
（別紙様式3）

物品役務等の名称及び数量
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
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名

競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備考

平成２９年度気象情報提供業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
一般財団法人日本気象協会
東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

4013305001526 一般競争 2,139,048 2,138,400 100.00%

機械設備維持管理システム用サーバ保守

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
東芝ソリューション株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

7010401052137 一般競争 1,299,240 1,263,600 97.30%

平成２９年度契約関連システム運用管理業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
株式会社エスエスイー
東京都品川区東五反田１丁目１１番１５号

6010701001439 一般競争 9,776,410 9,504,000 97.20%

平成２９年度レーダ雨量計・衛星通信設備保守業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
福岡芝浦電子株式会社
福岡県福岡市南区大橋１丁目２番１９号

3290001002096 一般競争 49,140,000 47,520,000 96.70%

平成２９年度業者選定・契約・検査管理システム外保守及び
改良業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
東芝ソリューション株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

7010401052137 一般競争 51,041,103 50,220,000 98.40%

九州地方整備局管内大規模土砂移動監視システム保守点
検

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
日本工営株式会社
東京都千代田区麹町５丁目４番地

2010001016851 一般競争 5,540,400 5,540,400 100.00%

平成２９年度建設資材・労働需給調査集計処理

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
株式会社梅コンサル
鹿児島県鹿児島市紫原３丁目１３番２６号

6340001006849 一般競争 2,257,200 1,350,000 59.80%

平成２９年度福岡局外電気通信設備保守業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

72,921,600 70,200,000 96.30%

福岡第二合同庁舎建物設備等管理業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
日東カストディアル・サービス株式会社
東京都板橋区中丸町１４番１号

9011401005058 一般競争 71,249,416 52,704,000 74.00%

貨物輸送運賃単価契約（航空便）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋１丁目９番３号

4010401022860 一般競争 1,239,516 1,239,516 100.00%

貨物輸送運賃単価契約（陸送便）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
日本郵便株式会社
東京都千代田区霞が関１丁目３番２号

1010001112577 一般競争 1,632,663 1,257,012 77.00%

平成２９年度電子複写等単価契約

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
アオヤギ株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目９番３１号

8290001005986 一般競争 14,612,595 12,263,887 83.90%

平成２９年度民間ヘリコプター運航（単価契約）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
西日本空輸株式会社
福岡県福岡市博多区空港前３丁目３番３９号

2290001009357 一般競争 4,293,928 4,293,928 100.00%

平成２９年度証拠書編纂業務委託（単価契約）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
株式会社アダチ
福岡県北九州市戸畑区中原新町１番３号

7290801000188 一般競争 7,589,635 6,651,072 87.60%

平成２９年度九州地方整備局車両管理業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

3,001,170 1,944,000 64.80%

福岡第二合同庁舎保安警備業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
首都圏ビルサービス協同組合
東京都港区赤坂１丁目１番１６号

1010405002003 一般競争 2,993,399 1,852,200 61.90%

平成２９年度航空機維持・運航業務（はるかぜ号）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
西日本空輸株式会社
福岡県福岡市博多区空港前３丁目３番３９号

2290001009357 一般競争 128,998,651 128,358,000 99.50%

福岡第二合同庁舎で使用する電気

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月3日
サミットエナジー株式会社
東京都中央区晴海１丁目８番１１号

1010001087737 一般競争 49,369,728 41,863,392 84.80%

平成２９年度一般定期健康診断等業務（単価契約）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月4日
一般財団法人医療情報健康財団
福岡県福岡市博多区店屋町４－１５

9290005013340 一般競争 10,693,350 10,512,450 98.30%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）



（別紙様式3）

物品役務等の名称及び数量
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
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名

競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

平成２９年度特殊車両に係る通行障害箇所調査

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月13日
株式会社建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号

7010001042703 一般競争 147,852,000 145,584,000 98.50%

平成２９年度事務用品購入単価契約（福岡県）

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　小　平　田　浩　司
〒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4月18日
株式会社福助屋
福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目８番１０号

3290001016237 一般競争 14,609,462 10,889,542 74.50%

平成２９・３０年度管内堰・水門設備保守点検業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

6300001000946 一般競争 68,979,600 66,960,000 97.10%

平成２９年度筑後川河川事務所外８箇所清掃業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社ボーラ
熊本県熊本市中央区本荘町７３７番地６

8330001005718 一般競争 5,647,656 4,066,848 72.00%

平成２９年度筑後川・矢部川通信設備保守業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

78,904,800 76,680,000 97.20%

平成２９年度筑後川・矢部川電気設備保守業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
千代田興産株式会社
福岡県福岡市中央区白金２丁目５番１６号

