
（別紙様式1）

公共工事名称、場所、期間及び種別 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
一般競争入札・指名競争の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備考

佐賀第２合同庁舎（２９）電気改修その他工事
佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号
2017/11/03～2018/03/30
電気設備工事

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　増　田　博　行
〒８１２－００１３　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合同庁舎７階

平成29年11月2日
西日本電気システム（株）
大阪府大阪市淀川区宮原３－５－３６

7120001057491
一般競争
（総合評価） 94,003,200 85,968,000 91.50%

平成２９年度筑後川大野島地区用地調査等業務
福岡県大川市大字大野島地内
2017/11/23～2018/02/23
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　船　橋　　昇　治
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年11月22日
（株）白石総合コンサルタント
大分県中津市中央町１－２－３５

1320001010799 指名競争契約 6,814,800 6,480,000 95.10%

平成２９年度筑後川瀬ノ下地区地盤変動影響事前調査業務
福岡県久留米市瀬下町地内
2017/12/01～2018/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　船　橋　　昇　治
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年11月30日
（株）間瀬コンサルタント
東京都世田谷区喜多見９－４－７

5010901011288 指名競争契約 9,882,000 8,100,000 82.00%

平成２９年度　筑後川久留米・片ノ瀬地区縦横断測量業務
筑後川水系筑後川
2017/11/29～2018/05/31
測量

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　船　橋　　昇　治
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年11月28日
平和測量設計（株）
福岡県久留米市東合川７－１０－１１

4290001049558 指名競争契約 45,435,600 43,200,000 95.10%

平成２９年度　筑後川下流支川縦横断測量業務
福岡県久留米市外
2017/11/29～2018/05/31
測量

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　船　橋　　昇　治
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年11月28日
日鉄鉱コンサルタント（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３

3010001025538 指名競争契約 33,015,600 26,508,600 80.30%

平成２９年度　筑後川吉井・日田地区縦横断測量業務
筑後川水系筑後川
2017/11/29～2018/05/31
測量

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　船　橋　　昇　治
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年11月28日
（株）エスケイエンジニアリング
福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

3290001040484 指名競争契約 28,933,200 27,000,000 93.30%

平成２９年度飯塚地区環境整備工事
福岡県飯塚市目尾地先
2017/11/02～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長　浦　山　洋　一
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成29年11月1日
崎村組
福岡県飯塚市小正２３１－１６

一般競争
（総合評価） 25,844,400 23,220,000 89.80%

平成２９年度田川出張所管内樋管補修等工事
福岡県田川郡糸田町大字大熊地先外
2017/11/07～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長　浦　山　洋　一
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成29年11月6日
正木工業（株）
福岡県田川市大字伊田３４６４

7290801016960
一般競争
（総合評価） 72,284,400 68,364,000 94.60%

平成２９年度飯塚出張所管内樋管補修等工事
福岡県嘉麻市岩崎地先外
2017/11/07～2018/05/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長　浦　山　洋　一
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成29年11月6日
（株）香翠園
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８－３

6290001046264
一般競争
（総合評価） 37,951,200 34,506,000 90.90%

河口堰予備ゲート修繕工事
福岡県遠賀郡水巻町大字猪熊地先
2017/11/07～2018/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長　浦　山　洋　一
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成29年11月6日
直方工業（株）
福岡県直方市溝掘２－７－１３

3290801014266
一般競争
（総合評価） 34,452,000 32,400,000 94.00%

平成２９年度花ノ木堰管理橋補修工事
福岡県直方市大字植木地先
2017/11/16～2018/05/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長　浦　山　洋　一
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成29年11月15日
（株）松浦組
福岡県直方市溝堀１－７－４０

3290801014324
一般競争
（総合評価） 36,352,800 33,048,000 90.90%

平成２９年度有明海沿岸道路（８工区外）事後調査等業務
福岡県柳川市地内
2017/11/22～2018/03/09
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　福岡国道事務所長　安　部　　勝　也
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成29年11月21日
（株）新世コンソーシアム
福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３

