
令和２年４月１日から令和３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

20210324 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３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 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 1,559,800      1,261,501                                          1,375,000      2 一般競争入札
20210323 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２年度　ため池等　第８８号－５１ 熊ノ倉池地区　ため池改修設計業務 紀の川市貴志川町長原地内 株式会社データ技研 4,840,000      3,880,706                                          3,944,149      12 一般競争入札
20210323 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２年度　ため池等　第８５号－５１ 上広野池地区　ため池改修設計業務 紀の川市赤尾地内 株式会社データ技研 7,678,000      6,230,977                                          6,253,709      15 一般競争入札
20210323 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２年度　ため池等　第８６号－５１ 知谷池地区　ため池改修設計業務 紀の川市北勢田地内 株式会社タニガキ建工 7,843,000      6,304,711                                          6,327,200      13 一般競争入札
20210323 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２年度　ため池等　第４６号－３ 東池改修その４工事 和歌山市相坂地内 株式会社後藤建設 48,658,500     44,524,713                                        45,100,000     4 一般競争入札（総合評価）
20210323 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２年度　中山間　第５号－１ 別院野尻地区　道路・用水路工事 海南市別院・野尻地内 有限会社和西建設 44,932,800     40,392,734                                        41,330,740     5 一般競争入札（総合評価）
20210316 那賀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　補正・奥地　第１号－２ 奥地保安林保全緊急対策事業設計業務 紀の川市中鞆渕字米之郷　地内 有限会社清水測量 4,274,600      3,454,920                                          3,485,900      9 一般競争入札
20210316 那賀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　補正・奥地　第１号－１ 奥地保安林保全緊急対策事業測量業務 紀の川市中鞆渕字米之郷　地内 株式会社都市開発設計事務所 842,600         620,167                                            625,240         10 一般競争入札
20210316 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２年度　ため池等　第８２号－５４ 丸栖北地区補償算定業務 紀の川市貴志川町丸栖地内 ワコウコンサルタント株式会社 550,000         435,610                                            445,830         1 一般競争入札
20210316 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　補正・地すべり　第１号－１ 地すべり防止事業調査業務 新宮市熊野川町日足字 萬歳　外　地内 株式会社タニガキ建工 10,594,100     8,867,786                                          8,884,150      8 一般競争入札
20210316 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２年度　ため池等　第４９号－１ 中の池改修付帯（その２）工事 紀の川市桃山町最上地内 株式会社美智建設 3,969,900      3,500,296                                          3,573,900      3 一般競争入札
20210316 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２年度　ため池等　第６２号－２ 内池改修その２工事 和歌山市上野地内 株式会社吉本園芸 17,671,500     15,918,441                                        15,927,322     10 一般競争入札
20210316 日高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　補正・防災林　第１号 防災林造成事業 日高郡印南町大字　島田　字　浪際　地内 有限会社紀州エンジニアリング 20,999,000     18,376,337                                        18,442,600     17 一般競争入札
20210316 日高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　予防　第４号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字　高津尾　字　中木　地内 北村建設株式会社 19,411,700     17,532,773                                        17,552,700     31 一般競争入札
20210310 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２年度　補正・水源再生　第１号－１ 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 36,215,300     32,108,476                                        32,711,800     5 一般競争入札（総合評価）
20210310 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　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 株式会社伊藤組 47,856,600     42,659,968                                        43,497,300     4 一般競争入札（総合評価）
20210310 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２年度　県債　中山間　第６号－１ 尼寺地区　2工区ほ場整備（その1）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社幸輝開発 97,806,500     88,130,135                                        97,689,240     2 一般競争入札（総合評価）
20210310 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２年度　国債・復旧　第１号 復旧治山事業 田辺市龍神村宮代大原  地内 株式会社豊建設 69,990,800     63,623,002                                        63,648,200     13 一般競争入札（総合評価）
20210310 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２年度　補正・復旧　第５号 復旧治山事業 田辺市上芳養石神　地内 有限会社アセスメント 70,000,700     62,644,722                                        62,700,000     19 一般競争入札（総合評価）
20210310 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　復旧　第１３号－２ 復旧治山事業 東牟婁郡古座川町宇筒井字　奥山　外　地内 畦智建設 26,510,000     23,665,098                                        25,740,000     2 一般競争入札
20210310 伊都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　補正・復旧　第２号 復旧治山事業 伊都郡かつらぎ町大字　花園中南　字　谷ノ瀬　地内 有限会社松井土木 29,821,000     26,800,298                                        26,838,900     9 一般競争入札
20210310 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　補正・復旧　第６号 復旧治山事業 東牟婁郡古座川町宇筒井字　奥山　外　地内 株式会社コトブキ 44,123,200     39,827,127                                        40,103,800     4 一般競争入札（総合評価）
20210309 海草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　補正・復旧　第１号 復旧治山事業 海草郡紀美野町坂本字　月ノ木　地内 有限会社中家管工業 10,254,200     9,204,902                                          9,240,000      4 一般競争入札
20210309 日高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　防災林　第１号－３ 防災林造成事業 日高郡印南町大字印南原　地内 杉谷産業株式会社 62,092,800     56,462,486                                        56,725,900     14 一般競争入札（総合評価）
20210309 日高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　予防　第５号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字高津尾字中木　地内 株式会社児玉建設 39,000,500     34,736,054                                        34,837,000     17 一般競争入札（総合評価）
20210303 有田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　補正・復旧　第４号 楠本地区復旧治山工事 有田郡 有田川町 大字 楠本 字 結城　地内 株式会社有新建設 99,976,800     92,086,251                                        92,361,500     3 一般競争入札（総合評価）
20210302 日高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　復旧　第７号 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 63,946,300     58,120,920                                        58,185,600     13 一般競争入札（総合評価）