4290001008786 一般競争 36,817,200 34,560,000 93.90%

平成２９年度「筑後川河川事務所・九州技術事務所」車両管
理業務

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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

2,453,550 1,782,000 72.60%

枝光排水機場外１箇所で使用する電気
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
シナネン株式会社
東京都港区海岸１丁目４番２２号

2220001003309 一般競争 2,743,532 1,659,134 60.50%

花宗水門管理棟（大川出張所）で使用する電気
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 4,090,888 2,938,175 71.80%

筑後川河川事務所庁舎で使用する電気
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 13,506,830 11,397,095 84.40%

風倒木監視センター（日田出張所）で使用する電気
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 3,168,703 3,168,703 100.00%

自動車８個賃貸借（本所外２カ所）
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 880,200 446,040 50.70%

筑後地区自動車保守等単価契約
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月13日
福岡トヨタ自動車株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目８番２８号

6290001010006 一般競争 8,413 5,940 70.60%

平成２９年度管内排水ポンプ設備等保守点検業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１１番１号

1010801001748 一般競争 128,649,600 124,200,000 96.50%

平成２９年度筑後川下流樋管設備保守点検業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社豊国エンジニアリング
広島県東広島市西条町御薗宇６４００番地４

8240001022788 一般競争 15,249,600 13,143,600 86.20%

平成２９年度筑後川上中流外樋管設備保守点検業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社豊国エンジニアリング
広島県東広島市西条町御薗宇６４００番地４

8240001022788 一般競争 16,038,000 12,441,600 77.60%

平成２９年度ガタ土除去船外保守点検業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社フカガワ
佐賀県佐賀市諸富町大字為重１７２１番地

3300001001154 一般競争 12,603,600 12,204,000 96.80%

平成２９年度水質自動監視装置保守点検業務
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年4月3日
株式会社測研
福岡県北九州市戸畑区境川二丁目４番５号

3290801002130 一般競争 21,762,000 21,600,000 99.30%

平成２９年度遠賀川河川事務所外電気通信設備保守業務
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4月3日
千代田興産株式会社
福岡県福岡市中央区白金２丁目５番１６号

4290001008786 一般競争 35,208,000 34,020,000 96.60%
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平成２９年度排水機場外電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 68,936,400 66,420,000 96.30%

平成２９年度ポンプ設備点検整備
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 92,707,200 91,800,000 99.00%

平成２９年度飯塚・田川管内排水樋管点検整備
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4月3日
株式会社ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

6300001000946 一般競争 18,198,000 17,280,000 95.00%

平成２９年度中間・直方・宮田管内排水樋管点検整備
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4月3日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 15,994,800 15,552,000 97.20%

平成２９年度遠賀川河口堰作業船点検整備
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4月3日
株式会社呉ダイヤ
広島県呉市海岸４丁目７番１号

5240001025760 一般競争 2,130,948 2,052,000 96.30%

平成２９年度遠賀川河川事務所管内計器監視等業務
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4月3日
ＡＬＳＯＫ福岡株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目５番１９号サン
ライフ第３ビル

2290001016097 一般競争 31,600,800 9,072,000 28.70%

平成２９年度河口堰計器監視業務
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4月3日
ＡＬＳＯＫ福岡株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目５番１９号サン
ライフ第３ビル

2290001016097 一般競争 31,600,800 9,072,000 28.70%

平成２９年度河口堰観測所外保守点検業務
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4月3日
株式会社測研
福岡県北九州市戸畑区境川二丁目４番５号

3290801002130 一般競争 24,278,400 23,220,000 95.60%

平成２９年度遠賀川河川事務所外２箇所庁舎等清掃
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4月3日
株式会社タカ・コーポレーション
福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目３番１８号

5290001017984 一般競争 6,218,588 4,147,200 66.70%

平成２９年度飯塚出張所外４箇所庁舎清掃
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4月3日
新日本管財株式会社
福岡県飯塚市片島２丁目１９番６号

2290001045609 一般競争 7,217,579 2,138,400 29.60%

平成２９年度遠賀川河川事務所車両管理業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

2,403,858 2,052,000 85.40%

平成２９年度遠賀川河川事務所自動車８台賃貸借
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4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 461,700 376,920 81.60%

平成２９・３０年度管内堰・水門設備点検整備
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4月14日
株式会社ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽７丁目１番１号

5010601000905 一般競争 37,983,600 36,180,000 95.30%

平成２９年度排水ポンプ車点検整備
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4月14日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 9,729,044 8,853,930 91.00%

平成２９年度管内浄化施設点検整備
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4月14日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 8,726,400 8,640,000 99.00%

平成２９年度福岡国道事務所情報連絡業務
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4月3日
藤創合同会社
福岡県福岡市西区下山門４丁目１３番２６号

