
T01_入札結果（随契以外）

令和３年４月１日から令和４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
20220330 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３年度　補正・復旧　第２号 復旧治山事業　県土防災対策治山事業 田辺市上芳養関谷　地内 株式会社尾花組 55,673,200     50,370,471                                       50,411,900     5 一般競争入札（総合評価）
20220323 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４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 1,684,100      1,373,660                                        1,628,000      1 一般競争入札
20220323 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３年度　中山間　第８号－２ 小浦地区　ほ場整備その２工事 日高郡日高町小浦地内 株式会社中村建設 46,612,500     42,167,646                                       42,427,000     2 一般競争入札（総合評価）
20220323 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３年度　ため池等　第１０６号－５１ 前田地区　排水対策事業計画策定業務 紀の川市貴志川町前田地内 キタイ設計株式会社和歌山事務所 9,762,500      7,901,470                                        9,460,000      1 一般競争入札
20220323 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３年度　中山間　第６号－２ 尼寺地区２工区ほ場整備（その４）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社畑中産業 51,456,900     47,093,611                                       51,456,900     1 一般競争入札（総合評価）
20220323 日高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　補正・復旧　第１号 復旧治山事業 日高郡日高川町大字　上初湯川　字　鉢　地内 株式会社清水 78,502,600     72,295,281                                       72,490,000     17 一般競争入札（総合評価）
20220323 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３年度　ため池等　第５２号－２ 北谷池地区ため池改修（その６）工事 有田郡湯浅町吉川地内 今北組 16,573,700     14,689,324                                       14,891,250     8 一般競争入札
20220315 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３年度　ため池等　第９８号－５１ あさお池地区　ため池改修設計業務 紀の川市東三谷地内 株式会社マエモト 7,933,200      6,409,632                                        6,421,800      14 一般競争入札
20220315 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３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外地内 株式会社中山綜合コンサルタント 8,588,800      6,988,716                                        6,989,510      14 一般競争入札
20220315 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３年度　ため池等　第１０４号－５１ 月差池地区　ため池改修設計業務 紀の川市馬宿地内 和建技術株式会社 7,837,500      6,149,220                                        6,168,580      15 一般競争入札
20220315 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３年度　災害関連　第１号－３ 災害関連緊急治山事業 田辺市伏菟野目吉良　地内 有限会社建設タナカ 25,000,800     22,208,847                                       22,261,800     23 一般競争入札
20220315 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３年度　ため池等　第１００号－５１ 山田池地区　ため池改修設計業務 紀の川市切畑地内 株式会社初山 7,907,900      6,285,708                                        6,292,000      15 一般競争入札
20220315 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３年度　ため池等　第１０２号－５１ 滝谷池地区　ため池改修設計業務 紀の川市貴志川町北山地内 株式会社タニガキ建工 4,625,500      3,724,767                                        3,765,300      11 一般競争入札
20220315 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　補正・地すべり　第１号－１ 地すべり防止事業 新宮市熊野川町日足字 萬歳　外　地内 紀東工営株式会社 24,156,000     21,594,555                                       21,616,210     9 一般競争入札
20220315 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　国債・地すべり　第１号－１ 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 有限会社カーサ基礎 59,769,600     54,914,649                                       54,974,700     6 一般競争入札（総合評価）
20220315 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３年度　ため池等　第１０１号－５１ 地獄谷池地区　ため池改修設計業務 紀の川市貴志川町西山地内 株式会社ＵＲＡ 5,888,300      4,552,785                                        4,634,740      15 一般競争入札
20220315 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３年度　ため池等　第９９号－５１ 竹の池地区　ため池改修設計業務 紀の川市北長田地内 株式会社ＵＲＡ 5,773,900      4,500,508                                        4,544,870      15 一般競争入札
20220315 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３年度　ため池等　第１０３号－５１ 髭谷池地区　ため池改修設計業務 紀の川市貴志川町高尾地内 株式会社ＵＲＡ 5,771,700      4,500,190                                        4,543,000      15 一般競争入札
20220309 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３年度　補正・復旧　第３号 復旧治山事業 田辺市上芳養石神　地内 株式会社豊建設 50,750,700     45,729,238                                       45,765,500     20 一般競争入札（総合評価）
20220303 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３年度　ため池等　第１０５号－５１ 紀の川8-2期地区　ため池改修計画策定業務 紀の川市名手下外地内 株式会社国土開発センター和歌山営業所 20,946,200     16,771,068                                       19,899,000     1 一般競争入札（総合評価）
20220224 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３年度　国債・復旧　第１号 復旧治山事業 田辺市龍神村小家才ノ谷地内 株式会社伊藤組 99,159,500     89,569,938                                       89,652,200     13 一般競争入札（総合評価）
20220208 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３年度　復旧　第７号－３ 復旧治山事業 田辺市上野小屋谷　地内 株式会社伊藤組 77,602,800     70,722,022                                       71,012,700     5 一般競争入札（総合評価）
20220201 伊都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　予防　第３号－３ 予防治山事業 伊都郡高野町大字　大滝　字　宮垣内　地内 株式会社まえだ住宅設備 40,549,300     36,378,935                                       37,136,000     1 一般競争入札（総合評価）
20220118 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－２ 丸栖北地区　排水機場付帯(その２)工事 紀の川市貴志川町尼寺外地内 有限会社坂本商会 9,889,000      8,886,931                                        8,888,000      5 一般競争入札
20220118 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－１ 丸栖北地区　排水機場付帯（その1）工事 紀の川市貴志川町丸栖地内 株式会社シバケン 7,861,700      7,080,982                                        7,232,500      3 一般競争入札
