
（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

福岡能開校（Ｈ２９）空調設備その他改修工事
福岡県北九州市若松区蜑住1728-1
2017/12/21～2018/07/24
暖冷房衛生設備工事

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12月20日
（株）内山組
福岡県北九州市門司区吉志３－７－２９

2290801005126
一般競争
（総合評価） 171,180,000 164,808,000 96.30%

損失補償標準単価（平成３０年度版）作成業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７
2017/12/09～2018/03/23
補償関係コンサルタント業務

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12月8日
（株）中央補償コンサルタント
福岡県北九州市小倉北区木町３－３－７

8290801002398
指名競争契約
（総合評価） 9,741,600 8,370,000 85.90%

平成２９年度筑後川河川事務所管内（後期）積算技術業務
筑後川河川事務所管内
2017/12/06～2018/03/30
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
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12月5日
平成２９年度筑後川河川事務所管内（後期）積算技術業務九州建設
マネジメントセンター・日本振興設計共同体
福岡市博多区博多駅東２－５－１９

一般競争
（総合評価） 90,579,600 72,090,000 79.60%

花月川丸山地区掘削護岸工事
大分県日田市丸山地先
2017/12/23～2018/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月22日
池部土木（株）
大分県日田市城町１丁目２番５４号

1320001009949
一般競争
（総合評価） 128,066,400 115,560,000 90.20%

花月川友田地区掘削護岸工事
大分県日田市友田地先
2017/12/26～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月25日
（株）谷組
大分県日田市大字日高３０４０

9320001010057
一般競争
（総合評価） 115,290,000 103,896,000 90.10%

花月川西有田地区掘削護岸工事
大分県日田市西有田地先
2017/12/26～2018/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月25日
河津建設（株）
大分県日田市三芳小渕町１５１番地

8320001009983
一般競争
（総合評価） 141,782,400 127,872,000 90.20%

花月川花月地区掘削護岸工事
大分県日田市花月地先
2017/12/26～2018/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月25日
田中建設（株）
大分県日田市大字高瀬７２８－５

2320001010055
一般競争
（総合評価） 146,480,400 132,192,000 90.20%

小郡地区整地工事
福岡県小郡市寺福童字神屋敷８８０
2017/12/15～2018/03/15
維持修繕工事

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12月14日
久富建設（株）
福岡県久留米市善導寺町飯田３６５

4290001049459
一般競争
（総合評価） 7,970,400 7,020,000 88.10%

遠賀川水系彦山川添田地区（その１）用地調査業務
福岡県田川郡添田町大字野田外地内
2017/12/28～2018/03/09
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　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12月27日
（株）孝栄設計コンサルタント
福岡県福岡市南区井尻１－３６－２０

4290001013019 指名競争契約 7,689,600 6,001,560 78.00%

彦山川災害復旧（４・１５）工事
福岡県田川郡添田町枡田・落合地先
2017/12/05～2018/07/20
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12月4日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番地の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 108,972,000 98,496,000 90.40%

感田地区上流部築堤整備工事
福岡県直方市感田地先
2017/12/05～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月4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） 81,907,200 73,980,000 90.30%

感田地区下流部築堤整備工事
福岡県直方市感田地先
2017/12/07～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月6日
（株）双一開發
福岡県宮若市高野５９７－１

5290801014495
一般競争
（総合評価） 86,173,200 77,436,000 89.90%

彦山川災害復旧（１７）工事
福岡県田川郡添田町落合地先
2017/12/08～2018/07/20
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12月7日
（株）前田組
福岡県飯塚市川津５０４

3290001046283
一般競争
（総合評価） 69,249,600 62,316,000 90.00%

彦山川災害復旧（９）工事
福岡県田川郡添田町落合地先
2017/12/08～2018/07/20
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12月7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） 70,221,600 62,964,000 89.70%

平成２９年度遠賀川管内構造物修繕測量設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2017/12/13～2018/03/31
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　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12月12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
（総合評価） 19,515,600 16,632,000 85.20%

