津字三田　地内 株式会社マエモト 2,793,960      2,194,017                                         2,646,000      3 一般競争入札
20190611 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第４号－２ 予防治山事業測量業務 日高郡日高川町大字寒川字西野谷　地内 株式会社マエモト 980,640         737,296                                            820,800         6 一般競争入札
20190611 日高振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１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船津字三田　地内 株式会社三紀屋測量 659,880         499,487                                            583,200         6 一般競争入札
20190610 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第５号 県土防災対策治山事業調査業務 西牟婁郡上富田町岡小郷　地内 株式会社河田有紀地質 2,852,280      2,254,446                                         2,256,228      11 一般競争入札
20190610 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第６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 3,778,920      3,038,833                                         3,041,280      3 一般競争入札
20190610 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第７号 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 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 3,354,480      2,681,948                                         2,697,840      2 一般競争入札
20190606 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　県防　第３号 県土防災対策治山事業 西牟婁郡上富田町市ノ瀬下の岡　地内 株式会社クスモト土木 1,243,080      1,085,619                                         1,193,400      3 一般競争入札
20190604 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　地すべり　第８号－３ 吉原田原地区　水抜きボーリング（B-6、B-7ブロック）工事 橋本市吉原地内 紀東工営株式会社 16,246,440     14,642,490                                        14,663,700     11 一般競争入札
20190604 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７２号－５１ 早津川奥池地区　実施設計業務 日高郡日高町志賀地内 株式会社岡本設計 7,549,200      5,943,682                                         6,000,480      12 一般競争入札
20190604 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７２号－５２ 早津川奥池地区　測量業務 日高郡日高町志賀地内 株式会社ＨＩＲＯ測量 1,598,400      1,215,274                                         1,217,160      15 一般競争入札
20190604 伊都振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第１号－１ 予防治山事業設計業務 伊都郡かつらぎ町大字　花園新子　字　北原　地内 株式会社キワコンサルタント 3,302,640      2,574,054                                         2,593,132      6 一般競争入札
20190603 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６６号－５２ 稲妻池地区実施設計業務 田辺市新庄町地内 株式会社岡本設計 6,231,600      4,901,107                                         5,000,400      10 一般競争入札
20190603 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６６号－５１ 稲妻池地区測量業務 田辺市新庄町地内 菅根測量株式会社 2,235,600      1,660,012                                         1,668,600      8 一般競争入札
20190603 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　機能強化　第１号－１ 機能強化・老朽化対策事業調査業務 田辺市龍神村丹生ノ川外　地内 青葉コンサルタント株式会社 19,336,320     15,390,131                                        15,451,128     16 一般競争入札
20190603 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　機能強化　第３号－１ 機能強化・老朽化対策事業調査業務 田辺市本宮町三越外　地内 株式会社ＵＲＡ 19,361,160     15,671,412                                        15,681,600     16 一般競争入札
20190603 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　機能強化　第２号－１ 機能強化・老朽化対策事業調査業務 田辺市中辺路町近露外　地内 有限会社清水測量 25,371,360     20,482,671                                        20,518,920     16 一般競争入札
20190603 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－５２ 上野東地区　地すべり対策工検討その２業務 田辺市上野地内 株式会社阪神コンサルタンツ和歌山営業所 3,423,600      2,652,397                                         2,725,920      10 一般競争入札
20190603 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第６号－２ 予防治山事業設計業務 西牟婁郡白浜町大古池谷　　地内 テクノ富貴株式会社 3,704,400      3,001,522                                         3,488,400      4 一般競争入札
20190603 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第６号－１ 予防治山事業測量業務 西牟婁郡白浜町大古池谷　　地内 株式会社サンコーテック 1,103,760      851,864                                            866,484         8 一般競争入札
20190528 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－２ 串本工区漁場測量委託業務 東牟婁郡串本町樫野埼沖合 和田測量事務所 3,547,800      2,677,786                                         3,518,640      2 一般競争入札
20190528 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　暖地園芸　第１号－５２ 新品種育成管理施設整備実施設計業務 御坊市塩屋町南塩屋地内 株式会社初山 2,095,200      1,699,703                                         1,699,768      8 一般競争入札
20190528 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　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　地区地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 8,274,960      6,774,694                                         6,905,520      4 一般競争入札
20190528 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１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 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 3,553,200      2,927,330                                         2,937,600      5 一般競争入札
20190528 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－２ 中の池改修付帯工事 紀の川市桃山町最上地内 小田建設株式会社 3,289,680      2,953,827                                         2,955,960      17 一般競争入札