8290003006776 一般競争 9,028,800 6,609,600 73.20%

平成２９年度福岡国道管内機械設備点検業務
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4月3日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 18,435,600 11,772,000 63.90%

平成２９年度福岡国道・国営海の中道海浜公園事務所車両
管理業務

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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

4,881,222 3,456,000 70.80%

福岡国道事務所外４箇所庁舎等清掃業務
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4月3日
株式会社タカ・コーポレーション
福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目３番１８号

5290001017984 一般競争 9,981,360 5,572,800 55.80%
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自動車９台賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース博多
福岡県福岡市博多区東光１丁目６番１３号

8290001015028 一般競争 291,060 271,620 93.30%

平成２９－３２年度パーソナルコンピュータ賃貸借
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4月3日
株式会社フジモト
福岡県北九州市小倉北区西港町６１番１５号

9290801003255 一般競争 75,168 67,824 90.20%

平成２９年度北九州国道管内電気通信設備保守業務
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4月3日
福岡芝浦電子株式会社
福岡県福岡市南区大橋１丁目２番１９号

3290001002096 一般競争 51,494,400 48,600,000 94.40%

平成２９年度北九州国道事務所管内情報連絡業務
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4月3日
日本委託管理株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目９番５号

5180001038983 一般競争 14,256,000 8,521,200 59.80%

平成２９年度国道３号黒崎東横断歩道橋エレベーター管理
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4月3日
株式会社九州グリーンアース
福岡県北九州市八幡西区養福寺町２番２２号

6290801010907 一般競争 4,746,600 2,546,640 53.70%

平成２９年度北九州国道事務所外３ヶ所庁舎清掃
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4月3日
北九州ふよう株式会社
福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１４番１号

5290801000693 一般競争 5,436,720 4,741,200 87.20%

平成２９年度北九州国道事務所車両管理業務
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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

2,435,624 1,782,000 73.20%

筑豊烏尾トンネルで使用する電気（北九州国道事務所）
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4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 21,387,724 17,161,972 80.20%

新仲哀トンネルで使用する電気（北九州国道事務所）
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4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 12,428,380 9,603,678 77.30%

北九州国道事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
東京都中央区日本橋本町３丁目７番２号

8010001067848 一般競争 8,558,424 7,068,004 82.60%

行橋維持出張所庁舎で使用する電気
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4月3日
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
東京都中央区日本橋本町３丁目７番２号

8010001067848 一般競争 1,503,368 1,283,024 85.30%

筑穂トンネル外１箇所で使用する電気（北九州国道事務所）
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4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 8,213,724 6,998,217 85.20%

平成２９年度北九州国道事務所自動車４個賃貸借
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4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 4,536,000 2,306,880 50.90%

平成２９年度道路維持用建設機械点検整備
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4月21日
株式会社筑豊製作所
福岡県糟屋郡新宮町大字的野字香ノ木７４１番１

2290001036624 一般競争 5,642,790 5,642,790 100.00%

武雄河川事務所武雄庁舎で使用する電気
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4月1日
サミットエナジー株式会社
東京都中央区晴海１丁目８番１１号

1010001087737 一般競争 8,531,865 7,523,424 88.20%

武雄河川事務所佐賀庁舎で使用する電気
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4月1日
サミットエナジー株式会社
東京都中央区晴海１丁目８番１１号

1010001087737 一般競争 5,969,430 5,180,652 86.80%

巨勢川排水機場で使用する電気
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4月1日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 20,560,197 16,346,168 79.50%

平成２９・３０年度武雄管内排水機場ポンプ設備点検整備業
務

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4月3日
株式会社荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１１番１号

1010801001748 一般競争 161,060,400 155,520,000 96.60%

平成２９・３０年度嘉瀬川ダム堤内エレベーター設備点検業
務

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4月3日
三精テクノロジーズ株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原４丁目３番２９号

3120901006634 一般競争 8,856,000 8,856,000 100.00%
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平成２９年度六角川・松浦川通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

75,621,600 73,440,000 97.10%

平成２９年度佐賀導水路・嘉瀬川通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 38,491,200 37,800,000 98.20%

武雄管内水門設備点検整備業務
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4月3日
株式会社協和製作所
佐賀県佐賀市高木瀬西６丁目９番１号

5300001000179 一般競争 32,259,600 31,536,000 97.80%

排水ポンプ車４台点検整備業務
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4月3日
株式会社荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１１番１号

1010801001748 一般競争 4,654,800 3,888,000 83.50%

松浦川・嘉瀬川管内樋門樋管設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

6300001000946 一般競争 9,860,400 9,612,000 97.50%

六角川管内ガタ土除去作業
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4月3日
株式会社フカガワ
佐賀県佐賀市諸富町大字為重１７２１番地