1290001001389 指名競争契約 4,838,400 4,590,000 94.90%

福岡３号千代地区路面復旧工事
福岡県福岡市博多区千代地内〜堅粕地内
2017/11/08～2018/08/31
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　福岡国道事務所長　安　部　　勝　也
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成29年11月7日
福岡道路（株）
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

9290001005829
一般競争
（総合評価） 84,348,000 81,540,000 96.70%

平成２９年度　福岡国道管内南部地区舗装修繕工事
福岡県筑後市蔵数地先外
2017/11/18～2018/02/28
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　福岡国道事務所長　安　部　　勝　也
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成29年11月17日
（株）時里組
福岡県久留米市荒木町今２２２－１

4290001049252
一般競争
（総合評価） 99,921,600 91,152,000 91.20%

福岡２０８号　大川高架橋床版（Ｐ２３―Ｐ２７）工事
福岡県大川市大字幡保地内外
2017/11/02～2018/06/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　福岡国道事務所長　安　部　　勝　也
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成29年11月1日
（株）荻島組
福岡県柳川市隅町２８

8290001052715
一般競争
（総合評価） 92,415,600 85,266,000 92.30%

宇佐町宿舎防水改修その他工事
福岡県北九州市小倉北区宇佐町２丁目２－２４　外２箇所
2017/12/01～2018/03/15
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　北九州国道事務所長　竹　下　卓　宏
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

平成29年11月16日
（株）月形
福岡県北九州市小倉北区菜園場２－１－９

9290801002406
一般競争
（総合評価） 14,590,800 14,126,400 96.80%

松右エ門搦排水樋管機械設備工事
佐賀県杵島郡白石町福富地先
2017/11/17～2018/06/29
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　財　　津　　　知　　亨
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

平成29年11月16日
（株）協和製作所
佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１

5300001000179
一般競争
（総合評価） 15,865,200 15,228,000 96.00%

厳木ダムコンジット予備ゲート設備塗替工事
佐賀県唐津市厳木町広瀬地先
2017/11/03～2018/03/28
塗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　財　　津　　　知　　亨
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

平成29年11月2日
今泉工業（株）
佐賀県西松浦郡有田町南原丁８０－８

7300001005853
一般競争
（総合評価） 23,889,600 22,032,000 92.20%

平成２９年度嘉瀬川ダム貯水池内堆砂測量業務
佐賀県佐賀市富士町畑瀬外
2017/11/21～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　財　　津　　　知　　亨
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

平成29年11月20日
東亜建設技術（株）
福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

2290001008929 指名競争契約 19,094,400 13,932,000 73.00%

平成２９年度国道３号鳥栖拡幅事業損失事前調査業務
佐賀県鳥栖市曾根崎町地内
2017/11/15～2018/03/16
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年11月14日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ケ江５－８－１１

1300001001362
指名競争契約
（総合評価） 13,370,400 12,636,000 94.50%

平成２９年度伊万里道路長浜地区外土地評価業務
佐賀県伊万里市東山代町日尾及び長浜地内
2017/11/23～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年11月22日
（株）大建
福岡県福岡市早良区南庄２－９－１２

1290001005349 指名競争契約 8,013,600 6,307,200 78.70%

平成２９年度　多久佐賀道路（１期）三日月町地区外路線測量業務
佐賀県小城市小城町〜三日月町、佐賀市本庄町、佐賀市諸富町
2017/11/07～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年11月6日
国際技術コンサルタント（株）
佐賀県佐賀市久保田町大字新田３７９７－３

8300001000300 指名競争契約 18,846,000 15,012,000 79.70%

平成２９年度本明川ダム（帯田地区）外事業損失事前調査等業務
長崎県諫早市富川町地内外
2017/11/14～2018/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月13日
（株）大建補償コンサルタント
福岡県大野城市仲畑２－１－２

9290001008443 指名競争契約 10,800,000 10,368,000 96.00%

国道３４号大村拡幅再算定等業務
長崎県大村市杭出津一丁目
2017/11/14～2018/03/09
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月13日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867 指名競争契約 2,430,000 2,268,000 93.30%

国道３４号新日見トンネル建物事前調査業務
長崎県長崎市芒塚町及び本河内四丁目
2017/11/14～2018/03/09
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月13日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867 指名競争契約 5,961,600 5,562,000 93.30%