20190528 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 令和１年度　ため池等　第４９号－５１ 中の池地区測量業務 紀の川市桃山町最上地内 株式会社中央開発設計 1,134,000      866,394                                            873,180         14 一般競争入札
20190528 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１５号－１ 復旧治山事業設計業務 新宮市木ノ川字 児子ヶ原　地内 有限会社熊野路測量設計 4,512,240      3,487,839                                         4,276,800      3 一般競争入札
20190528 東牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　予防　第９号－１ 予防治山事業調査業務 新宮市熊野川町西敷屋字 坊田　外　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 9,312,840      7,287,319                                         8,287,920      2 一般競争入札
20190527 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　水源再生　第１号－２ 水源森林再生対策事業設計業務 田辺市龍神村殿原芋尻谷　地内 株式会社阪和建設コンサルタント 1,744,200      1,428,308                                         1,674,000      5 一般競争入札
20190527 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　水源再生　第１号－１ 水源森林再生対策事業測量業務 田辺市龍神村殿原芋尻谷　地内 小川測量設計株式会社 1,139,400      867,529                                            1,047,600      8 一般競争入札
20190527 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第９号－１ 復旧治山事業測量業務 田辺市龍神村小家才ノ谷　地内 テクノ富貴株式会社 2,532,600      1,961,545                                         2,332,584      7 一般競争入札
20190521 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－２ 桜池改修（その２）工事 紀の川市桃山町調月地内 株式会社延希工業 22,346,280     19,858,351                                        19,990,800     4 一般競争入札
20190517 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７０号－５１ 倉谷池地区　実施設計業務 橋本市向副地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 6,490,800      5,306,947                                         5,312,520      9 一般競争入札
20190517 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７１号－５１ 畑谷池地区　実施設計業務 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 株式会社中山綜合コンサルタント 9,525,600      7,575,877                                         7,713,684      9 一般競争入札
20190515 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　暖地園芸　第１号－５１ 新品種育成管理施設整備実施測量業務 御坊市塩屋町南塩屋地内 有限会社成和測量設計事務所 1,393,200      1,037,433                                         1,038,268      15 一般競争入札
20190515 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　地すべり　第９号－５１ 晩稲熊岡地区 地すべり観測その５業務 日高郡みなべ町晩稲、熊岡  地内 青葉コンサルタント株式会社 5,367,600      4,420,088                                         4,435,236      17 一般競争入札
20190514 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１２号－２ 復旧治山事業設計業務 西牟婁郡上富田町生馬王子　地内 和歌山航測株式会社 4,769,280      3,884,927                                         3,890,973      7 一般競争入札
20190514 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１３号－２ 復旧治山事業設計業務 田辺市深谷黒石　外　地内 株式会社ＵＲＡ 4,675,320      3,697,914                                         3,745,440      7 一般競争入札
20190514 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１２号－１ 復旧治山事業測量業務 西牟婁郡上富田町生馬王子　地内 株式会社サンコーテック 1,286,280      999,659                                            1,026,000      8 一般競争入札
20190514 西牟婁振興局農林水産振興部 森林・林業局 森林整備課 令和１年度　復旧　第１３号－１ 復旧治山事業測量業務 田辺市深谷黒石　外　地内 株式会社サンコーテック 1,996,920      1,551,813                                         1,593,000      7 一般競争入札
20190510 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 令和１年度　水産試験　第１号－５１ 水産試験場漁業調査船浮桟橋設計業務 東牟婁郡串本町串本地内 株式会社東光コンサルタンツ和歌山営業所 6,717,600      5,403,575                                         5,702,400      5 一般競争入札
20190416 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 令和１年度　県推　第６号－５１ 小匠ダム洪水調整検討業務 東牟婁郡那智勝浦町小匠外　地内 第一設計監理株式会社和歌山営業所 9,979,200      8,091,293                                         8,964,000      2 一般競争入札
20190415 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－５ 市ノ瀬地区　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 6,050,160      5,387,438                                         5,832,000      2 一般競争入札
20190410 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　国債・地すべり　第１号－１ 地すべり防止事業 新宮市熊野川町宮井字奥谷 外　地内 株式会社世紀工業 87,229,440     80,142,410                                        80,556,120     4 一般競争入札（総合評価）
20190410 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－３ 有田・有田川２期地区　水管理施設据付その３工事 有田市糸我町中番外地内 株式会社モリト通信 8,290,080      7,117,698                                         7,597,800      2 一般競争入札
20190409 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－４ 下丹生谷地区　ほ場整備（その８）工事 紀の川市下丹生谷地内 有限会社山勝産業 16,196,760     14,393,157                                        14,416,164     10 一般競争入札
20190409 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－１ 復旧治山事業設計業務 日高郡日高川町大字　川原河　字筏繋　地内 有限会社佐々木測量設計地所 2,327,400      1,860,875                                         2,160,000      3 一般競争入札
20190404 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　地すべり　第８号－５１ 吉原田原地区　概成検討その２業務 橋本市吉原地内 国際航業株式会社和歌山営業所 4,525,200      3,658,724                                         3,747,600      7 一般競争入札
20190404 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－５２ 市ノ瀬地区 物件調査業務 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 株式会社エイト日本技術開発和歌山支店 1,900,800      1,468,546                                         1,469,880      19 一般競争入札
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