20220118 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３年度　高度化　第８号－５２ 川辺町周辺地区取水揚水機場　土質調査業務 日高郡日高川町和佐地内 株式会社データ技研 7,440,400      5,801,729                                        5,805,503      8 一般競争入札
20220114 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３年度　調査管理　第６号－２ 西牟婁地区　農地海岸補修工事 田辺市新庄町地内、西牟婁郡白浜町堅田地内及び富田地内 有限会社岡本商事 3,108,600      2,796,616                                        3,108,600      1 一般競争入札
20220113 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１号－２ 永谷３期地区　付帯工事 海草郡紀美野町永谷地内 友奈建設 532,400        474,707                                           532,400        2 一般競争入札
20220113 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３年度　調査管理　第１号－１ 海草地区地すべり防止施設（小原地区）維持管理工事 海南市下津町小原地内 谷口土木 1,820,500      1,633,287                                        1,636,800      2 一般競争入札
20211221 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－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 国土防災技術株式会社和歌山営業所 3,988,600      3,266,345                                        3,850,000      1 一般競争入札
20211221 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３年度　計画調査　第４号－１ 名田2期地区　付帯工事 御坊市熊野、塩屋町北塩屋・南塩屋、名田町野島地内 株式会社岩﨑軌道 6,350,300      5,583,184                                        5,669,400      8 一般競争入札
20211220 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３年度　県防　第１６号 県土防災対策治山事業 田辺市本宮町桧葉小栗須　地内 株式会社豊建設 20,380,800     18,260,213                                       20,372,000     2 一般競争入札
20211214 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３年度　ため池等　第７６号－２ 沖谷池改修その２工事 海南市沖野々地内 株式会社共栄建設 54,767,900     50,019,109                                       52,648,200     1 一般競争入札（総合評価）
20211214 水産局 水産振興課 水産局 水産振興課 令和３年度　水産環境　第１－３号 和歌山うらみ地区漁業用施設基本設計業務 東牟婁郡串本町須江地先 基礎地盤コンサルタンツ株式会社和歌山事務所 10,868,000     8,711,953                                        8,888,000      3 一般競争入札
20211207 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　機能強化　第２号－２ 機能強化・老朽化対策事業 東牟婁郡古座川町高瀬字　上地　地内 有限会社和深建設 29,282,000     26,232,627                                       26,585,900     3 一般競争入札
20211207 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３年度　中山間　第７号－２ 久志・中志賀地区　ほ場整備その４工事 日高郡日高町志賀地内 株式会社小林建設 33,540,100     30,328,802                                       33,495,000     1 一般競争入札（総合評価）
20211207 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３年度　県債　中山間　第５号－２ 別院野尻地区　野尻工区整備工事 海南市野尻地内 株式会社スミエイ 43,659,000     39,334,905                                       40,166,280     2 一般競争入札（総合評価）
20211124 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－５５ 丸栖北地区　補償調査業務 紀の川市貴志川町丸栖地内 株式会社岡本設計 1,953,600      1,495,674                                        1,534,500      5 一般競争入札
20211124 日高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　防災林　第１号－２ 防災林造成事業 日高郡印南町大字島田字浪際　地内 株式会社竹平建設 39,650,600     35,297,980                                       35,426,600     2 一般競争入札（総合評価）
20211122 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３年度　畜産試験　第１号－１ 畜産試験場マニュア資源化施設野生鳥獣害防護工事 西牟婁郡すさみ町見老津地内 株式会社湯川建築 5,013,800      4,533,657                                        4,900,500      3 一般競争入札
20211116 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　ため池等　第８７号－１ 片見谷池地区　堤体改修その1工事 日高郡印南町印南地内 玉陽園 5,386,700      4,745,892                                        5,386,700      2 一般競争入札
20211116 日高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　予防　第５号 予防治山事業 日高郡日高川町大字　高津尾　字　中木　地内 有限会社紀州エンジニアリング 30,650,400     27,890,771                                       27,893,519     20 一般競争入札
20211110 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９２号－５２ 上新池地区補償算定業務 紀の川市麻生津中地内 株式会社近畿コンサルタント 1,750,100      1,391,500                                        1,398,884      4 一般競争入札
20211109 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－５ 市ノ瀬地区半九郎池改修工事 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 手嶋建設株式会社 31,621,700     28,284,897                                       30,103,700     1 一般競争入札
20211109 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　地すべり　第２号－４ 上野東地区　A-12（その２）集水ボーリング工事 田辺市上野地内 紀東工営株式会社 5,535,200      4,938,505                                        4,980,800      1 一般競争入札
20211102 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１５号 県土防災対策治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字 小阪 字 上地　地内 株式会社熊野重建 1,804,000      1,574,482                                        1,589,566      3 一般競争入札
20211102 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　復旧　第１０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 有限会社上浦組 20,972,600     18,831,574                                       18,865,000     10 一般競争入札
20211102 那賀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　復旧　第１号－３ 復旧治山事業 紀の川市中津川字梅ノ木ザコ　地内 紀北造園土木株式会社 56,415,700     50,409,791                                       51,700,000     1 一般競争入札（総合評価）
20211101 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３年度　災害関連　第１号－２ 災害関連緊急治山事業設計業務 田辺市伏菟野目吉良　地内 小原測量 2,027,300      1,575,543                                        1,629,100      1 一般競争入札
20211101 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３年度　災害関連　第１号－１ 災害関連緊急治山事業測量業務 田辺市伏菟野目吉良　地内 株式会社サンコーテック 1,194,600      873,435                                           877,250        4 一般競争入札
20211027 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－４ 和歌山３期地区西谷川工区緊急遮断弁整備その１工事 有田市新堂外地内 有田設備工業 36,715,800     33,172,491                                       33,641,300     5 一般競争入札（総合評価）