平成２９年度２０２号春吉橋建物調査外業務
福岡市博多区中洲１丁目地内
2017/12/05～2018/03/15
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　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12月4日
（株）エイト日本技術開発
岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１

7260001000735 指名競争契約 4,870,800 4,147,200 85.10%

平成２９年度国道３号吉田交差点改良用地調査等業務
福岡県八女市吉田地内
2017/12/08～2018/02/28
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　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12月7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 10,011,600 8,316,000 83.10%

平成２９年度有明海沿岸道路（三池港ＩＣ連絡路）事前調査等業務
福岡県大牟田市
2017/12/13～2018/03/09
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12月12日
（株）九建補償コンサルタンツ
福岡県福岡市中央区薬院３－１３－２３

4290001012730 指名競争契約 4,914,000 4,752,000 96.70%

平成２９年度国道２０９号赤坂地区用地調査等業務
福岡県筑後市大字赤坂地内
2017/12/14～2018/03/09
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　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12月13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 9,925,200 8,640,000 87.10%

福岡３号　筑後川橋床版工（Ａ２側）外工事
福岡県久留米市宮ノ陣町地先〜久留米市東合川町地先外
2017/12/06～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
木原建設（株）
福岡県柳川市大和町皿垣開４６

3290001052785
一般競争
（総合評価） 203,493,600 184,248,000 90.50%

福岡３号　筑後川橋床版工（Ａ１側）外工事
福岡県久留米市宮ノ陣町地先〜久留米市東合川町地先外
2017/12/06～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
堤工業（株）
福岡県柳川市下宮永町６２０

7290001053053
一般競争
（総合評価） 261,306,000 252,612,000 96.70%

今宿道路　多久北地区改良工事
福岡県糸島市多久地先
2017/12/15～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月14日
（株）松本組
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

1290001004094
一般競争
（総合評価） 117,817,200 106,812,000 90.70%

平成２９年度不法占用物件調査等業務
福岡国道事務所管内
2017/12/12～2018/02/28
測量

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12月11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 3,585,600 3,391,200 94.60%

福岡３号千早・名島地区無電柱化１０工区工事
福岡県福岡市東区千早地内
2017/12/06～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
（株）松本組
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

1290001004094
一般競争
（総合評価） 233,118,000 210,816,000 90.40%

福岡３号千早・名島地区無電柱化１１工区工事
福岡県福岡市東区名島地内
2017/12/06～2018/11/20
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12月5日
松鶴建設（株）
福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

3290001013845
一般競争
（総合評価） 222,631,200 200,664,000 90.10%

平成２９年度　瀬高維持管内外橋梁補修工事
福岡県柳川市三橋町今古賀地先外
2017/12/06～2018/07/10
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
（株）高山組
福岡県うきは市吉井町徳丸３２５－１

5290001001666
一般競争
（総合評価） 108,270,000 96,606,000 89.20%
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福岡２０８号　大野島地区１号函渠工事
福岡県大川市大字大野島地内
2017/12/06～2018/09/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
堤工業（株）
福岡県柳川市下宮永町６２０

7290001053053
一般競争
（総合評価） 134,902,800 121,392,000 90.00%

福岡２０８号　大野島地区２号函渠工事
福岡県大川市大字大野島地内
2017/12/06～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
新開建設（株）
福岡県柳川市三橋町中山２７

9290001052929
一般競争
（総合評価） 129,999,600 117,849,600 90.70%

松右エ門搦排水樋管改築外工事
佐賀県杵島郡白石町福富地先
2017/12/07～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月6日
（株）下村建設
佐賀県小城市三日月町久米１９４６

2300001003333
一般競争
（総合評価） 137,851,200 127,440,000 92.40%

平成２９年度厳木ダム堆砂量調査業務
佐賀県唐津市厳木町広瀬地先
2017/12/12～2018/03/15
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12月11日
日本ミクニヤ（株）
神奈川県川崎市高津区溝口３－２５－１０