国道３４号長崎市切通地区外用地調査等業務
長崎県長崎市田中町外
2017/11/14～2018/07/31
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月13日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556 指名競争契約 15,865,200 15,228,000 96.00%
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国道２０５号川棚地区外用地調査等業務
長崎県東彼杵郡川棚町、東彼杵郡東彼杵町
2017/11/14～2018/07/31
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月13日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ケ江５－８－１１

1300001001362 指名競争契約 15,822,000 12,376,800 78.20%

平成２９年度長崎管内積算技術業務
長崎河川国道事務所管内
2017/11/17～2018/03/30
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月17日
（株）九州建設マネジメントセンター
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９

4290001067064
一般競争
（総合評価） 89,521,200 84,996,000 94.90%

長崎２０５号江上高架橋床版工外工事
長崎県佐世保市指方町地先
2017/11/23～2018/09/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月22日
（株）梅村組
長崎県佐世保市福石町２０－８

7310001005167
一般競争
（総合評価） 118,087,200 113,563,080 96.20%

平成２９年度　佐世保・大村管内橋梁補修外工事
佐世保国道維持出張所及び大村維持出張所管内
2017/11/30～2018/08/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月29日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 146,761,200 131,760,000 89.80%

本明川水系定期縦横断測量（延伸区間）業務
長崎県諫早市
2017/11/08～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月7日
橋口技術設計（株）
長崎県諫早市貝津町２９６２－１

4310001008338 指名競争契約 16,426,800 14,666,400 89.30%

本明川水系定期縦横断測量業務
長崎県諫早市
2017/11/22～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　垣　原　　清　次
長崎市宿町３１６－１

平成29年11月21日
（株）橋組
長崎県佐世保市園田町３－１

2310001005898 指名競争契約 18,532,800 16,610,400 89.60%

平成２９年度国道３号竹崎地区土地評価業務
熊本県宇城市松橋町地内
2017/11/15～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月14日
新和技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

3340001005358 指名競争契約 3,639,600 3,456,000 95.00%

平成２９年度国道３号興善寺地区外用地調査等業務
熊本県八代市地内外
2017/11/30～2018/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月29日
東亜建設技術（株）
福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

2290001008929
指名競争契約
（総合評価） 4,838,400 4,827,600 99.80%

平成２９年度　緑川川口地区築堤外工事
熊本県熊本市南区川口町地先外
2017/11/02～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月1日
大政建設（株）
熊本県熊本市西区花園４－８－６

7330001002732
一般競争
（総合評価） 204,595,200 185,652,000 90.70%

平成２９年度　白川渡鹿取水樋門工事
熊本県熊本市中央区渡鹿地先
2017/11/10～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月9日
（株）南州土木
熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

1330001003372
一般競争
（総合評価） 186,505,200 175,284,000 94.00%

九州横断道（嘉島〜山都）鶴山谷トンネル外舗装工事
熊本県上益城郡益城町大字小池地内
2017/11/08～2018/11/30
セメント・コンクリート舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月7日
日本道路（株）
東京都港区新橋１－６－５

9010401023409
一般競争
（総合評価） 277,614,000 252,720,000 91.00%

九州横断道（嘉島〜山都）倉道地区改良２２期工事
熊本県上益城郡御船町大字田代地内
2017/11/10～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月9日
光進建設（株）
熊本県熊本市東区御領２－２８－１

4330001001745
一般競争
（総合評価） 144,741,600 130,896,000 90.40%

九州横断道（嘉島〜山都）倉道地区改良２３期工事
熊本県上益城郡御船町大字田代地内
2017/11/14～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月13日
（株）橋口組
熊本県熊本市南区良町４－１０－９８

6330001003756
一般競争
（総合評価） 184,917,600 168,480,000 91.10%

平成２９年度　熊本管内道路改築関係積算技術業務
熊本河川国道事務所管内
2017/11/17～2018/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月16日
（株）九州建設マネジメントセンター
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９