20211026 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３年度　県債　ため池等　第６８号－２ 田尻地区　排水機据付工事 和歌山市田尻地内 株式会社冨士商會 35,521,200     31,639,979                                       33,770,000     3 一般競争入札（総合評価）
20211026 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３年度　中山間　第６号－１ 尼寺地区用水施設整備（その１）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社卯八組 11,363,000     10,212,733                                       11,352,000     1 一般競争入札
20211026 日高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　復旧　第６号－４ 復旧治山事業 日高郡印南町大字宮ノ前字大野田山　地内 株式会社グリーン特殊 55,385,000     50,478,277                                       50,611,000     13 一般競争入札（総合評価）
20211019 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－４ 地すべり防止事業 新宮市熊野川町宮井字　奥谷　外　地内 有限会社匠建設 26,654,100     23,572,065                                       26,180,000     2 一般競争入札
20211019 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－３ 嶋地区水路改修（その３）工事 紀の川市嶋地内 株式会社前川組 19,555,800     17,305,221                                       17,523,000     4 一般競争入札（総合評価）
20211013 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　ほ場環境　第３号－４ 田殿地区　かんがい施設整備（その７）工事 有田郡有田川町田口外地内 浅田電機株式会社 31,596,400     28,549,105                                       28,910,200     6 一般競争入札
20211013 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－３ 和歌山３期地区鳥尾川工区緊急遮断弁整備その３工事 有田市糸我町中番外地内 三洋建設株式会社 84,878,200     78,219,123                                       78,936,000     2 一般競争入札（総合評価）
20211012 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３年度　基水　第９号－２ 河南地区　水路補修その２工事 和歌山市鳴神地内 株式会社日紀建設 34,156,100     30,477,129                                       31,273,000     5 一般競争入札（総合評価）
20211012 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－４ 嶋地区水路改修（その４）工事 紀の川市嶋地内 株式会社前川組 27,623,200     25,002,808                                       25,060,200     6 一般競争入札
20211012 水産局 水産振興課 水産局 水産振興課 令和３年度　水産環境　第１号－１ 和歌山うらみ地区漁場測量調査業務 東牟婁郡串本町須江地先 株式会社日高測地 4,004,000      3,172,951                                        3,179,000      4 一般競争入札
20211011 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３年度　県防　第１２号 県土防災対策治山事業 西牟婁郡上富田町岡小郷　地内 中村組 7,069,700      6,220,345                                        7,062,000      2 一般競争入札
20211011 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３年度　県防　第１４号 県土防災対策治山事業 西牟婁郡白浜町大露ヶ谷　地内 中村組 9,641,500      8,611,797                                        9,636,000      1 一般競争入札
20211011 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　予防　第１２号－２ 予防治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字　南大居　字　尾谷郷　地内 株式会社雅建設 21,423,600     18,852,163                                       18,917,800     7 一般競争入札（総合評価）
20211007 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－１ 佐川池地区　ため池改修（その１）工事 紀の川市重行地内 三陽建設株式会社 58,426,500     53,260,864                                       58,333,000     1 一般競争入札（総合評価）
20211005 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９１号－１２ 新池（永山）地区　測量業務 和歌山市永山地内 和歌山測量株式会社 5,424,100      4,293,753                                        4,296,380      38 一般競争入札
20210930 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３年度　水源再生　第１号－３ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原中南谷　地内 株式会社中村組 83,427,300     75,576,691                                       76,528,100     2 一般競争入札（総合評価）
20210930 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３年度　調査管理　第３号－１ 西渋田地区　５号排水路改修工事 伊都郡かつらぎ町西渋田地内 ＮＢＭ 3,710,300      3,279,764                                        3,282,983      4 一般競争入札
20210929 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３年度　高度化　第１号－１ 有田・有田川２期地区　水門製作据付工事 有田市糸我町中番地内 株式会社岩田組 17,041,200     15,356,756                                       17,041,200     2 一般競争入札
20210922 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３年度　高度化　第８号－５１ 川辺町周辺地区取水揚水機場実施設計業務 日高郡日高川町和佐地内 日本技術サービス株式会社和歌山事務所 30,578,900     24,560,034                                       30,250,000     1 一般競争入札（総合評価）
20210922 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３年度　予防　第１０号－２ 予防治山事業 田辺市本宮町久保野久保野平　地内 有限会社新成工業 54,986,800     50,237,907                                       50,420,700     9 一般競争入札（総合評価）
20210913 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－４ 水源森林再生対策事業 田辺市龍神村殿原宮ノ谷　地内 山本組 17,463,600     15,426,921                                       15,596,900     4 一般競争入札
20210913 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３年度　予防　第９号－２ 予防治山事業 西牟婁郡白浜町小川合谷東ベラ　地内 有限会社新成工業 11,156,200     9,982,561                                        9,991,300      15 一般競争入札
20210907 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３年度　県推　第６号－５１ 小匠ダム運用検討業務 東牟婁郡那智勝浦町小匠地内 株式会社東京建設コンサルタント和歌山営業所 9,857,100      7,787,930                                        7,975,000      2 一般競争入札
20210907 日高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　復旧　第３号 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 33,836,000     30,092,443                                       33,834,900     6 一般競争入札（総合評価）
20210907 日高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　防災林　第１号－１ 防災林造成事業 日高郡印南町大字印南原　地内 有限会社新紀建設 44,876,700     40,390,815                                       40,540,618     5 一般競争入札（総合評価）
20210907 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－２ 野上大池改修（その１）工事 紀の川市野上地内 紀北造園土木株式会社 58,411,100     52,727,941                                       53,889,000     2 一般競争入札（総合評価）