5020001088425 指名競争契約 9,406,800 7,506,000 79.80%

平成２９年度国道３４号下西山交差点改良事業損失事前調査業務
佐賀県武雄市武雄町大字武雄地内
2017/12/16～2018/03/09
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年12月15日
（株）トップコンサルタント
佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉字古村２７１３－３

7300001000540 指名競争契約 6,728,400 5,940,000 88.30%

平成２９年度伊万里道路長浜地区用地調査等業務
佐賀県伊万里市東山代町長浜地内
2017/12/15～2018/07/20
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12月14日
（株）旭総合コンサルタント
宮崎県都城市安久町６３３８－５

8350001007828
指名競争契約
（総合評価） 46,018,800 36,158,400 78.60%

佐賀３号曽根崎地区構造物外工事
佐賀県鳥栖市原町地先外
2017/12/29～2018/09/28
維持修繕工事

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12月28日
岡本建設（株）
佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

8300001003402
一般競争
（総合評価） 88,624,800 80,460,000 90.80%

平成２９年度　多久佐賀道路（１期）小城地区地質調査業務
佐賀県小城市小城町
2017/12/08～2018/03/30
地質調査業務

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12月7日
新栄地研（株）
佐賀県佐賀市若楠２－５－２５

5300001000360 指名競争契約 9,363,600 7,484,400 79.90%

平成２９年度　多久佐賀道路（１期）多久地区外地質調査業務
佐賀県多久市東多久町〜小城市小城町
2017/12/08～2018/03/30
地質調査業務

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12月7日
（株）島内エンジニア
佐賀県佐賀市水ヶ江２－４－１７

1300001000323 指名競争契約 9,601,200 7,538,400 78.50%

佐賀国道管内交通安全事業測量設計業務
佐賀国道事務所管内
2017/12/21～2018/07/31
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年12月20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
（総合評価） 19,785,600 15,789,600 79.80%

長崎５７号森山東ＩＣ地区改良工事
長崎県諫早市森山町地先
2017/12/08～2018/08/20
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12月7日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 117,331,200 108,324,000 92.30%

長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工（ＡＰ２・Ｐ１）工事
長崎県諫早市森山町地先
2017/12/08～2018/08/20
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12月7日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 146,350,800 131,403,600 89.80%

長崎４９７号松浦志佐地区構造物設置工事
長崎県松浦市志佐町地先
2017/12/08～2018/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月7日
（株）親和テクノ
長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－７７

5310001005557
一般競争
（総合評価） 91,152,000 81,540,000 89.50%

長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工（Ｐ１７）工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2017/12/12～2018/08/20
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12月11日
竹下建設工業（株）
長崎県長崎市泉３－３－１

4310001001045
一般競争
（総合評価） 98,776,800 89,100,000 90.20%

長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工（Ｐ２０・Ｐ２１）工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2017/12/12～2018/09/28
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12月11日
（株）西海建設
長崎県長崎市興善町２－８

2310001000619
一般競争
（総合評価） 172,983,600 157,032,000 90.80%

平成２９年度　松浦佐々道路（松浦江迎地区）環境影響調査業務
長崎県松浦市、佐世保市
2017/12/07～2018/03/30
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12月6日
（株）オリエンタルコンサルタンツ
東京都渋谷区本町３－１２－１

4011001005165
指名競争契約
（総合評価） 11,545,200 9,288,000 80.40%

平成２９年度熊本北バイパス（四方寄地区）事業損失事前調査業務
熊本県熊本市北区四方寄町地内
2017/12/16～2018/03/20
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12月15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 2,300,400 1,944,000 84.50%

平成２９年度植木バイパス裁決申請図書等作成（その２）業務
熊本県熊本市北区下硯川地内
2017/12/27～2018/09/28
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12月26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 11,329,200 10,962,000 96.80%

九州横断道（嘉島〜山都）釜出地区舗装工事
熊本県上益城郡御船町大字上野地内
2017/12/05～2018/10/31
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　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12月4日
（株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８－４