20210302 日高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　防災林　第１号－４ 防災林造成事業 日高郡美浜町大字濱ノ瀬　地内 株式会社川端組 24,163,700     21,861,934                                        21,881,200     26 一般競争入札
20210225 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　地すべり　第２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 株式会社世紀工業 30,164,200     27,477,560                                        27,478,000     3 一般競争入札
20210217 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　復旧　第１２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 株式会社雅建設 26,500,100     23,385,867                                        23,471,800     15 一般競争入札
20210217 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２年度　復旧　第９号－３ 復旧治山事業 田辺市上芳養関谷　地内 株式会社尾花組 96,694,400     87,741,558                                        87,780,000     5 一般競争入札（総合評価）
20210217 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２年度　復旧　第１０号 復旧治山事業 田辺市深谷黒石　外　地内 株式会社深瀬組 80,000,800     71,654,857                                        73,464,600     3 一般競争入札（総合評価）
20210203 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２年度　ため池等　第５２号－２ 北谷池地区ため池改修（その４）工事 有田郡湯浅町吉川地内 紙屋建設 26,639,800     23,592,687                                        24,110,680     3 一般競争入札
20210127 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２年度　ため池等　第５１号－１ 大池（山）改修（その２）工事 岩出市山地内 株式会社川嶋工業 88,786,500     80,706,154                                        88,770,000     3 一般競争入札（総合評価）
20210120 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２年度　ため池等　第７３号－２ 嶋地区 水路改修（その２）工事 紀の川市嶋地内 株式会社延希工業 18,174,200     16,098,952                                        16,118,300     7 一般競争入札
20210120 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２年度　ため池等　第７７号－１ 野上大池改修付帯工事 紀の川市野上地内 合資会社山田鉄工所 3,188,900      2,832,371                                          2,898,500      3 一般競争入札
20210119 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２年度　高度化　第８号－５２ 川辺町周辺地区取水揚水機場測量業務 日高郡日高川町和佐地内 有限会社稲垣 2,739,000      2,096,701                                          2,099,588      15 一般競争入札
20210119 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　補正・復旧　第２号－４ 復旧治山事業設計業務 日高郡日高川町大字愛川字西外　地内 有限会社成和測量設計事務所 2,412,300      1,872,531                                          2,288,000      2 一般競争入札
20210119 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　補正・復旧　第２号－５ 復旧治山事業測量業務 日高郡日高川町大字愛川字西外　地内 有限会社成和測量設計事務所 773,300         572,610                                            737,000         2 一般競争入札
20210115 水産局 水産振興課 水産局 水産振興課 令和２年度　水産環境　第１号－１ すさみ工区水産環境整備工事 西牟婁郡すさみ町稲積灯台沖合 三洋建設株式会社 205,529,500   185,867,600                                       188,177,000   2 一般競争入札（総合評価）
20210113 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２年度　調査管理　第６号－１ 地すべり防止区域 上野地区 地すべり防止施設 排水路付帯工事 田辺市上野地内 有限会社岡本商事 1,805,100      1,593,505                                          1,805,100      1 一般競争入札
20210113 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　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 株式会社白浜試錐 11,610,500     8,310,215                                          9,641,500      5 一般競争入札
20201215 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２年度　計画調査　第３号－１ 下丹生谷地区付帯工事 紀の川市下丹生谷外地内 株式会社松浦建設 11,489,500     10,248,321                                        11,327,800     1 一般競争入札
20201215 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２年度　地すべり　第８号－５１ 吉原田原地区　地すべり調査観測解析業務 橋本市吉原地内 株式会社ＮＡＣ総建 4,774,000      3,765,676                                          3,811,280      4 一般競争入札
20201215 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　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 有限会社玉井造園土木 9,185,000      8,134,758                                          8,143,960      20 一般競争入札
20201215 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２年度　調査管理　第１号－１１ 大窪地区　地すべり防止施設点検業務 海南市下津町大窪地内 有限会社清水測量 1,628,000      1,287,566                                          1,340,900      3 一般競争入札
20201215 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　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 株式会社和歌山ナセリー 8,748,300      7,788,847                                          7,800,100      20 一般競争入札
20201215 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－２ 尼寺地区 ほ場整備（その３）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社卯八組 7,958,500      7,116,513                                          7,953,000      1 一般競争入札
20201209 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２年度　水源再生　第１号－８ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原中南谷　地内 株式会社小原工務店 55,423,500     49,688,037                                        54,120,000     2 一般競争入札（総合評価）
20201202 那賀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　緑花センタ　第３号 和歌山県植物公園緑花センタートイレ改修工事 岩出市東坂本地内 株式会社赤路電気水道 3,670,700      3,307,849                                          3,369,335      2 一般競争入札
20201202 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　高度化　第１７号－５１ 和歌山地区（藤崎井工区）機能保全計画策定業務 紀の川市藤崎外 地内 株式会社近代技研 9,581,000      7,888,705                                          9,581,000      1 一般競争入札
20201201 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２年度　高度化　第８号－５３ 川辺町周辺地区中央揚水機場建屋耐震診断業務 日高郡日高川町和佐地内 株式会社岡本設計 1,199,000      897,130                                            1,155,000      1 一般競争入札
20201201 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　補正・復旧　第２号－３ 復旧治山事業 日高郡日高川町大字　愛川　字　西　外　　地内 株式会社美山組 19,468,900     17,199,248                                        17,259,000     13 一般競争入札
20201201 日高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　予防　第３号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字　船津　字　畑山　地内 有限会社清水工業 13,813,800     12,401,048                                        13,123,000     3 一般競争入札
20201201 日高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　予防　第６号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字原日浦字原　地内 有限会社なかつ 20,625,000     18,171,713                                        18,327,320     13 一般競争入札