20210907 日高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　予防　第８号－３ 予防治山事業 日高郡みなべ町島之瀬　字　奴多ノ平　地内 松樹園 32,875,700     29,088,668                                       29,090,600     9 一般競争入札
20210907 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　予防　第１１号－２ 予防治山事業 東牟婁郡那智勝浦町大字　二河　字　楠ノ本　地内 中央建設株式会社 30,206,000     27,384,541                                       27,489,000     16 一般競争入札
20210906 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３年度　ごまさん　第２号 ごまさんふれあいの森再生事業 田辺市龍神村龍神五百原 地内 芝造園 1,766,600      1,561,212                                        1,563,100      11 一般競争入札
20210831 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３年度　ため池等　第８６号－５１ 知谷池地区　ため池改修土質調査業務 紀の川市北勢田地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 4,756,400      3,848,065                                        3,850,000      13 一般競争入札
20210831 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－４ 東池改修その５工事 和歌山市相坂地内 株式会社希真産業 30,801,100     27,534,649                                       27,576,230     11 一般競争入札
20210831 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－４ 内池改修その３工事 和歌山市上野地内 庄司建設工業 32,959,300     30,206,838                                       30,497,569     4 一般競争入札
20210831 日高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　予防　第７号－３ 予防治山事業 日高郡印南町大字古井字津呂　地内 株式会社清水 32,773,400     29,452,814                                       29,553,150     7 一般競争入札
20210825 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３年度　ため池等　第８５号－５１ 上広野池地区　ため池改修土質調査業務 紀の川市赤尾地内 株式会社日高測地 4,127,200      3,344,573                                        3,347,300      14 一般競争入札
20210825 有田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　予防　第４号 北野川地区予防治山工事 有田郡有田川町大字北野川字宮ノ下　地内 株式会社西浦組 23,163,800     20,536,608                                       20,553,500     29 一般競争入札
20210825 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６４号－１ 橙谷池地区　ため池改修（その３）工事 有田郡有田川町奥地内 久保田重機 14,848,900     13,239,845                                       14,848,900     3 一般競争入札
20210824 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－１ 河南地区 水路補修その１工事 和歌山市鳴神地内 株式会社日紀建設 47,080,000     42,717,569                                       43,003,400     4 一般競争入札（総合評価）
20210824 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　ため池等　第９６号－５３ 大池地区　土質調査業務 日高郡印南町古井地内 有限会社熊野路測量設計 1,400,300      1,126,668                                        1,320,000      5 一般競争入札
20210824 海草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　予防　第２号－３ 予防治山事業 海南市下津町橘本字  岩屋谷　地内 株式会社宮尾組 17,573,600     15,710,992                                       15,774,000     5 一般競争入札
20210820 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－３ 倉谷池地区　ため池整備その３工事 橋本市向副地内 山吉建設 8,012,400      7,194,926                                        7,251,200      14 一般競争入札
20210810 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３年度　畑総　第１号－５１ 日向地区　畑地かんがい設計業務 田辺市上芳養地内 菅根測量株式会社 11,895,400     9,729,771                                        11,891,000     3 一般競争入札
20210810 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３年度　畑総　第１号－５２ 日向地区　畑地かんがい測量業務 田辺市上芳養地内 有限会社成和測量設計事務所 7,448,100      5,850,290                                        5,851,979      24 一般競争入札
20210805 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－３ 奥地保安林保全緊急対策事業 紀の川市中鞆渕米之郷　地内 株式会社延希工業 23,720,400     21,290,975                                       21,780,000     2 一般競争入札
20210805 那賀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　緑花センタ　第１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 有限会社静川建設 3,014,000      2,796,871                                        2,798,400      3 一般競争入札
20210804 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－１ 長谷上池地区　ため池改修工事 田辺市上芳養地内 手嶋建設株式会社 28,091,800     24,878,909                                       25,133,900     3 一般競争入札
20210804 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６５号－２ 津兼池地区ため池改修その１工事 有田郡広川町井関地内 株式会社山正組 99,073,700     90,502,824                                       99,000,000     2 一般競争入札（総合評価）
20210803 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－２ 若野頭首工整備その４工事 日高郡日高川町若野外　地内 株式会社古部組 33,877,800     30,659,670                                       30,674,600     12 一般競争入札（総合評価）
20210729 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－１ 沖谷池改修その１工事 海南市沖野々地内 株式会社共栄建設 82,319,600     74,309,307                                       74,648,200     9 一般競争入札（総合評価）
20210729 伊都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１１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　地内 株式会社静川建設 9,918,700      8,793,170                                        8,797,690      15 一般競争入札
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T01_入札結果（随契以外）

令和３年４月１日から令和４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
20210728 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３年度　県防　第１０号 県土防災対策治山事業 西牟婁郡白浜町庄川小森垣内　地内 阿和建設工業株式会社 15,919,200     14,078,042                                       14,085,500     20 一般競争入札
20210728 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　ため池等　第８７号－５３ 片見谷池地区　土質調査業務 日高郡印南町印南地内 有限会社熊野路測量設計 3,352,800      2,692,781                                        2,709,300      13 一般競争入札
20210728 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－３ 北谷池地区　ため池改修（その５）工事 有田郡湯浅町吉川地内 紙屋建設 32,560,000     28,941,271                                       29,810,000     3 一般競争入札（総合評価）