4290001067064
一般競争
（総合評価） 74,185,200 70,416,000 94.90%

九州横断道（嘉島〜山都）大平浄光寺地区改良工事
熊本県上益城郡益城町大字小池地内外
2017/12/01～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月30日
（株）吉本組
熊本県上益城郡御船町木倉１５８８

5330001010869
一般競争
（総合評価） 147,819,600 144,720,000 97.90%

白川二本木地区環境整備工事
熊本県熊本市西区二本木地先
2017/11/14～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月13日
（有）八十建設
熊本県熊本市東区新南部６－１－５３

7330002008282
一般競争
（総合評価） 99,748,800 89,856,000 90.10%

平成２９年度　不法占用物件調査及び適正化業務
熊本維持出張所及び八代維持出張所管内（一般国道３号）
2017/11/03～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月2日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228 指名競争契約 2,732,400 2,592,000 94.90%

平成２９年度災害復旧熊本５７号平川地区道路改良（その１）工事
熊本県菊池郡大津町平川地先
2017/11/07～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月6日
池田・明興地域維持型建設共同企業体
熊本県玉名市天水町小天７３７１

一般競争
（総合評価） 443,847,600 402,840,000 90.80%

平成２９年度　国道５７号北側復旧ルート等測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2017/11/15～2018/03/30
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月14日
（株）水野建設コンサルタント
熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

9330001004495
指名競争契約
（総合評価） 35,132,400 29,592,000 84.20%

熊本管内防災情報表示装置増設工事
熊本市東区西原１－１２－１熊本河川国道事務所外
2017/11/11～2018/03/23
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　森　田　　康　夫
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年11月10日
光陽無線（株）
福岡県福岡市博多区新和町２－３－３２

2290001013078
一般競争
（総合評価） 39,603,600 38,664,000 97.60%

平成２９年度矢黒地区掘削護岸工事
熊本県人吉市西間下町地内
2017/12/25～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　貫　名　　功　二
八代市萩原町１－７０８－２

平成29年11月28日
（株）白砂組
熊本県球磨郡相良村川辺１５９９－１

7330001015916
一般競争
（総合評価） 101,401,200 91,800,000 90.50%

熊本３号大迫橋上部工工事
熊本県水俣市大迫地先
2017/11/25～2018/08/20
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　貫　名　　功　二
八代市萩原町１－７０８－２

平成29年11月24日
川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３－１

7011501001074
一般競争
（総合評価） 282,171,600 255,312,000 90.50%

熊本３号岩城地区改良外工事
熊本県葦北郡津奈木町千代〜水俣市袋地先
2017/12/01～2018/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　貫　名　　功　二
八代市萩原町１－７０８－２

平成29年11月30日
（株）中山建設
熊本県八代市夕葉町３－７

5330001013657
一般競争
（総合評価） 193,330,800 190,080,000 98.30%

平成２９年度　球磨川測量設計業務
熊本県八代市外
2017/11/15～2018/08/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　貫　名　　功　二
八代市萩原町１－７０８－２

平成29年11月14日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３－１７

2330001001086
指名競争契約
（総合評価） 21,373,200 17,118,000 80.10%

平成２９年度　球磨川上流域空中写真撮影及び平面図作成業務
熊本県球磨郡球磨村〜水上村
2017/11/15～2018/05/18
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　貫　名　　功　二
八代市萩原町１－７０８－２

平成29年11月14日
アジア航測（株）
東京都新宿区西新宿６－１４－１（新宿グリ－ンタワ－ビル）

6011101000700
指名競争契約
（総合評価） 40,575,600 32,562,000 80.30%

平成２９年度　球磨川中下流域空中写真撮影及び平面図作成業務
熊本県八代市〜球磨郡球磨村
2017/11/15～2018/04/20
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　貫　名　　功　二
八代市萩原町１－７０８－２

平成29年11月14日
東亜建設技術（株）
福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

2290001008929
指名競争契約
（総合評価） 39,808,800 31,892,400 80.10%
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川辺川ダム管内斜面対策工実施設計業務
熊本県球磨郡五木村
2017/11/30～2018/03/23
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所長　根　本　　深
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