20201126 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－２ 橙谷池地区　ため池改修（その２）工事 有田郡有田川町奥地内 株式会社松葉建設 7,187,400      6,734,659                                          7,150,000      2 一般競争入札
20201111 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２年度　整促　第８号－５１ 和歌山３期地区緊急遮断弁実施設計その２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 3,190,000      2,603,680                                          2,992,000      2 一般競争入札
20201111 那賀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　緑花センタ　第１号 和歌山県植物公園緑花センター12条点検指摘箇所修繕工事 岩出市東坂本地内 株式会社タカノ建設 3,642,100      3,291,508                                          3,334,707      2 一般競争入札
20201027 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２２号 県土防災対策治山事業 東牟婁郡古座川町高池字　江崎　地内 関戸工務店 2,018,500      1,762,754                                          2,003,100      2 一般競争入札
20201027 那賀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　復旧　第２－３号 中畑地区復旧治山工事 紀の川市中畑字神子平　地内 株式会社トーワ建設 20,879,100     18,375,443                                        18,894,700     5 一般競争入札
20201027 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－１ 嶋地区 水路改修（その１）工事 紀の川市嶋地内 永岡建設 33,295,900     30,080,251                                        33,000,000     4 一般競争入札（総合評価）
20201020 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２年度　ため池等　第３０号－２ 住持池改修付帯工事 岩出市根来地内 株式会社宮村土木 16,528,600     14,935,173                                        14,960,000     10 一般競争入札
20201020 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２年度　県債　ため池等　第７２号－１ 早津川奥池地区堤体改修工事 日高郡日高町志賀地内 西谷建設 63,615,200     57,671,740                                        58,934,700     3 一般競争入札（総合評価）
20201020 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２年度　ため池等　第４７号－２ 別院奥観音池改修その３工事 海南市別院地内 株式会社下九組 9,963,800      8,859,079                                          8,860,500      13 一般競争入札
20201013 伊都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　予防　第１号－２ 予防治山事業 伊都郡かつらぎ町大字　平　字　中尾　地内 パナット・ナパ 30,697,700     27,471,930                                        30,690,000     2 一般競争入札
20201012 海草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２３号 県土防災対策治山事業 海草郡紀美野町長谷宮字狼谷　地内 株式会社栃尾塗装工業 1,795,200      1,569,949                                          1,713,800      1 一般競争入札
20201007 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２年度　整促　第８号－２ 和歌山３期地区　鳥尾川工区緊急遮断弁整備その２工事 有田市糸我町中番外地内 有限会社吹石重機 15,483,600     13,998,748                                        15,477,000     1 一般競争入札
20201006 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２年度　調査管理　第３号－１ 西渋田地区　8号排水路改修その2工事 伊都郡かつらぎ町西渋田外　地内 株式会社イヌイエコシステム 7,956,300      7,090,646                                          7,953,000      4 一般競争入札
20201006 日高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　復旧　第８号－３ 復旧治山事業 日高郡日高川町大字寒川字日浦長下　地内 有限会社ミヤマ工業 34,430,000     31,430,591                                        31,443,500     9 一般競争入札（総合評価）
20201005 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２年度　県防　第１７号 県土防災対策治山事業 田辺市上芳養小恒　地内 山本組 3,111,900      2,777,500                                          3,111,900      1 一般競争入札
20201002 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２年度　ため池等　第６６号－５２ 稲妻池地区土取り場測量調査業務 田辺市新庄町地内 小原測量 1,760,000      1,360,214                                          1,397,000      3 一般競争入札
20201002 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２年度　水源再生　第１号－９ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 平幸産業 31,797,700     28,471,872                                        31,790,000     3 一般競争入札
20201002 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２年度　水源再生　第１号－１０ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 株式会社晃建 26,577,100     23,580,928                                        23,617,000     3 一般競争入札
20201001 海草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　復旧　第１号－３ 復旧治山事業 海草郡紀美野町坂本字久保垣内　地内 株式会社野上建設 22,990,000     20,615,612                                        20,746,000     7 一般競争入札
20201001 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　復旧　第１１号 復旧治山事業 新宮市木ノ川字児子ヶ原　地内 古川建設株式会社 31,599,700     28,501,589                                        28,539,500     11 一般競争入札（総合評価）
20201001 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　補正・復旧　第３号－３ 復旧治山事業 日高郡日高川町大字寒川字東谷　地内 株式会社サライ 25,427,600     22,436,768                                        22,583,000     15 一般競争入札
20200916 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－２ 田殿地区　かんがい施設整備（その２）工事 有田郡有田川町大谷外地内 有限会社吹石重機 18,304,000     16,741,416                                        18,260,000     2 一般競争入札
20200916 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－３ 田殿地区　かんがい施設整備（その３）工事 有田郡有田川町井口外地内 林水道 17,961,900     16,670,253                                        17,952,000     1 一般競争入札
20200916 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－４ 田殿地区　かんがい施設整備（その４）工事 有田郡有田川町田口外地内 林水道 11,733,700     10,778,754                                        11,726,000     1 一般競争入札
20200915 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－４ 吉原田原地区　承水路兼用道路その３工事 橋本市吉原地内 株式会社田中組 38,968,600     34,922,189                                        35,530,000     4 一般競争入札（総合評価）
20200915 日高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　復旧　第６号 復旧治山事業 日高郡日高川町大字川原河字筏繋　地内 山本設備 10,579,800     9,503,335                                          9,511,700      12 一般競争入札
20200915 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２年度　ため池等　第７４号－１ 野末池改修工事 紀の川市上田井地内 永岡建設 37,381,300     33,773,501                                        34,183,270     2 一般競争入札（総合評価）
20200915 日高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　予防　第７号－３ 予防治山事業 日高郡日高川町大字寒川字長志南原　地内 嶋津工務店 14,235,100     12,632,788                                        12,648,900     12 一般競争入札
20200909 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－１ 田殿地区かんがい施設整備（その１）工事 有田郡有田川町田口外地内 林水道 22,387,200     20,525,656                                        22,385,000     1 一般競争入札