20210720 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３年度　中山間　第７号－１ 久志・中志賀地区ほ場整備その３工事 日高郡日高町志賀地内 株式会社稲垣工務店 34,384,900     31,381,785                                       34,040,600     4 一般競争入札（総合評価）
20210720 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３年度　県債　ため池等　第６８号－１ 田尻地区　排水施設改修工事 和歌山市田尻地内 株式会社川嶋工業 86,901,100     79,035,128                                       79,945,800     4 一般競争入札（総合評価）
20210720 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　ため池等　第７８号－１ 風呂の谷池地区　堤体改修その１工事 日高郡日高川町佐井地内 株式会社上平建設 46,778,600     41,521,094                                       46,668,600     5 一般競争入札（総合評価）
20210713 農業生産局 果樹園芸課 農業生産局 果樹園芸課 令和３年度　鳥獣害総　第１号－５１ 射撃場整備基本計画策定業務 日高郡日高町池田地内 日本工営株式会社和歌山事務所 21,024,300     17,233,574                                       17,248,000     2 一般競争入札（総合評価）
20210713 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３年度　県債　中山間　第５号－１ 別院野尻地区　ほ場整備その５工事 海南市別院地内 株式会社畑中産業 92,873,000     83,935,637                                       92,235,000     2 一般競争入札（総合評価）
20210712 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　地すべり　第２号－５５ 上野東地区　地すべり対策工検討その３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 4,046,900      3,226,867                                        3,267,000      5 一般競争入札
20210712 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　地すべり　第２号－５７ 上野東地区　排水路測量その３業務 田辺市上野地内 菅根測量株式会社 14,089,900     10,794,042                                       10,861,400     24 一般競争入札
20210707 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　ほ場環境　第３号－２ 田殿地区　かんがい施設整備（その５）工事 有田郡有田川町田口地内 有限会社広川 4,017,200      3,668,819                                        3,688,410      6 一般競争入札
20210707 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　ほ場環境　第３号－３ 田殿地区　かんがい施設整備（その６）工事 有田郡有田川町田口地内 株式会社松葉建設 6,022,500      5,415,858                                        5,422,340      10 一般競争入札
20210706 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４号－２ 県土防災対策治山事業調査業務 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 5,674,900      4,511,118                                        4,567,200      4 一般競争入札
20210706 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－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 国際航業株式会社和歌山営業所 5,162,300      4,193,846                                        4,205,300      2 一般競争入札
20210706 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６８号－２ 田尻地区　排水機製作その２工事 和歌山市田尻地内 三基工業株式会社大阪営業所 85,902,300     82,717,729                                       84,205,000     3 一般競争入札（総合評価）
20210706 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－３ 畑谷池地区　ため池整備その３工事 伊都郡かつらぎ町妙寺地内 湯峯建設株式会社 81,933,500     74,398,599                                       75,375,300     5 一般競争入札（総合評価）
20210706 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　復旧　第９号 復旧治山事業 新宮市木ノ川字　児子ヶ原　地内 井上工業株式会社 14,586,000     12,969,202                                       12,998,700     15 一般競争入札
20210706 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－３ 孟子犬飼池改修その２工事 海南市孟子地内 友奈建設 4,546,300      4,048,968                                        4,070,000      5 一般競争入札
20210705 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　地すべり　第２号－５４ 上野東地区　地すべり調査業務 田辺市上野地内 明治コンサルタント株式会社和歌山営業所 5,376,800      4,285,846                                        4,299,900      9 一般競争入札
20210705 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　地すべり　第２号－５６ 上野東地区　排水路設計その３業務 田辺市上野地内 有限会社南紀測量 10,747,000     8,409,446                                        8,539,300      11 一般競争入札
20210630 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３年度　ため池等　第９４号－５１ 藷地池地区　ため池改修実施設計業務 有田郡湯浅町吉川地内 株式会社ＮＡＣ総建 6,329,400      5,116,986                                        5,123,030      5 一般競争入札
20210630 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９４号－５２ 藷地池地区　ため池改修測量業務 有田郡湯浅町吉川地内 株式会社ＵＲＡ 2,579,500      2,018,985                                        2,321,000      8 一般競争入札
20210630 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９４号－５１ 藷地池地区　ため池改修地質調査業務 有田郡湯浅町吉川地内 株式会社ＵＲＡ 2,737,900      2,095,023                                        2,104,080      16 一般競争入札
20210629 海草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９号 県土防災対策治山事業 海草郡紀美野町毛原中字 前窪垣内 地内 品川水道工業株式会社 3,215,300      2,852,883                                        2,904,000      4 一般競争入札
20210629 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３年度　県推　第２号－５１ 尼寺地区 ほ場整備調査計画業務 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社国土開発センター和歌山営業所 4,965,400      3,893,319                                        4,708,000      3 一般競争入札
20210629 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－３ 別院奥観音池付帯工事 海南市別院地内 酒井商店株式会社 6,853,000      6,054,783                                        6,056,600      18 一般競争入札
20210629 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－２ 孟子犬飼池付帯工事 海南市孟子地内 株式会社里村建設 9,040,900      7,959,332                                        7,981,710      19 一般競争入札
20210628 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３年度　県防　第７号 県土防災対策治山事業 田辺市上秋津下左向地内 向井組 12,433,300     11,080,445                                       11,103,400     4 一般競争入札
20210622 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　ため池等　第９５号－５３ 奥谷池地区　土質調査業務 日高郡由良町吹井地内 株式会社新和ソイル 2,882,000      2,300,616                                        2,301,530      13 一般競争入札