3300001001154 一般競争 12,366,000 11,977,200 96.90%

厳木ダム放流設備外点検整備業務
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4月3日
株式会社ニューテック
大阪府大阪市北区天神橋７丁目１２－１４グレー
シィ天神橋

1120001068734 一般競争 9,104,400 8,424,000 92.50%

平成２９年度嘉瀬川ダム水質保全設備外点検業務
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4月3日
ノダック株式会社
大阪府豊中市宝山町２３番１５号

1120901030611 一般競争 8,866,800 8,424,000 95.00%

平成２９年度嘉瀬川ダム放流設備点検業務
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4月3日
株式会社ニューテック
大阪府大阪市北区天神橋７丁目１２－１４グレー
シィ天神橋

1120001068734 一般競争 16,329,600 14,904,000 91.30%

平成２９年度武雄河川事務所外庁舎等清掃業務
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4月3日
有限会社オークス
佐賀県佐賀市神野東４丁目１２－２７

5300002005557 一般競争 4,980,528 2,840,400 57.00%

平成２９年度佐賀庁舎外４箇所清掃業務
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4月3日
株式会社丸新
佐賀県武雄市武雄町大字昭和４２番地８

5300001004667 一般競争 4,040,301 2,354,400 58.30%

平成２９年度ダム・導水気象情報提供業務
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4月3日
一般財団法人日本気象協会
東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

4013305001526 一般競争 7,722,000 5,184,000 67.10%

平成２９年度六角川・松浦川電気設備保守業務
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4月3日
千代田興産株式会社
福岡県福岡市中央区白金２丁目５番１６号

4290001008786 一般競争 36,536,400 32,940,000 90.20%

平成２９年度佐賀導水路・嘉瀬川電気設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 20,746,800 18,900,000 91.10%

平成２９年度武雄管内ダム堤体観測装置保守点検業務
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4月3日
株式会社エス・アイ・エス商会
佐賀県佐賀市城内２丁目１１番１号

4300001000106 一般競争 18,295,200 17,496,000 95.60%

平成２９年度武雄河川事務所車両管理業務
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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

4,391,584 3,499,200 79.70%

六角川水系樋門樋管設備点検整備業務
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4月6日
株式会社ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号

6120001027941 一般競争 16,534,800 15,787,440 95.50%

平成２９年度車検等請負契約（単価契約）
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4月7日
株式会社モトシマ
佐賀県佐賀市巨勢町大字修理田１２０１番地

2300001001023 一般競争 7,560 6,480 85.70%

平成２９年度佐賀国道管内電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

76,626,000 72,360,000 94.40%
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平成２９年度佐賀国道事務所管内道路情報連絡業務
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4月3日
名古屋ハイウエイ株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１２番２６号

7290001052393 一般競争 14,968,800 9,072,000 60.60%

平成２９年度佐賀国道事務所外３箇所庁舎清掃業務
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4月3日
株式会社タカ・コーポレーション
福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目３番１８号

5290001017984 一般競争 6,288,283 3,680,640 58.50%

平成２９年度佐賀国道事務所外３箇所機械警備業務
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4月3日
中央警備保障株式会社
佐賀県佐賀市高木瀬東３丁目３番１０号

3300001000478 一般競争 1,036,800 984,960 95.00%

平成２９年度轟木道路排水設備外点検整備
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4月3日
株式会社ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

6300001000946 一般競争 2,592,000 2,376,000 91.70%

平成２９年度路面清掃車（１５－１９３２）外点検整備
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4月3日
鹿島機械工業株式会社
佐賀県鹿島市大字常広１３９番地２

4300001004899 一般競争 4,176,638 3,905,580 93.50%

平成２９年度佐賀国道事務所自動車５台賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース博多
福岡県福岡市博多区東光１丁目６番１３号

8290001015028 一般競争 2,941,920 2,909,520 98.90%

平成２９年度一般定期健康診断等業務（単価契約）
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4月5日
医療法人社団高邦会
福岡県大川市大字酒見１４１番地１１

7290005011164 一般競争 1,658,448 1,191,888 71.90%

平成２９年度佐賀国道事務所車両管理業務
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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

3,047,536 2,106,000 69.10%

平成２９年度長崎河川国道事務所外４箇所庁舎清掃業務
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4月3日
有限会社エー・カンパニー
長崎県長崎市ダイヤランド３丁目１６番５号

6310002000738 一般競争 6,297,961 3,877,200 61.60%

平成２９年度長崎管内電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

101,530,800 101,520,000 100.00%

平成２９年度長崎管内ゲート設備点検業務
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4月3日
株式会社ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