20200909 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－１ 和歌山３期地区鳥尾川工区緊急遮断弁整備その１工事 有田市糸我町中番外地内 有限会社吹石重機 49,307,500     44,942,620                                        47,300,000     2 一般競争入札（総合評価）
20200908 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２年度　ため池等　第８２号－５３ 丸栖北地区　土質調査業務 紀の川市貴志川町丸栖地内 株式会社ＵＲＡ 3,432,000      2,672,990                                          2,694,890      16 一般競争入札
20200908 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－５３ 吉原田原地区　用地境界標設置その2業務 橋本市吉原地内 株式会社山和技研 2,112,000      1,577,708                                          1,602,040      12 一般競争入札
20200908 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２年度　ため池等　第７５号－１ 小池改修工事 紀の川市東大井地内 株式会社前川組 26,697,000     24,022,221                                        24,244,000     4 一般競争入札
20200908 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　予防　第１１号 予防治山事業 新宮市熊野川町西敷屋字　坊田　外　地内 巴建設工業株式会社 32,421,400     29,006,426                                        29,017,890     22 一般競争入札
20200907 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２年度　ため池等　第５６号－２ 堅田大池地区付帯工事 西牟婁郡白浜町堅田地内 株式会社丸新建設 11,519,200     10,917,654                                        10,946,100     15 一般競争入札
20200907 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２年度　県防　第１６号 県土防災対策治山事業解析等調査業務 田辺市本宮町下湯川小房子　地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 3,678,400      2,977,100                                          2,999,700      2 一般競争入札
20200907 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８０号－５２ 長谷上池地区　実施設計業務 田辺市上芳養地内 株式会社ＮＡＣ総建 6,754,000      5,385,859                                          5,437,124      7 一般競争入札
20200907 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２年度　ため池等　第８０号－５２ 長谷上池地区　測量業務 田辺市上芳養地内 有限会社牟婁測量設計 3,135,000      2,395,398                                          2,407,460      5 一般競争入札
20200907 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８０号－５１ 長谷上池地区　土質調査業務 田辺市上芳養地内 株式会社西浦組 2,882,000      2,253,297                                          2,283,600      9 一般競争入札
20200903 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２年度　ため池等　第７１号－１ 畑谷池地区　ため池整備その２工事 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 株式会社幸輝開発 64,703,100     59,187,303                                        64,056,080     2 一般競争入札（総合評価）
20200901 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　地すべり　第９号－３ 晩稲熊岡地区　地すべり対策その１２工事 日高郡みなべ町熊岡地内 岡﨑設備 12,480,600     11,048,354                                        11,169,400     2 一般競争入札
20200826 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２年度　ため池等　第８１号－５１ 内芝池地区　ため池改修実施設計業務 有田郡有田川町久野原地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 6,314,000      5,175,423                                          6,314,000      6 一般競争入札
20200826 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２年度　ため池等　第８１号－５２ 内芝池地区　ため池改修測量業務 有田郡有田川町久野原地内 梶野測量設計 3,201,000      2,416,899                                          2,860,000      8 一般競争入札
20200826 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２年度　ため池等　第８１号－５３ 内芝池地区　ため池改修地質調査業務 有田郡有田川町久野原地内 株式会社シーエスエス 3,058,000      2,334,420                                          2,409,742      11 一般競争入札
20200820 日高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１０号－２ 県土防災対策治山事業設計業務 御坊市名田町楠井字　下広野　地内 有限会社成和測量設計事務所 3,121,800      2,547,689                                          3,080,000      2 一般競争入札
20200806 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６８号－１ 田尻地区　排水機製作工事 和歌山市田尻地内 株式会社第一テクノ関西支店 48,653,000     46,794,667                                        48,400,000     1 一般競争入札（総合評価）
20200806 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－３ 復旧治山事業 田辺市龍神村宮代大原　地内 有限会社和商 45,786,400     41,171,089                                        41,200,500     14 一般競争入札（総合評価）
20200806 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２年度　予防　第８号 予防治山事業 田辺市龍神村湯ノ又古宮　地内 株式会社伊藤組 71,452,700     64,115,246                                        64,128,900     17 一般競争入札（総合評価）
20200805 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－１ 津兼池地区仮設道路設置その１工事 有田郡広川町井関地内 株式会社山正組 41,292,900     37,088,769                                        41,292,900     1 一般競争入札（総合評価）
20200804 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－２ 復旧治山事業 伊都郡かつらぎ町大字花園新子字口ノ又　地内 株式会社畑中産業 65,666,700     59,359,305                                        65,666,700     2 一般競争入札（総合評価）
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20200730 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２年度　基水　第９号－１２ 河南地区　設計業務 和歌山市鳴神・神前地内 株式会社キワコンサルタント 5,412,000      4,200,551                                          4,313,364      9 一般競争入札
20200730 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２年度　基水　第９号－１１ 河南地区　測量業務 和歌山市鳴神・神前　地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 4,983,000      3,808,490                                          3,836,800      30 一般競争入札
20200730 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２年度　ため池等　第８２号－５１ 丸栖北地区　設計業務 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 37,202,000     29,934,710                                        33,000,000     1 一般競争入札（総合評価）
20200730 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２年度　ため池等　第６２号－１１ 内池地区　設計その２業務 和歌山市上野地内 株式会社キワコンサルタント 4,807,000      3,816,898                                          3,869,154      8 一般競争入札
20200730 伊都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　復旧　第３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 有限会社九十九建設 16,445,000     14,590,474                                        14,642,562     6 一般競争入札
20200730 日高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　防災林　第１号－１ 防災林造成事業設計業務（予備設計） 日高郡印南町島田浪際　地内 株式会社東光コンサルタンツ和歌山営業所 6,397,600      5,210,942                                          5,214,000      6 一般競争入札
20200729 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２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 阿和建設工業株式会社 24,776,400     22,061,564                                        22,081,400     20 一般競争入札