20210622 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４２号－２ 樫河池改修その４工事 海草郡紀美野町動木地内 株式会社エコス 5,054,500      4,410,872                                        4,426,400      12 一般競争入札
20210622 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５７号－２ 重根新池付帯工事 海南市重根地内 松浦舗道建設株式会社 2,823,700      2,448,935                                        2,472,690      9 一般競争入札
20210622 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８９号－１１ 天王池地区　設計業務 和歌山市府中地内 株式会社三紀屋測量 6,091,800      4,710,025                                        4,736,352      8 一般競争入札
20210622 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３年度　ため池等　第９７号－５１ 平谷池　測量実施設計業務 橋本市清水地内 株式会社データ技研 17,611,000     14,171,763                                       14,254,042     8 一般競争入札
20210622 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３年度　ため池等　第９７号－５２ 平谷池　土質調査業務 橋本市清水地内 株式会社ＮＡＣ総建 7,860,600      6,242,321                                        6,268,900      10 一般競争入札
20210622 伊都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　予防　第１号 予防治山事業 橋本市高野口町嵯峨谷字水ノ元　地内 株式会社丸山組 23,301,300     20,745,256                                       20,747,100     17 一般競争入札
20210621 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－３ 市ノ瀬地区観音下池改修その２工事 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 手嶋建設株式会社 19,936,400     17,764,872                                       17,911,300     3 一般競争入札
20210615 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１号－１２ 永谷３期地区　地すべり調査観測その６業務 海草郡紀美野町永谷地内 有限会社熊野路測量設計 4,460,500      3,506,748                                        3,545,300      12 一般競争入札
20210615 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９１号－１１ 新池(永山）地区　設計業務 和歌山市永山地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 7,110,400      5,805,521                                        5,824,500      8 一般競争入札
20210615 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９０号－１１ 大池（薬勝寺）地区　設計業務 和歌山市薬勝寺地内 株式会社センダイ工部コンサルタント 6,097,300      4,920,029                                        4,994,000      8 一般競争入札
20210615 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－２ 地すべり防止事業 新宮市熊野川町日足字 萬歳　外　地内 和歌山技工 19,389,700     17,510,756                                       17,615,400     6 一般競争入札
20210615 伊都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　復旧　第２号 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 株式会社まえだ住宅設備 62,575,700     57,343,589                                       57,464,000     3 一般競争入札（総合評価）
20210615 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３年度　復旧　第８号 復旧治山事業 田辺市中辺路町野中裏地　地内 株式会社共栄建設工業 94,986,100     85,340,782                                       85,415,000     15 一般競争入札（総合評価）
20210615 日高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　予防　第６号 予防治山事業 日高郡日高川町大字寒川字長志南原　地内 上山建設 19,730,700     17,472,723                                       17,515,300     15 一般競争入札（総合評価）
20210615 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３年度　県推　第１号－５１ 和田地区　ほ場整備概略設計業務 日高郡美浜町和田地内 株式会社エイト日本技術開発和歌山支店 5,989,500      4,747,568                                        4,766,300      3 一般競争入札
20210614 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　地すべり　第２号－５３ 上野東地区　地すべり観測その6業務 田辺市上野地内 有限会社熊野路測量設計 10,629,300     8,722,516                                        8,726,300      12 一般競争入札
20210608 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　ため池等　第９５号－５２ 奥谷池地区　測量業務 日高郡由良町吹井地内 有限会社日廣技研 1,538,900      1,162,502                                        1,166,000      12 一般競争入札
20210608 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３年度　ため池等　第８４号－１１ 岩屋谷下池地区　設計業務 海南市下津町橘本地内 株式会社ＮＡＣ総建 8,595,400      6,780,571                                        6,865,870      10 一般競争入札
20210608 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８４号－１２ 岩屋谷下池地区　測量業務 海南市下津町橘本地内 株式会社近代技研 4,368,100      3,458,157                                        3,459,170      36 一般競争入札
20210608 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８４号－１１ 岩屋谷下池地区　地質調査業務 海南市下津町橘本地内 株式会社キワコンサルタント 7,667,000      5,948,416                                        6,000,960      9 一般競争入札
20210608 日高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６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 有限会社匠建設 4,346,100      3,886,812                                        4,213,000      1 一般競争入札
20210608 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３年度　中山間　第８号－１ 小浦地区  ほ場整備その１工事 日高郡日高町小浦地内 株式会社ケイズ 82,204,100     75,922,726                                       76,138,700     2 一般競争入札（総合評価）
20210608 日高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　復旧　第４号 復旧治山事業 日高郡日高川町大字寒川字東谷　地内 有限会社レイバ 6,485,600      5,682,716                                        5,693,600      18 一般競争入札
20210608 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　ため池等　第８７号－５２ 片見谷池地区　測量業務 日高郡印南町印南地内 有限会社日廣技研 1,480,600      1,116,864                                        1,120,900      12 一般競争入札
20210607 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－５４ 市ノ瀬地区ジュンサイ池・杉山池実施設計業務 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 株式会社データ技研 10,666,700     8,437,993                                        8,490,592      10 一般競争入札
20210607 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－５３ 市ノ瀬地区ジュンサイ池・杉山池測量業務 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 有限会社南紀測量 1,766,600      1,320,259                                        1,327,700      10 一般競争入札