5010401031200
一般競争
（総合評価） 197,618,400 180,360,000 91.30%

熊本３号　須屋高架橋上部工（Ａ１〜Ｐ１）工事
熊本県熊本市北区鶴羽田地先〜熊本県合志市須屋地先
2017/12/07～2018/09/20
鋼橋上部工事

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12月6日
宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１６０７－１

8190001010113
一般競争
（総合評価） 278,845,200 257,040,000 92.20%

九州横断道（嘉島〜山都）玉来地区函渠設置工事
熊本県上益城郡御船町大字田代地内
2017/12/20～2018/10/31
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12月19日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 138,704,400 126,576,000 91.30%

御船川水害賠償説明業務
熊本河川国道事務所管内
2017/12/27～2018/03/30
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12月26日
（株）新和コンサルタント
福岡県太宰府市水城２－１８－３７

2290001040766
指名競争契約
（総合評価） 20,908,800 16,491,600 78.90%

平成２９年度西瀬橋下流護岸設計及び地質調査業務
熊本県人吉市
2017/12/29～2018/09/30
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　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12月28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
（総合評価） 38,404,800 30,780,000 80.10%

倉庫その他とりこわし工事
熊本県球磨郡五木村字小八重８９４－１６
2017/12/25～2018/03/24
建築工事

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12月15日
（株）岩井工務店
熊本県人吉市土手町３

9330001015864 指名競争契約 11,264,400 10,508,400 93.30%

築切地区砂防堰堤工事用道路（２期）工事
熊本県球磨郡五木村築切地内
2017/12/12～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月11日
青木建設（株）
熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２

3330001016091
一般競争
（総合評価） 115,365,600 111,240,000 96.40%

志々岐排水機場１号主原動機修繕工事
熊本県山鹿市志々岐地先
2017/12/06～2018/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
（株）ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－１６

6120001027941
一般競争
（総合評価） 2,646,000 2,592,000 98.00%
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事務所庁舎外照明器具改修工事
熊本県山鹿市山鹿１７８外
2017/12/26～2018/03/30
電気設備工事

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12月25日
聖輝電設（株）
熊本県熊本市南区平田２－２０－４１

7330001011171
一般競争
（総合評価） 13,186,800 12,420,000 94.20%

平成２９年度竜門ダム堆砂測量調査業務
熊本県菊池市龍門地先外
2017/12/13～2018/03/15
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12月12日
玉野総合コンサルタント（株）
愛知県名古屋市東区東桜２－１７－１４

4180001031246 指名競争契約 11,664,000 8,910,000 76.40%

菊池川水系合志川地質調査業務
菊池川河川事務所
2017/12/16～2018/03/26
地質調査業務

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12月15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 11,340,000 9,234,000 81.40%

立野ダム右岸下段リムトンネル工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先
2017/12/12～2018/09/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　立野ダム工事事務所長　鵜　木　和　博
熊本市東区下南部１丁目４－７３

平成29年12月11日
梅林建設（株）
大分県大分市舞鶴町１－３－１８

3320001000575
一般競争
（総合評価） 589,356,000 547,020,000 92.80%

立野ダム仮排水路呑口部工事
熊本県菊池郡大津町外牧地先
2017/12/14～2019/01/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　立野ダム工事事務所長　鵜　木　和　博
熊本市東区下南部１丁目４－７３

平成29年12月13日
（株）南陽建設
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３３６７

7330001012384
一般競争
（総合評価） 194,886,000 185,760,000 95.30%

三光本耶馬渓道路長野地区工事用道路外用地調査等業務
大分県中津市地内
2017/12/16～2018/02/28
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　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12月15日
（株）旭総合コンサルタント
宮崎県都城市安久町６３３８－５

8350001007828 指名競争契約 9,698,400 9,234,000 95.20%

平成２９年度大分管内交通安全地質調査業務
大分河川国道事務所管内
2017/12/09～2018/02/28
地質調査業務

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12月8日
明大工業（株）
大分県別府市船小路町３－４３

4320001006613 指名競争契約 9,082,800 8,424,000 92.70%

利光第二樋門外機械設備新設工事
大分県大分市大字上戸次地先
2017/12/21～2018/10/20
機械設備工事

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12月20日
開成工業（株）
熊本県熊本市北区植木町石川４５０－１