6300001000946 一般競争 9,504,000 9,180,000 96.60%

平成２９年度長崎管内緊急内水対策車外保守点検業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 13,299,530 13,008,290 97.80%

平成２９年度長崎管内ポンプ設備点検業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 9,136,800 9,072,000 99.30%

平成２９年度長崎管内トンネル換気設備外点検業務
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4月3日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 6,091,200 5,940,000 97.50%

本明川水質自動監視装置保守点検及び資料整理
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4月3日
株式会社測研
福岡県北九州市戸畑区境川二丁目４番５号

3290801002130 一般競争 6,998,400 6,879,600 98.30%

平成２９年度長崎管内情報連絡等業務
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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571 一般競争 17,906,400 16,146,000 90.20%

平成２９年度「長崎河川国道事務所・雲仙復興事務所」車両
管理業務

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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

4,781,773 3,996,000 83.60%

弓張トンネル外１箇所で使用する電気
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4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 24,387,732 18,720,924 76.80%

長崎河川国道事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
株式会社サニックス
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１番２３号

6290001001327 一般競争 8,075,820 7,599,800 94.10%



（別紙様式3）
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所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

平成２９年度本明川防災展会場設営・撤去
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4月11日
ジャパンレントオール株式会社
兵庫県神戸市西区玉津町高津橋４６７番地１

3140001027042 一般競争 874,800 807,840 92.30%

本明川総合水防演習用大型モニター設置
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4月11日
株式会社プランニング松元
福岡県福岡市博多区住吉２丁目１５番１０号

5290001016516 一般競争 3,326,400 3,240,000 97.40%

平成２９年度一般定期健康診断等業務（単価契約）
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4月18日
公益財団法人長崎県健康事業団
長崎県諫早市多良見町化屋９８６番地３

2310005004533 一般競争 1,950,372 1,950,372 100.00%

平成２９年度長崎河川国道事務所自動車保守等単価契約
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4月18日
有限会社中島自動車
長崎県長崎市田中町８９７番地

5310002003915 一般競争 7,560 7,560 100.00%

平成２９年度雲仙管内電気通信設備保守業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　雲仙復興事務所長　植野　利康
長崎県島原市南下川尻町７－４

平成29年4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 56,980,800 54,000,000 94.80%

平成２９年度雲仙復興事務所庁舎外１箇所清掃業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　雲仙復興事務所長　植野　利康
長崎県島原市南下川尻町７－４

平成29年4月3日
株式会社クリル
長崎県佐世保市潮見町１－３０アルフィーネ佐世保
駅前２０３号

6310001007718 一般競争 4,045,464 1,566,000 38.70%

平成２９年度自動車賃貸借
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　雲仙復興事務所長　植野　利康
長崎県島原市南下川尻町７－４

平成29年4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 48,600 39,960 82.20%

新佐敷トンネル外４箇所で使用する電気（熊本河川国道事務
所）

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4月1日
株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１丁目８番７号

2010701022133 一般競争 37,901,904 34,299,614 90.50%

平成２９年度熊本管内通信設備保守業務
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4月3日
日米電子株式会社
福岡県福岡市中央区大宮１丁目３番１０号

8290001009483 一般競争 41,407,200 41,040,000 99.10%

平成２９年度熊本管内電気設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 85,914,000 85,860,000 99.90%

平成２９年度熊本管内情報連絡業務
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4月3日
熊本県セキュリティ協同組合
熊本県熊本市西区春日４丁目２５－６

6330005001005 一般競争 15,498,000 9,663,667 62.40%

平成２９年度熊本河川国道事務所庁舎清掃業務
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4月3日
株式会社ボーラ
熊本県熊本市中央区本荘町７３７番地６

8330001005718 一般競争 9,718,948 5,927,580 61.00%

平成２９年度水門等操作状況把握システム運用
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4月3日
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１丁目９番１号

9010401052465 一般競争 488,592 488,592 100.00%

平成２９年度熊本管内トンネル換気設備点検業務
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4月3日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 7,603,200 7,020,000 92.30%

平成２９年度熊本管内トンネル消火設備外点検業務
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4月3日
旭防災設備株式会社
東京都世田谷区瀬田１丁目２２番１９号

5010901000539 一般競争 7,808,400 7,225,200 92.50%

平成２９年度内田川排水機場外４箇所機械設備点検業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 17,204,400 17,172,000 99.80%

平成２９年度「熊本河川国道事務所・熊本復興事務所」車両
管理業務

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4月3日
有限会社ゆうしん
熊本県熊本市東区錦ケ丘２６番１１号

8330002011038
一般競争
（総合評価）

4,350,655 2,818,800 64.80%

平成２９年度排水ポンプ車外６台点検業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 3,589,544 3,452,590 96.20%