20200729 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　地すべり　第２号－５２ 上野東地区　水位観測孔設置その３業務 田辺市上野地内 株式会社ＮＡＣ総建 6,281,000      5,034,880                                          5,179,350      5 一般競争入札
20200729 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２年度　予防　第９号 予防治山事業 西牟婁郡白浜町内ノ川総屋　地内 青木組 22,123,200     20,066,656                                        20,082,700     21 一般競争入札
20200722 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２年度　県債　高度化　第８号－１ 川辺町周辺地区中央揚水機場２号機更新その１工事 日高郡日高川町和佐地内 株式会社酉島製作所大阪支店 300,692,700   277,355,064                                       288,200,000   1 一般競争入札（総合評価）
20200721 日高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１１号 県土防災対策治山事業 御坊市名田町野島字　幸神　地内 有限会社近畿紀の国建産 1,937,100      1,719,228                                          1,723,150      20 一般競争入札
20200721 日高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１２号 県土防災対策治山事業 日高郡日高川町大字　皆瀬　字　笹ノ瀬　地内 パシフィックマリン株式会社 2,682,900      2,341,342                                          2,387,781      2 一般競争入札
20200721 日高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１０号－１ 県土防災対策治山事業測量業務 御坊市名田町楠井字　下広野　地内 株式会社マエモト 1,217,700      937,880                                            939,417         14 一般競争入札
20200721 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２年度　中山間防　第１号－２ 市ノ瀬地区観音下池改修工事 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 株式会社山本建設 39,118,200     35,374,988                                        39,116,000     1 一般競争入札（総合評価）
20200721 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　地すべり　第１号－３ 地すべり防止事業調査業務 新宮市熊野川町日足字 萬歳　外　地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 4,128,300      3,341,885                                          3,351,700      4 一般競争入札
20200721 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　地すべり　第２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 4,754,200      3,725,673                                          3,774,100      3 一般競争入札
20200721 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　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 国土防災技術株式会社和歌山営業所 5,435,100      4,307,493                                          4,373,600      3 一般競争入札
20200721 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－１ 畑谷池地区　ため池整備その１工事 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 ハヤ株式会社 15,373,600     13,817,644                                        13,967,470     7 一般競争入札
20200721 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　復旧　第１２号－１ 復旧治山事業測量業務 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 639,100         482,765                                            562,100         4 一般競争入札
20200721 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　予防　第１０号 予防治山事業 新宮市熊野川町田長字　瀬戸山　地内 株式会社下山組 34,555,400     31,543,442                                        31,559,000     17 一般競争入札（総合評価）
20200714 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１号－２ 永谷２・３期地区　付帯その２工事 海草郡紀美野町永谷地内 株式会社栃尾塗装工業 2,754,400      2,451,250                                          2,574,000      1 一般競争入札
20200714 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－２ 樫河池改修その３工事 海草郡紀美野町動木地内 桐浴建設 20,748,200     18,443,720                                        18,623,000     2 一般競争入札
20200714 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－２ 重根新池改修その３工事 海南市重根地内 桐浴建設 16,486,800     14,597,129                                        14,787,300     3 一般競争入札
20200714 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２年度　ため池等　第７０号－２ 倉谷池地区　ため池整備その２工事 橋本市向副地内 株式会社畑中産業 82,931,200     76,535,505                                        82,930,100     4 一般競争入札（総合評価）
20200714 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　地すべり　第１号－２ 地すべり防止事業 新宮市熊野川町日足字 萬歳　外　地内 有限会社匠建設 28,176,500     25,360,337                                        26,400,000     3 一般競争入札
20200714 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－２ 東池改修その２工事 和歌山市相坂地内 株式会社コウノ 12,570,800     11,200,193                                        11,462,000     3 一般競争入札
20200714 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　基水　第７号－２ 名田２期地区 送水施設更新その１４工事 御坊市塩屋町北塩屋・南塩屋   地内 有限会社下村重機 71,457,100     64,712,326                                        65,252,000     9 一般競争入札（総合評価）
20200713 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２年度　県防　第４号 県土防災対策治山事業 田辺市芳養松原一丁目　地内 株式会社芝田建設 7,625,200      6,878,329                                          6,906,900      5 一般競争入札
20200713 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２年度　県防　第５号 県土防災対策治山事業 田辺市龍神村龍神五百原　地内 株式会社河田有紀地質 13,077,900     11,422,634                                        11,731,830     3 一般競争入札
20200713 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２年度　県防　第７号－２ 県土防災対策治山事業一般調査業務 田辺市上芳養石神　地内 株式会社世紀工業 6,461,400      4,971,580                                          5,072,100      6 一般競争入札
20200713 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２年度　県防　第７号－３ 県土防災対策治山事業解析等調査業務 田辺市上芳養石神　地内 国土防災技術株式会社和歌山営業所 3,678,400      2,927,907                                          2,984,300      2 一般競争入札
20200713 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２年度　県防　第３号－１ 県土防災対策治山事業解析等調査業務 西牟婁郡上富田町岡小郷　地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 3,575,000      2,851,675                                          2,902,900      2 一般競争入札
20200713 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２年度　県防　第６号 県土防災対策治山事業設計業務 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 3,655,300      2,876,942                                          2,962,300      2 一般競争入札
20200713 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２年度　県防　第７号－１ 県土防災対策治山事業測量業務 田辺市上芳養石神　地内 株式会社サンコーテック 2,246,200      1,664,099                                          1,682,340      4 一般競争入札
20200707 伊都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２号 県土防災対策治山事業 伊都郡かつらぎ町大字　平　字　折登 株式会社イヌイエコシステム 10,627,100     9,445,806                                          9,532,600      6 一般競争入札