7330001010454
一般競争
（総合評価） 49,647,600 45,900,000 92.50%

平成２９年度国道１０号小田地区用地調査等業務
大分県佐伯市弥生地内
2017/12/21～2018/02/28
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12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 6,858,000 6,480,000 94.50%

長谷地区排水施設改修外工事
大分県佐伯市大字長谷地先外
2017/12/29～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月28日
（株）風戸工務店
大分県佐伯市弥生大字江良１０６８－１

8320001008894
一般競争
（総合評価） 40,500,000 39,420,000 97.30%

平成２９・３０年度大分川ダム試験湛水点検等管理業務
大分県大分市大字下原１５４６－４（大分川ダム管理所）
2018/02/01～2019/03/31
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
大分川ダム工事事務所長　酒井　正二郎
大分県大分市舞鶴町１丁目３番３０号

平成29年12月22日
（株）九州建設計画エンジニアリング
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－３

9290001067547
一般競争
（総合評価） 69,876,000 57,240,000 81.90%

平成２９年度皇子川１第３砂防堰堤外用地調査等業務
宮崎県都城市美川町、西諸県郡高原町地内
2017/12/21～2018/08/20
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　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12月20日
（株）旭鑑定補償
福岡県福岡市中央区白金２－１１－９

6290001011160
指名競争契約
（総合評価） 24,397,200 19,386,000 79.50%

串間地区休憩施設棟実施設計業務
宮崎県串間市西方地先
2017/12/02～2018/05/07
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　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12月1日
（株）別当設計
宮崎県宮崎市恒久３－３０－１１

9350001001557 指名競争契約 14,634,000 6,156,000 42.10%

金田地区浸透対策（その２）工事
宮崎県都城市吉尾町地先
2017/12/08～2018/07/20
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12月7日
龍南建設（株）
宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７－３

2350001002181
一般競争
（総合評価） 123,379,200 111,348,000 90.20%

宮崎出張所外３箇所耐震診断業務
宮崎県宮崎市大橋３丁目８９外３箇所
2017/12/15～2018/03/15
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　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12月14日
（株）益田設計事務所
宮崎県都城市年見町１８－２

8350001008272 指名競争契約 9,709,200 7,938,000 81.80%

蒲牟田流木捕捉工右岸工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2017/12/28～2018/09/20
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12月27日
龍南建設（株）
宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７－３

2350001002181
一般競争
（総合評価） 91,670,400 82,836,000 90.40%

平成２９年度大淀川・小丸川水系水辺環境調査（魚類・底生）業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/12/07～2018/12/20
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12月6日
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

6290001017728
指名競争契約
（総合評価） 17,679,600 14,094,000 79.70%

平成２９年度日南・志布志道路（日南〜油津）幅杭設置業務
宮崎県日南市
2017/12/27～2018/06/20
測量

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12月26日
正栄技術コンサルタント（株）
宮崎県都城市中原町３８－９

6350001008035 指名競争契約 6,501,600 6,242,400 96.00%

宮崎統合防災情報設備設置工事
宮崎市大工２－３９　宮崎河川国道事務所
2017/12/06～2018/03/30
通信設備工事

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12月5日
（株）川北電工
鹿児島県鹿児島市東開町４－７９

9340001001228
一般競争
（総合評価） 69,757,200 68,904,000 98.80%

宮崎２１８号大平山トンネル排煙設備製作据付工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地内
2017/12/05～2018/08/20
機械設備工事

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12月4日
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６－６

7010001008844
一般競争
（総合評価） 67,586,400 61,527,600 91.00%

宮崎２１８号　末市地区外標識設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地先
2017/12/28～2018/07/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月27日
（株）旭友
宮崎県宮崎市大字本郷北方字境田３０４１－１

8350001000213
一般競争
（総合評価） 42,973,200 40,348,800 93.90%

川内川下流定期縦横断測量（その１）業務
川内川河川事務所管内
2017/12/22～2018/08/10
測量

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12月21日
（株）国土技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市伊敷２－１４－１０