平成29年11月29日
大福コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１７－１５

4340001002569
指名競争契約
（総合評価） 10,368,000 8,596,800 82.90%

合志川改修附帯舟島橋仮橋設置その他工事
熊本県熊本市北区植木町平井地先
2017/11/17～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　菊池川河川事務所長　鶴﨑　秀樹
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成29年11月16日
（株）緒方建設
熊本県菊池市野間口１０９７

1330001009601
一般競争
（総合評価） 109,922,400 104,760,000 95.30%

迫間川・岩野川定期縦横断測量業務
菊池川水系
2017/11/07～2018/03/30
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　菊池川河川事務所長　鶴﨑　秀樹
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成29年11月6日
西日本測量設計（株）
熊本県熊本市東区花立５－５－８７

5330001003633 指名競争契約 10,119,600 9,039,600 89.30%

平成２９年度小野鶴地区護岸工事
大分県大分市大字小野鶴地先
2017/11/16～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大分河川国道事務所長　今田　一典
大分市西大道１丁目１番７１号

平成29年11月15日
柴田建設（株）
大分県大分市大字中判田１７１２－４

3320001001383
一般競争
（総合評価） 67,057,200 60,372,000 90.00%

大野川出張所耐震診断設計業務
大分市大字志村字川平２１８－２
2017/11/25～2018/02/28
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大分河川国道事務所長　今田　一典
大分市西大道１丁目１番７１号

平成29年11月24日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867 指名競争契約 2,948,400 1,728,000 58.60%

古国府局直流電源設備外更新工事
大分県大分市大字古国府字上新田１１７９－１　大分維持出張所外
2017/11/09～2018/02/28
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大分河川国道事務所長　今田　一典
大分市西大道１丁目１番７１号

平成29年11月8日
千代田興産（株）
福岡県福岡市中央区白金２－５－１６

4290001008786
一般競争
（総合評価） 16,135,200 14,796,000 91.70%

平成２９年度佐伯河川国道事務所敷地調査業務
大分県佐伯市長島町地内
2017/11/17～2018/01/19
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐伯河川国道事務所長　白　田　　雅　彦
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

平成29年11月16日
（株）白石総合コンサルタント
大分県中津市中央町１－２－３５

1320001010799 指名競争契約 2,289,600 2,214,000 96.70%

平成２９年度佐伯管内防災事業用地調査等業務
大分県佐伯市直川、弥生地内
2017/12/01～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐伯河川国道事務所長　白　田　　雅　彦
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

平成29年11月30日
（株）白石総合コンサルタント
大分県中津市中央町１－２－３５

1320001010799 指名競争契約 7,376,400 7,020,000 95.20%

平成２９年度　佐伯管内道路管理データ作成業務
佐伯河川国道事務所管内
2017/11/16～2018/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐伯河川国道事務所長　白　田　　雅　彦
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

平成29年11月15日
平成２９年度佐伯管内道路管理データ作成業務日本工営・萩原技研
設計共同体
福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２

指名競争契約
（総合評価） 8,726,400 7,018,920 80.40%

平成２９年度大淀川水系砂防施設補修設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/11/23～2018/03/30
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　鈴　木　　　彰　一
宮崎市大工２丁目３９番地

平成29年11月22日
平成２９年度大淀川水系砂防施設補修設計業務砂防エンジニアリン
グ・エイト日本技術開発設計共同体
熊本市中央区新大江２－１２－１

指名競争契約
（総合評価） 17,744,400 14,202,000 80.00%

宮崎１０号横市川橋Ａ１橋台設置外工事
宮崎県都城市南横市町地内
2017/11/18～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　鈴　木　　　彰　一
宮崎市大工２丁目３９番地

平成29年11月17日
（株）矢野興業
宮崎県宮崎市橘通西５－１－２３

4350001006536
一般競争
（総合評価） 204,498,000 185,760,000 90.80%

高城樋管補修外３件工事
宮崎県都城市高城町穂満坊地先外
2017/11/02～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　鈴　木　　　彰　一
宮崎市大工２丁目３９番地