20200707 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－２ 若野頭首工整備その3工事 日高郡日高川町若野外地内 小笠原電気株式会社 95,151,100     88,277,422                                        88,908,600     2 一般競争入札（総合評価）
20200707 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２年度　中山間　第８号－５２ 小浦地区　ほ場整備設計業務 日高郡日高町小浦地内 キタイ設計株式会社和歌山事務所 15,774,000     12,672,744                                        15,620,000     1 一般競争入札（総合評価）
20200707 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７０号－１ 倉谷池地区　ため池整備その１工事 橋本市向副地内 今井組 26,830,100     23,753,100                                        23,975,600     12 一般競争入札
20200707 日高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　防災林　第１号－２ 防災林造成事業測量業務 日高郡印南町大字　島田　字　浪際　地内 株式会社日高測地 4,607,900      3,460,999                                          3,471,336      17 一般競争入札
20200707 伊都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　予防　第２号 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 有限会社西窪建設 16,347,100     14,667,341                                        14,712,500     7 一般競争入札
20200701 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５２号－２ 北谷池地区　ため池改修（その３）工事 有田郡湯浅町吉川地内 株式会社有新建設 39,521,900     35,583,806                                        35,651,000     3 一般競争入札（総合評価）
20200630 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－１ 久志・中志賀地区ほ場整備その1工事 日高郡日高町志賀地内 タナカ技研株式会社 70,239,400     64,195,891                                        64,471,000     6 一般競争入札（総合評価）
20200630 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２年度　ため池等　第６７号－１ 後屋谷池改修工事 和歌山市大河内地内 株式会社東部建設 33,410,300     29,801,740                                        33,000,000     1 一般競争入札（総合評価）
20200630 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－３ 登り尾池地区　ため池整備その2工事 伊都郡かつらぎ町妙寺外地内 株式会社福孝組 23,650,000     21,179,697                                        21,418,969     8 一般競争入札
20200630 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２年度　ため池等　第４６号－１ 東池改修その３工事 和歌山市相坂地内 株式会社平成建機 79,714,800     73,045,526                                        73,480,000     13 一般競争入札（総合評価）
20200630 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－２ 別院野尻地区　ほ場整備その４工事 海南市野尻地内 株式会社共栄建設 49,545,100     44,249,449                                        49,049,000     2 一般競争入札（総合評価）
20200630 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２年度　ため池等　第６９号－１ 孟子犬飼池改修その１工事 海南市孟子地内 株式会社畑中産業 64,148,700     59,201,826                                        64,127,800     3 一般競争入札（総合評価）
20200624 有田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　緊急総合　第１号 上湯川地区緊急総合治山工事 有田郡 有田川町 大字 上湯川 字 前番　地内 織本組 34,571,900     31,277,201                                        31,418,942     8 一般競争入札（総合評価）
20200623 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　地すべり　第２号－５ 上野東地区　Ｂ－１・Ｂ－３集水井工事 田辺市上野地内 紀東工営株式会社 99,616,000     90,228,219                                        92,153,600     2 一般競争入札（総合評価）
20200623 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－２ 別院奥観音池改修その２工事 海南市別院地内 井岡組 25,832,400     23,174,702                                        23,358,500     2 一般競争入札
20200623 日高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　予防　第７号－２ 予防治山事業測量業務 日高郡日高川町大字　寒川　字　長志南原　地内 有限会社成和測量設計事務所 766,700         569,540                                            715,000         2 一般競争入札
20200617 有田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　復旧　第５号 上湯川地区復旧治山工事 有田郡 有田川町 大字上湯川 字 弓ヲロシ 地内 株式会社紀州コーポレーション 71,962,000     65,467,293                                        65,644,590     6 一般競争入札（総合評価）
20200616 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２年度　高度化　第７号－５１ 若野頭首工実施設計その2業務 日高郡日高川町若野地内 株式会社初山 3,267,000      2,533,955                                          3,212,000      1 一般競争入札
20200616 那賀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　復旧　第２号－２ 復旧治山事業設計業務 紀の川市中畑字神子平　地内 有限会社清水測量 1,576,300      1,221,341                                          1,285,900      3 一般競争入札
20200616 那賀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　復旧　第２号－１ 復旧治山事業測量業務 紀の川市中畑字神子平　地内 株式会社山和技研 676,500         515,263                                            518,100         7 一般競争入札
20200615 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２年度　中山間防　第１号－５１ 市ノ瀬地区半九郎池実施設計業務 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 株式会社データ技研 6,380,000      5,122,021                                          5,155,821      8 一般競争入札
20200610 有田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　復旧　第４号 二川地区復旧治山工事 有田郡 有田川町 大字 二川 字 三瀬川谷北外　地内 辻井組 44,900,900     40,033,351                                        40,348,000     7 一般競争入札（総合評価）
20200610 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　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４業務 有田市糸我町中番地内 株式会社ＵＲＡ 2,992,000      2,416,582                                          2,992,000      1 一般競争入札
20200609 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２年度　ため池等　第７６号－１１ 沖谷池地区　設計業務 海南市沖野々地内 株式会社近代技研 8,998,000      7,146,678                                          7,252,960      10 一般競争入札
20200609 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７６号－１２ 沖谷池地区　測量業務 海南市沖野々地内 株式会社ＵＲＡ 6,259,000      4,774,636                                          4,780,710      37 一般競争入札
20200609 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７６号－１１ 沖谷池地区　地質調査業務 海南市沖野々地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 5,885,000      4,774,176                                          4,791,600      10 一般競争入札
20200609 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２年度　ため池等　第８２号－５２ 丸栖北地区　測量業務 紀の川市貴志川町丸栖地内 永岡建設 2,728,000      2,070,145                                          2,074,380      17 一般競争入札
20200609 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２年度　ため池等　第７９号－５２ 佐川池地区　ため池改修設計業務 紀の川市重行地内 株式会社ＵＲＡ 7,095,000      5,564,518                                          5,566,990      12 一般競争入札
20200609 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７９号－５１ 佐川池地区　ため池改修測量業務 紀の川市重行地内 株式会社キワコンサルタント 2,123,000      1,616,285                                          1,618,362      16 一般競争入札