2340001001671 指名競争契約 31,114,800 27,075,600 87.00%

川内川下流定期縦横断測量（その２）業務
川内川河川事務所管内
2017/12/22～2018/08/10
測量

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12月21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 21,794,400 18,878,400 86.60%

川内川上流定期縦横断測量（その１）業務
川内川河川事務所管内
2017/12/22～2018/08/10
測量

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12月21日
三州技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市薬師１－６－７

5340001001990 指名競争契約 25,995,600 20,833,200 80.10%

東九州道（志布志〜大崎）宮ノ上跨道橋外下部工工事
鹿児島県志布志市志布志町安楽
2017/12/14～2018/12/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月13日
（株）鹿大丸
鹿児島県鹿児島市桜島赤生原町１番地１１

7340001005874
一般競争
（総合評価） 174,506,400 157,788,000 90.40%

東九州道（志布志〜大崎）勢園地区函渠工工事
鹿児島県志布志市志布志町安楽
2017/12/14～2018/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月13日
（株）三共建設
鹿児島県肝属郡錦江町田代麓３３５５番地１

3340001013930
一般競争
（総合評価） 77,306,400 69,768,000 90.20%
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東九州道（志布志〜大崎）八ヶ代地区函渠工工事
鹿児島県志布志市志布志町安楽
2017/12/15～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月14日
山佐産業（株）
鹿児島県肝属郡肝付町前田９７２

2340001014178
一般競争
（総合評価） 159,926,400 145,206,000 90.80%

平成２９年度古里地区交通安全施設整備その他工事
垂水国道維持出張所管内
2017/12/28～2018/07/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月27日
（株）鹿大丸
鹿児島県鹿児島市桜島赤生原町１番地１１

7340001005874
一般競争
（総合評価） 69,336,000 61,992,000 89.40%

平成２９年度肝属川水系上流・中流測量業務
鹿児島県鹿屋市、肝属郡肝付町外
2017/12/05～2018/03/15
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12月4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 22,215,600 17,658,000 79.50%

鹿児島３号境川橋下部工（Ｐ２・Ｐ３）工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/12/28～2018/09/10
一般土木工事

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12月27日
ヤマグチ（株）
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

9340001007621
一般競争
（総合評価） 166,892,400 150,228,000 90.00%

平成２９年度松原ダムコースターゲート３号修繕工事
大分県日田市大山町西大山　松原ダム
2017/12/05～2018/08/31
機械設備工事

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12月4日
豊国工業（株）
広島県東広島市西条町御薗宇６４００－３

7240001023845
一般競争
（総合評価） 48,643,200 47,844,000 98.40%

下戸原地区掘削護岸外工事
大分県中津市耶馬溪町下戸原地先及び耶馬溪町栃木地先
2017/12/07～2018/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月6日
（株）川原建設
大分県中津市耶馬渓町大字樋山路３８

3320001011028
一般競争
（総合評価） 182,368,800 168,048,000 92.10%

平成２９年度　プール設備機器交換その他工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2017/12/06～2018/03/28
暖冷房衛生設備工事

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12月5日
東和施設工業（株）
福岡県福岡市東区馬出１－１１－８

6290001003595
一般競争
（総合評価） 31,104,000 28,620,000 92.00%

平成２９年度　Ｂ地区森の池測量業務
福岡県福岡市東区大字奈多　海の中道海浜公園内
2017/12/28～2018/03/15
測量

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12月27日
（株）ウエスコ
岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５

4260001000622 指名競争契約 16,297,200 12,906,000 79.20%

熊本労災介護施設（２９）ナースコール更新工事
熊本県宇土市松原町243番地
2017/12/05～2018/03/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本営繕事務所長　久　永　　政　国
熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎２Ｆ

平成29年12月4日
（株）熊電施設
熊本県熊本市東区小峯２－６－６４

4330001001258 指名競争契約 37,983,600 37,260,000 98.10%

（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。