20210607 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－５２ 市ノ瀬地区ジュンサイ池・杉山池土質調査業務 西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内 青葉コンサルタント株式会社 4,504,500      3,636,963                                        3,654,860      18 一般競争入札
20210601 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４号－１ 県土防災対策治山事業調査業務 東牟婁郡那智勝浦町大字 那智山 字 南谷　外　地内 株式会社キワコンサルタント 4,043,600      3,226,579                                        3,228,005      9 一般競争入札
20210601 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　ため池等　第９６号－５２ 大池地区　測量業務 日高郡印南町古井地内 株式会社アール・エス 2,026,200      1,516,136                                        1,519,684      15 一般競争入札
20210601 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－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 株式会社ＮＡＣ総建 11,790,900     9,632,576                                        9,694,300      8 一般競争入札
20210601 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８３号－１２ 別院観音池地区 測量業務 海南市別院地内 有限会社クボタ測建工業 3,576,100      2,762,107                                        2,766,500      18 一般競争入札
20210601 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３年度　ため池等　第８３号－１１ 別院観音池地区　設計業務 海南市別院地内 和建技術株式会社 8,207,100      6,517,638                                        6,553,800      9 一般競争入札
20210601 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８３号－１１ 別院観音池地区　地質調査業務 海南市別院地内 株式会社阪和建設コンサルタント 5,578,100      4,518,968                                        4,592,390      14 一般競争入札
20210531 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３年度　機能強化　第１号 機能強化・老朽化対策事業 田辺市龍神村柳瀬今西　地内 中村組 9,313,700      8,149,350                                        8,330,300      1 一般競争入札
20210531 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３年度　県防　第３号 県土防災対策治山事業 田辺市鮎川鉛山　地内 株式会社豊建設 18,664,800     16,571,871                                       16,602,300     32 一般競争入札
20210526 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６５号－５１ 津兼池地区　ため池改修測量その２業務 有田郡広川町井関地内 梶野測量設計 2,911,700      2,261,135                                        2,585,000      8 一般競争入札
20210526 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６５号－５２ 津兼池地区　ため池改修地質調査その２業務 有田郡広川町井関地内 株式会社ＮＡＣ総建 2,073,500      1,570,775                                        1,588,730      16 一般競争入札
20210526 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３号－２ 復旧治山事業測量業務 有田郡有田川町大字　下湯川　字　徳田谷　地内 株式会社石井コンサルタント 1,925,000      1,486,354                                        1,727,000      8 一般競争入札
20210525 那賀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　復旧　第１号－２ 復旧治山事業設計業務 紀の川市中津川字梅ノ木ザコ　地内 株式会社ＵＲＡ 2,663,100      2,115,699                                        2,155,670      7 一般競争入札
20210525 那賀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　復旧　第１号－１ 復旧治山事業測量業務 紀の川市中津川字梅ノ木ザコ　地内 株式会社都市開発設計事務所 1,287,000      948,280                                           964,000        13 一般競争入札
20210518 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　機能強化　第２号－１ 機能強化・老朽化対策事業調査業務 東牟婁郡古座川町高瀬字　上地　地内 応用地質株式会社和歌山営業所 8,977,100      7,122,584                                        7,134,600      4 一般競争入札
20210518 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－２ 吉原田原地区　附帯工事 橋本市吉原地内 境和技建有限会社 11,302,500     9,979,282                                        9,989,870      23 一般競争入札
20210518 日高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２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 青貝建築 10,212,400     8,965,143                                        8,970,500      22 一般競争入札
20210518 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　地すべり　第９号－５１ 晩稲熊岡地区 地すべり観測・解析業務 日高郡みなべ町晩稲・熊岡  地内 株式会社データ技研 9,534,800      7,830,129                                        7,870,995      9 一般競争入札
20210518 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３年度　復旧　第５号 復旧治山事業 田辺市龍神村小家才ノ谷　地内 株式会社中垣組 73,882,600     66,044,064                                       66,266,200     15 一般競争入札（総合評価）
20210518 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　復旧　第１０号－１ 復旧治山事業調査業務 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 8,977,100      7,100,402                                        7,134,600      4 一般競争入札
20210518 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　予防　第１１号－１ 予防治山事業設計業務 東牟婁郡那智勝浦町大字　二河　字　楠ノ本　地内 株式会社三松 3,944,600      3,187,045                                        3,938,000      3 一般競争入札
20210518 伊都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　予防　第３号－２ 予防治山事業設計業務 伊都郡高野町大字　大滝　字　宮垣内　地内 有限会社清水測量 1,893,100      1,486,863                                        1,534,500      6 一般競争入札
20210518 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　予防　第１２号－１ 予防治山事業設計業務 東牟婁郡那智勝浦町大字　南大居　字　尾谷郷　地内 有限会社吉野測量設計事務所 3,384,700      2,596,540                                        2,642,200      3 一般競争入札
20210518 伊都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　予防　第３号－１ 予防治山事業測量業務 伊都郡高野町大字　大滝　字　宮垣内　地内 株式会社エヌエス 996,600        747,676                                           765,600        13 一般競争入札
20210512 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　高度化　第１７号－５１ 県営水利施設等保全高度化事業　川口地区　事業計画書作成業務 有田郡有田川町川口地内 アジア航測株式会社和歌山営業所 9,867,000      7,619,323                                        7,857,300      4 一般競争入札
20210511 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３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 有限会社龍和興業 2,788,500      2,269,550                                        2,278,677      7 一般競争入札