熊本河川国道事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 13,715,336 13,715,336 100.00%
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平成２９年度ガソリン外購入単価契約（熊本・立野）
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4月3日
田村商事株式会社
熊本県熊本市中央区本荘５丁目７番１１号

7330001002947 一般競争 4,191,823 4,188,483 99.90%

熊本河川国道事務所自動車４台賃貸借
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4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 302,400 259,200 85.70%

熊本河川国道事務所自動車１５台賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース熊本
熊本県熊本市東区御領２丁目２７番１号

6330001003277 一般競争 598,860 536,544 89.60%

平成２９年度一般定期健康診断等業務（単価契約）
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4月19日
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
東京都新宿区西早稲田１丁目１番７号

8011105000257 一般競争 3,209,436 3,209,436 100.00%

平成２９年度球磨川流域電気通信設備保守業務
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4月3日
日米電子株式会社
福岡県福岡市中央区大宮１丁目３番１０号

8290001009483
一般競争
（総合評価）

64,832,400 63,504,000 98.00%

庁舎清掃業務
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4月3日
熊本環境サービス有限会社
熊本県八代市植柳上町１６８番地の５

1330002025779 一般競争 2,683,927 1,274,400 47.50%

渡地区排水施設外点検整備業務
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4月3日
株式会社ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

6300001000946 一般競争 8,143,200 6,048,000 74.30%

八代管内水門設備点検整備業務
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4月3日
ニシダテクノサービス株式会社
熊本県宇土市松山町１９７４番地

7330001012970 一般競争 16,232,400 14,580,000 89.80%

八代河川国道事務所情報連絡業務
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4月3日
名古屋高速道路事業株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目９番５号

一般競争 15,735,600 8,262,000 52.50%

球磨川水質自動監視装置等保守点検
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4月3日
株式会社協和計器
熊本県熊本市東区保田窪本町１３番１号

7330001005223 一般競争 8,499,600 8,424,000 99.10%

平成２９年度球磨川水系水文観測所点検
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4月3日
株式会社大進コンサルタント
熊本県熊本市東区沼山津４丁目２番２２号

3330001002744 一般競争 7,808,400 7,020,000 89.90%

緊急内水対策車外点検整備業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 4,252,933 4,215,140 99.10%

八代河川国道事務所自動車３台賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース熊本
熊本県熊本市東区御領２丁目２７番１号

6330001003277 一般競争 204,660 138,780 67.80%

流況資料整理
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4月3日
株式会社梅コンサル
鹿児島県鹿児島市紫原３丁目１３番２６号

6340001006849 一般競争 4,957,200 3,823,200 77.10%

川辺川ダム砂防事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 3,739,106 2,697,266 72.10%

平成２９年度川辺川ダム砂防事務所車両管理業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

1,458,616 1,069,200 73.30%

自動車２個賃貸借
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4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 149,040 97,200 65.20%

平成２９・３０年度竜門ダム放流設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ニューテック
大阪府大阪市北区天神橋７丁目１２－１４グレー
シィ天神橋

1120001068734 一般競争 19,872,000 17,712,000 89.10%

平成２９・３０年度竜門ダム管理用設備点検整備業務
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4月3日
ゼニヤ海洋サービス株式会社
大阪府池田市豊島南２丁目１７６番１号

4120901019684 一般競争 28,944,000 27,864,000 96.30%
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平成２９・３０年度竜門ダムエレベーター設備点検整備業務
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4月3日
株式会社日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地

2010001027031 一般競争 3,628,800 3,628,800 100.00%

平成２９年度菊池川管内電気通信設備保守業務
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4月3日
日米電子株式会社
福岡県福岡市中央区大宮１丁目３番１０号

8290001009483
一般競争
（総合評価）

93,906,000 92,880,000 98.90%

平成２９年度菊池川上流小形水門設備点検整備業務
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4月3日
株式会社田中鉄工所
佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町１１９４番地の１

5300001000781 一般競争 6,890,400 4,212,000 61.10%

平成２９年度菊池川下流小形水門設備点検整備業務
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4月3日
株式会社有明工業
熊本県熊本市西区城山下代２丁目７番７号

3330001011530 一般競争 7,095,600 5,832,000 82.20%

平成２９年度菊池川管内堰・水門設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号

6120001027941 一般競争 4,968,000 4,698,000 94.60%

平成２９年度菊池川管内ポンプ設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号

6120001027941 一般競争 7,776,000 7,668,000 98.60%

平成２９年度菊池川管内排水ポンプ車架装部点検整備業務
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4月3日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 2,818,800 2,592,000 92.00%