20200609 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２年度　ため池等　第７９号－５１ 佐川池地区　土質調査業務 紀の川市重行地内 西畑測量設計株式会社 4,136,000      3,378,064                                          3,380,300      22 一般競争入札
20200609 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２年度　ため池等　第５１号－５１ 大池（山）地区　ため池改修（その２）設計業務 岩出市山地内 有限会社尾崎測量設計 1,958,000      1,518,641                                          1,544,400      6 一般競争入札
20200609 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　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 株式会社伊藤組 90,504,700     81,773,947                                        83,144,600     1 一般競争入札（総合評価）
20200609 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　地すべり　第１号－１ 地すべり防止事業調査業務 新宮市熊野川町日足　字　萬歳　外　地内 株式会社タニガキ建工 8,147,700      6,417,604                                          6,519,700      7 一般競争入札
20200609 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　地すべり　第２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 株式会社ＮＡＣ総建 3,752,100      3,007,401                                          3,044,800      7 一般競争入札
20200609 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　復旧　第１３号－１ 復旧治山事業設計業務 東牟婁郡古座川町宇筒井字　奥山　外　地内 有限会社吉野測量設計事務所 4,233,900      3,233,967                                          3,330,800      3 一般競争入札
20200609 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２年度　ため池等　第７７号－５２ 野上大池地区　ため池改修設計業務 紀の川市野上地内 株式会社ＵＲＡ 8,360,000      6,524,739                                          6,585,260      12 一般競争入札
20200609 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７７号－５１ 野上大池地区　ため池改修測量業務 紀の川市野上地内 有限会社測和技研 2,739,000      2,133,355                                          2,137,300      16 一般競争入札
20200609 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２年度　ため池等　第７７号－５１ 野上大池地区　土質調査業務 紀の川市野上地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 4,070,000      3,286,815                                          3,289,000      23 一般競争入札
20200609 伊都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　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　平　字　中尾　地内 有限会社清水測量 2,084,500      1,640,639                                          1,699,500      4 一般競争入札
20200604 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－２ 機能強化・老朽化対策事業 田辺市本宮町三越地蔵谷　地内 サンワ建設 2,348,500      2,050,168                                          2,343,000      1 一般競争入札
20200604 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－２ 機能強化・老朽化対策事業 田辺市龍神村柳瀬今西　外　　地内 山本組 3,149,300      2,822,518                                          3,135,000      2 一般競争入札
20200604 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２年度　中山間　第８号－５１ 小浦地区　ほ場整備測量業務 日高郡日高町小浦地内 株式会社マエモト 3,432,000      2,619,741                                          2,629,440      14 一般競争入札
20200604 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－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 61,212,800     55,160,466                                        61,160,000     1 一般競争入札（総合評価）
20200604 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　ため池等　第７８号－５１ 風呂の谷池地区　実施設計業務 日高郡日高川町佐井地内 株式会社ＮＡＣ総建 8,173,000      6,472,873                                          6,497,920      14 一般競争入札
20200604 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　ため池等　第７８号－５２ 風呂の谷池地区　測量業務 日高郡日高川町佐井地内 株式会社アセック 1,947,000      1,510,973                                          1,528,395      6 一般競争入札
20200604 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　ため池等　第７８号－５３ 風呂の谷池地区　土質調査業務 日高郡日高川町佐井地内 株式会社日高測地 2,618,000      2,110,974                                          2,115,300      24 一般競争入札
20200604 日高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　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　寒川　字　日浦長下　地内 株式会社マエモト 3,005,200      2,400,059                                          2,970,000      2 一般競争入札
20200604 日高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　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　寒川　字　日浦長下　地内 株式会社三紀屋測量 1,093,400      831,028                                            1,089,000      2 一般競争入札
20200604 日高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　予防　第３号－１ 予防治山事業設計業務 日高郡日高川町大字　船津　字　畑山　地内 有限会社佐々木測量設計地所 2,414,500      1,880,532                                          2,332,000      2 一般競争入札
20200604 日高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　予防　第５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　中木　地内 株式会社三紀屋測量 5,451,600      4,418,180                                          5,390,000      2 一般競争入札
20200604 日高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　予防　第７号－１ 予防治山事業設計業務 日高郡日高川町大字　寒川　字　長志南原　地内 有限会社成和測量設計事務所 2,414,500      1,901,130                                          2,365,000      2 一般競争入札
20200604 日高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　予防　第５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　中木　地内 株式会社三紀屋測量 1,073,600      828,876                                            990,000         3 一般競争入札
20200604 日高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　予防　第３号－２ 予防治山事業測量業務 日高郡日高川町大字　船津　字　畑山　地内 有限会社佐々木測量設計地所 577,500         434,804                                            444,928         3 一般競争入札
20200602 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１号－１１ 永谷3期地区　地すべり調査観測その5業務 海草郡紀美野町永谷地内 株式会社ワイエー 3,806,000      2,977,880                                          2,994,860      13 一般競争入札
20200602 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２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１０業務 海草郡紀美野町永谷地内 株式会社世紀工業 4,807,000      3,830,430                                          3,832,400      13 一般競争入札
20200602 海草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　復旧　第１号－２ 復旧治山事業　設計業務 海草郡紀美野町坂本字　久保垣内　地内 株式会社キワコンサルタント 1,697,300      1,366,665                                          1,650,000      5 一般競争入札
20200602 海草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　復旧　第１号－１ 復旧治山事業　測量業務 海草郡紀美野町坂本字　久保垣内　地内 ワコウコンサルタント株式会社 1,064,800      823,462                                            1,064,800      3 一般競争入札