20210511 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３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 809,600        591,815                                           595,100        9 一般競争入札
20210511 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３年度　復旧　第７号－２ 復旧治山事業設計業務 田辺市上野小屋谷　地内 小原測量 2,697,200      2,163,707                                        2,172,500      6 一般競争入札
20210511 日高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　復旧　第６号－１ 復旧治山事業設計業務 日高郡印南町大字　宮ノ前　字　大野田山　地内 株式会社三紀屋測量 2,539,900      2,027,994                                        2,420,000      2 一般競争入札
20210511 日高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　復旧　第６号－２ 復旧治山事業測量業務 日高郡印南町大字　宮ノ前　字　大野田山　地内 株式会社アセック 909,700        695,352                                           705,017        4 一般競争入札
20210511 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３年度　復旧　第７号－１ 復旧治山事業測量業務 田辺市上野小屋谷　地内 菅根測量株式会社 2,219,800      1,642,113                                        1,656,600      10 一般競争入札
20210511 日高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　復旧　第６号－３ 復旧治山事業調査業務 日高郡印南町大字　宮ノ前　字　大野田山　地内 ワコウコンサルタント株式会社 4,254,800      3,292,792                                        3,324,530      21 一般競争入札
20210511 海草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　予防　第２号－２ 予防治山事業　設計業務 海南市下津町橘本字　岩屋谷　地内 有限会社清水測量 2,269,300      1,812,062                                        1,837,000      5 一般競争入札
20210511 海草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　予防　第２号－１ 予防治山事業　測量業務 海南市下津町橘本字　岩屋谷　地内 和建技術株式会社 1,219,900      905,714                                           939,840        9 一般競争入札
20210511 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３年度　予防　第９号－１ 予防治山事業設計業務 西牟婁郡白浜町小川合谷東ベラ　地内 株式会社果無 2,612,500      2,029,427                                        2,055,900      6 一般競争入札
20210511 日高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　予防　第７号－１ 予防治山事業設計業務 日高郡印南町大字　古井　字　津呂　地内 株式会社マエモト 2,729,100      2,134,197                                        2,717,000      2 一般競争入札
20210511 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３年度　予防　第１０号－１ 予防治山事業設計業務 田辺市本宮町久保野久保野平　地内 有限会社南紀測量 5,039,100      3,948,000                                        3,954,500      7 一般競争入札
20210511 日高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　予防　第８号－１ 予防治山事業設計業務 日高郡みなべ町島之瀬　字　奴多ノ平　地内 有限会社佐々木測量設計地所 2,131,800      1,676,961                                        2,112,000      2 一般競争入札
20210511 日高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　予防　第７号－２ 予防治山事業測量業務 日高郡印南町大字　古井　字　津呂　地内 有限会社成和測量設計事務所 1,411,300      1,087,593                                        1,090,474      10 一般競争入札
20210511 日高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　予防　第８号－２ 予防治山事業測量業務 日高郡みなべ町島之瀬島之瀬　字　奴多ノ平　地内 有限会社佐々木測量設計地所 733,700        551,540                                           553,855        4 一般競争入札
20210420 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７号－２ 久志・中志賀地区　ほ場整備その２工事 日高郡日高町志賀地内 株式会社小林建設 109,104,600   99,761,186                                       108,900,000   2 一般競争入札（総合評価）
20210414 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３号－１ 下湯川地区復旧治山工事 有田郡 有田川町 大字 下湯川 字 徳田谷 地内 株式会社グリーン特殊 105,301,900   97,324,012                                       97,350,000     2 一般競争入札（総合評価）
20210413 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　ため池等　第９５号－５１ 奥谷池地区　実施設計業務 日高郡由良町吹井地内 株式会社ＮＡＣ総建 8,888,000      7,133,120                                        7,158,800      11 一般競争入札
20210413 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　ため池等　第９６号－５１ 大池地区　実施設計業務 日高郡印南町古井地内 株式会社ＵＲＡ 9,482,000      7,441,534                                        7,467,900      11 一般競争入札
20210413 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　ため池等　第８７号－５１ 片見谷池地区　実施設計業務 日高郡印南町印南地内 株式会社近畿コンサルタント 8,162,000      6,320,771                                        6,353,651      11 一般競争入札
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T01_入札結果（随契以外）

令和３年４月１日から令和４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
20210409 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　県防　第２５号 野田原地区県土防災対策治山工事 紀の川市桃山町野田原字 光長　地内 山本重機 5,223,900      4,546,967                                        4,730,000      1 一般競争入札
20210408 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　中山間　第６号－２ 尼寺地区 ２工区ほ場整備（その２）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社畑中産業 50,715,500     45,734,047                                       50,715,500     2 一般競争入札（総合評価）
20210408 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　中山間　第６号－３ 尼寺地区 ２工区ほ場整備（その３）工事 紀の川市貴志川町尼寺地内 株式会社トーワ建設 19,242,300     17,113,525                                       17,175,400     3 一般競争入札（総合評価）
20210406 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９３号－５１ 三ツ池下池地区　ため池改修設計業務 紀の川市荒見地内 株式会社中山綜合コンサルタント 4,697,000      3,698,553                                        3,730,210      11 一般競争入札
20210406 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９２号－５１ 上新池地区　ため池改修設計業務 紀の川市麻生津中地内 菅根測量株式会社 8,074,000      6,549,593                                        6,603,300      11 一般競争入札
20210406 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　ため池等　第３３号－１ 白倉池地区付帯その２工事 日高郡由良町中地内 雅工業 23,097,800     20,942,558                                       20,968,090     27 一般競争入札
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