平成２９年度竜門ダム観測設備点検業務
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4月3日
株式会社中央精機
熊本県熊本市南区良町５丁目１６番７号

8330001002987 一般競争 11,134,800 10,584,000 95.10%

平成２９年度津江地区施設管理
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4月3日
株式会社大日
大分県日田市大字高瀬１２４８番地の１

7320001010050 一般競争 7,284,600 6,922,800 95.00%

平成２９年度竜門ダム導水路機械設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号

6120001027941 一般競争 5,713,200 5,400,000 94.50%

菊池川水系水文観測所保守点検
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4月3日
株式会社中央精機
熊本県熊本市南区良町５丁目１６番７号

8330001002987 一般競争 7,905,600 7,452,000 94.30%

立野ダム工事事務所庁舎機械警備業務
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4月3日
株式会社ホームセキュリティ熊本
熊本県熊本市中央区本山２丁目７番１号

8330001004224 一般競争 6,480 6,480 100.00%

平成２９年度立野ダム管内電気通信設備保守業務
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4月3日
福岡芝浦電子株式会社
福岡県福岡市南区大橋１丁目２番１９号

3290001002096 一般競争 4,978,800 3,780,000 75.90%

平成２９年度立野ダム工事事務所庁舎清掃業務
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4月3日
有限会社熊本ビルシス
熊本県熊本市東区戸島西６丁目１０番２号

3330002003519 一般競争 1,075,312 1,058,400 98.40%

平成２９年度「立野ダム工事事務所・緑川ダム管理所・熊本
営繕事務所」車両管理業務

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4月3日
有限会社ゆうしん
熊本県熊本市東区錦ケ丘２６番１１号

8330002011038
一般競争
（総合評価）

1,992,298 1,339,200 67.20%

平成２９年度「中央部ブロック」中型車両管理業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258 一般競争 276,687 210,600 76.10%

自動車（ＳＵＶタイプ）２個賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース熊本
熊本県熊本市東区御領２丁目２７番１号

6330001003277 一般競争 180,360 150,768 83.60%

自動車２個賃貸借
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4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 140,400 64,800 46.20%

平成２９・３０年度大分管内水門設備点検整備業務
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4月3日
ニシダテクノサービス株式会社
熊本県宇土市松山町１９７４番地

7330001012970 一般競争 44,301,600 38,016,000 85.80%
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平成２９年度大分管内通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

90,320,400 88,020,000 97.50%

平成２９年度大分管内電気設備保守業務
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4月3日
株式会社九建テクノス
大分県大分市三佐２丁目４番１０号

3320002002224 一般競争 30,769,200 23,760,000 77.20%

平成２９年度大分河川国道事務所管内情報連絡業務
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4月3日
株式会社ＫＢＳ
奈良県大和高田市神楽３丁目１１番９号

4150001014939 一般競争 14,407,200 9,059,040 62.90%

平成２９年度トンネル消火設備・道路排水設備外点検整備業
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4月3日
旭防災設備株式会社
東京都世田谷区瀬田１丁目２２番１９号

5010901000539 一般競争 3,866,400 2,559,600 66.20%

平成２９年度排水ポンプ車外点検整備業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 18,891,968 18,795,550 99.50%

平成２９年度災害対策用機械外点検整備業務
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4月3日
建機整備有限会社
大分県大分市豊海５丁目３番１２号

4320002002504 一般競争 5,362,696 4,000,082 74.60%

平成２９年度大分河川国道事務所車両管理業務
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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

3,257,220 2,462,400 75.60%

平成２９年度大分河川国道事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 13,799,246 13,799,246 100.00%

平成２９年度大分河川国道事務所古城山トンネルで使用す
る電気

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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 2,811,242 2,811,242 100.00%

平成２９年度大分河川国道事務所上尾トンネルで使用する
電気

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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 5,285,896 5,285,896 100.00%

平成２９年度大分河川国道事務所尼ヶ瀬排水機場で使用す
る電気

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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 981,132 981,132 100.00%

平成２９年度大分地区一般定期健康診断等業務
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4月10日
一般財団法人西日本産業衛生会
福岡県北九州市小倉北区室町３－１－２

9290805000414 一般競争 2,510,595 1,892,808 75.40%

平成２９年度事務用品等購入（単価契約）
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4月24日
株式会社金剛商会
大分県大分市府内町２丁目６番１４号

3320001003784 一般競争 6,544,962 6,227,280 95.10%

平成２９年度佐伯管内電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社九建テクノス
大分県大分市三佐２丁目４番１０号

3320002002224
一般競争
（総合評価）

77,814,000 75,600,000 97.20%

平成２９年度佐伯河川国道事務所情報連絡業務
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4月3日
日本委託管理株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目９番５号