平成29年11月1日
（株）藤元建設
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８

6350001004174
一般競争
（総合評価） 51,364,800 46,688,400 90.90%

名貫橋外橋梁耐震補強・補修工事
宮崎維持出張所管内、日南国道維持出張所管内
2017/11/21～2018/06/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　鈴　木　　　彰　一
宮崎市大工２丁目３９番地

平成29年11月20日
旭建設（株）
宮崎県日向市向江町１－２００

2350001005944
一般競争
（総合評価） 107,913,600 97,686,000 90.50%

高鍋大橋橋梁耐震補強工事
宮崎維持出張所管内
2017/11/23～2018/05/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　鈴　木　　　彰　一
宮崎市大工２丁目３９番地

平成29年11月22日
（株）増田工務店
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０

4350001005752
一般競争
（総合評価） 142,938,000 128,196,000 89.70%

平江地区附属施設設置工事
宮崎県都城市平江町地先
2017/11/22～2018/07/10
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　鈴　木　　　彰　一
宮崎市大工２丁目３９番地

平成29年11月21日
（株）河北
宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４

1350001005664
一般競争
（総合評価） 64,432,800 61,560,000 95.50%

平成２９年度宮崎管内電気通信設備詳細設計業務
宮崎市大工２丁目３９番地外
2017/11/17～2018/03/14
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　鈴　木　　　彰　一
宮崎市大工２丁目３９番地

平成29年11月16日
電設コンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－６

9010001023230
指名競争契約
（総合評価） 33,404,400 27,756,000 83.10%

恒富地区上流堤防整備外工事
宮崎県延岡市上大瀬町地先外
2017/11/03～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長　北　　園　　猛
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成29年11月2日
（株）内山建設
宮崎県日向市大字富高９３－１

6350001005957
一般競争
（総合評価） 82,166,400 73,764,000 89.80%

道の駅北川はゆま新築外実施設計業務
宮崎県延岡市北川町長井５７５１－４１
2017/11/15～2018/03/15
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長　北　　園　　猛
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成29年11月14日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867 指名競争契約 10,832,400 8,424,000 77.80%

平成２９年度　平底跨道橋外実施設計業務
宮崎県西臼杵郡日之影町
2017/11/17～2018/07/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長　北　　園　　猛
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成29年11月16日
パシフィックコンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－２２

8013401001509
指名競争契約
（総合評価） 12,733,200 10,368,000 81.40%

平成２９年度　川内川管内機械設備改修設計業務
鹿児島県薩摩川内市天辰町地先外
2017/11/08～2018/07/13
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川内川河川事務所長　坂　元　　浩　二
鹿児島県薩摩川内市東大小路町２０－２

平成29年11月7日
八千代エンジニヤリング（株）
東京都台東区浅草橋５－２０－８

2011101037696
指名競争契約
（総合評価） 22,960,800 18,576,000 80.90%

平成２９年度　国道２２０号境川地区物件調査等業務
鹿児島県垂水市牛根境地内
2017/11/08～2018/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　吉　栁　　　岳　志
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

平成29年11月7日
（株）中原総合鑑定所
鹿児島県鹿児島市鴨池１－１２－１７

7340001003102 指名競争契約 13,413,600 12,074,400 90.00%

磯脇橋本復旧上部工工事
鹿児島県垂水市牛根麓地先
2018/01/20～2018/12/28
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　吉　栁　　　岳　志
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

平成29年11月22日
コーアツ工業（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目１７番５号

8340001001600
一般競争
（総合評価） 60,166,800 54,540,000 90.60%

磯脇橋本復旧下部工（Ａ１橋台）工事
鹿児島県垂水市牛根麓地先
2018/01/10～2019/01/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　吉　栁　　　岳　志
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

平成29年11月24日
（株）森組
鹿児島県垂水市市木２２８－１

4340001014168
一般競争
（総合評価） 90,504,000 81,000,000 89.50%

磯脇橋本復旧下部工（Ａ２橋台）工事
鹿児島県垂水市牛根麓地先
2018/01/10～2019/01/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　吉　栁　　　岳　志
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

平成29年11月28日
（株）百次建設
鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南３１１１

6340001014166
一般競争
（総合評価） 89,856,000 81,000,000 90.10%

平成２９年度志布志地区用地幅杭設置測量外業務
鹿児島県志布志市
2017/11/17～2018/05/31
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　吉　栁　　　岳　志
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