20200601 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２年度　水源再生　第１号－４ 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 菅根測量株式会社 3,595,900      2,898,671                                          2,945,800      4 一般競争入札
20200601 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２年度　水源再生　第１号－６ 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 株式会社果無 7,628,500      6,029,127                                          6,143,247      9 一般競争入札
20200601 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２年度　水源再生　第１号－２ 水源森林再生対策事業設計業務 田辺市龍神村殿原中南谷　地内 菅根測量株式会社 2,222,000      1,752,298                                          1,768,800      5 一般競争入札
20200601 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２年度　水源再生　第１号－５ 水源森林再生対策事業測量業務 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 株式会社初山 1,884,300      1,435,064                                          1,443,657      7 一般競争入札
20200601 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２年度　水源再生　第１号－３ 水源森林再生対策事業測量業務 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 株式会社果無 1,010,900      761,468                                            765,268         7 一般競争入札
20200601 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２年度　水源再生　第１号－１ 水源森林再生対策事業測量業務 田辺市龍神村殿原中南谷　地内 菅根測量株式会社 2,240,700      1,671,964                                          1,673,100      7 一般競争入札
20200601 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２年度　復旧　第９号－２ 復旧治山事業設計業務 田辺市上芳養関谷　地内 有限会社龍和興業 4,700,300      3,636,561                                          3,702,727      4 一般競争入札
20200601 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２年度　復旧　第９号－１ 復旧治山事業測量業務 田辺市上芳養関谷　地内 株式会社サンコーテック 1,124,200      869,669                                            879,120         7 一般競争入札
20200526 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　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 青葉コンサルタント株式会社 17,349,200     13,905,319                                        14,426,500     8 一般競争入札
20200526 日高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　予防　第６号－１ 予防治山事業設計業務 日高郡日高川町大字　原日浦　字　原　地内 株式会社日進コンサルタント 3,039,300      2,405,488                                          3,025,000      2 一般競争入札
20200526 日高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　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　高津尾　字　中木　地内 有限会社ヤマニシ 2,986,500      2,329,949                                          2,926,000      2 一般競争入札
20200526 日高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　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　高津尾　字　中木　地内 有限会社成和測量設計事務所 941,600         692,163                                            693,154         11 一般競争入札
20200526 日高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　予防　第６号－２ 予防治山事業測量業務 日高郡日高川町大字　原日浦　字　原　地内 株式会社ＨＩＲＯ測量 899,800         661,414                                            698,500         5 一般競争入札
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20200525 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　地すべり　第２号－５１ 上野東地区　地すべり観測その５業務 田辺市上野地内 株式会社ＮＡＣ総建 6,842,000      5,712,022                                          5,742,330      10 一般競争入札
20200513 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－４ すさみ工区漁場測量委託業務 西牟婁郡すさみ町稲積灯台沖合 西航空測量株式会社 6,117,100      4,640,697                                          5,764,000      2 一般競争入札
20200513 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２年度　県推　第９号－５１ 吉原田原２期地区 地すべり調査観測業務 橋本市高野口町田原地内 キタイ設計株式会社和歌山事務所 4,972,000      3,991,955                                          4,004,000      14 一般競争入札
20200512 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－２ 機能強化・老朽化対策事業 田辺市中辺路町近露一里石　地内 株式会社三光組 4,109,600      3,594,054                                          3,960,000      2 一般競争入札
20200512 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２５号 県土防災対策治山事業 田辺市上芳養丸山　地内 株式会社津村商会 4,379,100      3,879,865                                          3,908,300      7 一般競争入札
20200428 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８号－２ 川辺町周辺地区中央揚水機場１号機更新その２工事 日高郡日高川町和佐地内 株式会社酉島製作所大阪支店 185,418,200   174,553,808                                       177,100,000   1 一般競争入札（総合評価）
20200421 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６２号－３ 内池改修その1工事 和歌山市上野地内 株式会社中野建設 37,232,800     33,591,560                                        33,695,684     1 一般競争入札（総合評価）
20200415 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－５２ 田殿地区かんがい施設実施設計業務 有田郡有田川町田口外地内 株式会社ＵＲＡ 10,989,000     8,725,354                                          8,996,240      3 一般競争入札
20200407 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－５２ 吉原田原地区　概成検討その３業務 橋本市吉原地内 株式会社タニガキ建工 5,192,000      4,059,235                                          4,095,300      9 一般競争入札
20200407 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　地すべり　第９号－５１ 晩稲熊岡地区  地すべり観測その６業務 日高郡みなべ町晩稲、熊岡    地内 株式会社タニガキ建工 6,358,000      5,148,489                                          5,208,500      9 一般競争入札
20200407 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　補正・復旧　第２号－１ 復旧治山事業設計業務 日高郡日高川町大字　愛川　字　西　外　　地内 株式会社初山 3,047,000      2,486,000                                          2,948,000      3 一般競争入札
20200407 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　補正・復旧　第３号－１ 復旧治山事業設計業務 日高郡日高川町大字　寒川　字　東谷　地内 株式会社マエモト 3,017,300      2,404,422                                          2,838,000      3 一般競争入札
20200407 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　補正・復旧　第２号－２ 復旧治山事業測量業務 日高郡日高川町大字　愛川　字　西　外　　地内 株式会社日高測地 1,399,200      1,069,522                                          1,088,706      6 一般競争入札
20200407 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　補正・復旧　第３号－２ 復旧治山事業測量業務 日高郡日高川町大字　寒川　字　東谷　地内 阪本測量 977,900         744,278                                            755,961         5 一般競争入札
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