平成29年11月16日
（株）丸建技術
鹿児島県鹿屋市川東町８０２１－４

7340001014124 指名競争契約 7,074,000 5,518,800 78.00%

鹿児島維持出張所Ａ棟とりこわし工事
鹿児島県鹿児島市下伊敷１丁目５２番２号
2017/11/07～2018/03/30
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年11月6日
（株）吉丸組
鹿児島県鹿児島市玉里町２０－４０

5340001004548
一般競争
（総合評価） 53,827,200 51,300,000 95.30%
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平成２９年度鹿児島国道管内改築測量設計業務
鹿児島県出水市外
2017/11/14～2018/03/15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年11月13日
朝日開発コンサルタンツ（株）
鹿児島県鹿児島市西千石町５－１

7340001000297
指名競争契約
（総合評価） 30,780,000 25,034,400 81.30%

平成２９・３０年度鹿児島維持出張所管内橋梁定期点検業務
鹿児島維持出張所管内
2017/11/16～2019/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年11月15日
（株）エスケイエンジニアリング
福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

3290001040484
指名競争契約
（総合評価） 70,124,400 59,400,000 84.70%

平成２９・３０年度加治木・指宿維持出張所管内橋梁定期点検業務
加治木及び指宿維持出張所管内
2017/11/18～2019/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年11月17日
（株）大進
鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

5340001004977
指名競争契約
（総合評価） 60,080,400 48,200,400 80.20%

平成２９年度　緑川ダム堆砂測量外１件業務
緑川ダム管理所管内
2017/11/15～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　緑川ダム管理所長　川口　芳人
〒８６１－４７０３　熊本県下益城郡美里町畝野３４５６

平成29年11月14日
（株）高崎総合コンサルタント
福岡県久留米市東合川３－７－５

9290001049116
指名競争契約
（総合評価） 17,744,400 14,364,000 80.90%

平成２９年度　下筌ダム堆砂量調査業務
熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕　下筌ダム湖内
2017/11/02～2018/02/28
測量

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川ダム統合管理事務所長　前田　昭浩
久留米市高野１丁目２－２

平成29年11月1日
（株）水野建設コンサルタント
熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

9330001004495 指名競争契約 17,474,400 13,824,000 79.10%

平成２９年度　鶴田ダム堆砂測量業務
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外
2017/11/15～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鶴田ダム管理所長　川野　晃
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

平成29年11月14日
（株）高崎総合コンサルタント
福岡県久留米市東合川３－７－５

9290001049116
指名競争契約
（総合評価） 21,697,200 17,496,000 80.60%

平成２９年度山国川管内堤防点検外業務
山国川河川事務所管理区間内
2017/11/11～2018/03/15
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　山国川河川事務所長　井元　幸司
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

平成29年11月10日
公月測量設計（株）
大分県玖珠郡玖珠町塚脇１６３－８

3320001010335 指名競争契約 5,940,000 5,227,200 88.00%

道路構造物研修施設橋梁上部工工事
福岡県久留米市高野１丁目３－１（九州技術事務所内）
2017/11/03～2018/03/30
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　九州技術事務所長　島本　卓三
久留米市高野１－３－１

平成29年11月2日
川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３－１

7011501001074
一般競争
（総合評価） 29,473,200 29,268,000 99.30%

平成２９年度九州管内路面調査及び路面性状調査外業務
九州地方整備局管内
2017/11/17～2018/06/29
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　九州技術事務所長　島本　卓三
久留米市高野１－３－１

平成29年11月16日
国際航業（株）
東京都千代田区六番町２

9010001008669
指名競争契約
（総合評価） 78,602,400 65,448,000 83.30%

吉野ヶ里歴史公園直流電源装置更新工事
国営吉野ヶ里歴史公園内
2017/11/16～2018/03/23
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
国営海の中道海浜公園事務所長　森口　俊宏
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年11月15日
タイセイ電機（株）
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－６－１

9290001038374
一般競争
（総合評価） 18,576,000 18,252,000 98.30%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