5180001038983 一般競争 14,428,800 8,521,200 59.10%

平成２９年度佐伯河川国道事務所外庁舎清掃業務
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4月3日
アイ・ティ・アサヒ株式会社
大分県大分市高砂町４番２０号

9320001003052 一般競争 5,362,362 3,715,200 69.30%

平成２９年度佐伯管内緊急内水対策車等点検整備業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 11,476,520 10,547,720 91.90%

平成２９年度佐伯河川国道事務所車両管理業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

2,721,293 2,322,000 85.30%

平成２９年度小型乗用自動車１個賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース大分
大分県大分市中春日町１６番１７号

3320001001978 一般競争 76,451 35,640 46.60%



（別紙様式3）
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平成２９年度大分ブロック複写機用紙購入（単価契約）
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4月18日
有限会社文具館えとう
大分県大分市都町１丁目１番１７号

4320002005779 一般競争 6,401,246 4,897,368 76.50%

平成２９年度「大分川ダム工事事務所・山国川河川事務所」
車両管理業務

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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

2,153,347 1,555,200 72.20%

平成２９年度上半期ガソリン外単価契約
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4月3日
東九州石油株式会社
大分県大分市生石４丁目１番２０号

4320001002281 一般競争 1,670,861 1,655,900 99.10%

大分川ダム工事事務所小型乗用車５台賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース大分
大分県大分市中春日町１６番１７号

3320001001978 一般競争 432,000 251,640 58.30%

平成２９年度宮崎河川国道事務所庁舎外清掃業務
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4月3日
株式会社中央ビルファシリティーズ
宮崎県宮崎市錦町５番４２号

7350001002788 一般競争 7,115,040 4,060,800 57.10%

平成２９年度宮崎管内災害対策用機械等点検業務
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 19,722,060 19,635,660 99.60%

平成２９年度宮崎河川国道事務所管内情報連絡業務
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4月3日
名古屋ハイウエイ株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１２番２６号

7290001052393 一般競争 15,865,200 10,778,400 67.90%

平成２９年度大淀川・小丸川観測所保守点検業務
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4月3日
九州工営株式会社
宮崎県宮崎市大工２丁目１１７番

3350001000399 一般競争 13,186,800 12,420,000 94.20%

平成２９年度宮崎管内通信設備保守業務
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4月3日
有限会社高木デンシ
宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下甲２２８３番地

1350002002776 一般競争 38,361,600 37,800,000 98.50%

平成２９年度宮崎管内電気設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 81,010,800 79,704,000 98.40%

平成２９年度宮崎河川国道事務所車両管理業務
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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

5,893,055 4,924,800 83.60%

宮崎河川国道事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 13,893,240 11,965,332 86.10%

堀切峠トンネルで使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 2,975,892 2,975,892 100.00%

日南富土トンネル外１箇所で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 4,835,180 4,835,180 100.00%

小型乗用車等６台賃貸借（本所）
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4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 568,078 356,400 62.70%

小型乗用車６台賃貸借（都城国道外）
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース宮崎
宮崎県宮崎市老松１丁目１番４号

4350001001173 一般競争 579,960 326,160 56.20%

軽自動車４台賃貸借（本庄出外）
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4月3日
エヌディーリース・システム株式会社
東京都文京区目白台２丁目６番１４号

5010001111443 一般競争 264,600 130,140 49.20%

平成２９年度登記業務委託（単価契約［土地家屋調査士］）
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4月13日
公益社団法人宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査
士協会
宮崎県宮崎市旭二丁目２番２号

5350005000063 一般競争 3,018,816 3,018,465 100.00%

平成２９年度登記業務委託（単価契約［司法書士］）
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4月13日
一般社団法人宮崎県公共嘱託登記司法書士協会
宮崎県宮崎市旭２丁目２番２号

6350005000062 一般競争 1,410,480 1,410,480 100.00%
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平成２９年度大淀川・小丸川水文資料整理業務
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4月19日
株式会社九英
熊本県熊本市東区健軍本町３３番５号

9330001000949 一般競争 5,734,800 4,320,000 75.30%

平成２９年度延岡管内情報連絡業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258 一般競争 17,128,800 9,655,200 56.40%

平成２９年度延岡河川国道事務所外３箇所庁舎清掃業務
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4月3日
第一環境管理株式会社
宮崎県延岡市大武町１４２０番地５

2350001010507 一般競争 6,696,594 6,447,600 96.30%

平成２９年度延岡河川国道事務所車両管理業務
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4月3日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目６番３号

7011101016571
一般競争
（総合評価）

2,510,105 2,268,000 90.40%

延岡河川国道事務所大峡電気室外３箇所で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 22,812,847 22,812,847 100.00%

延岡河川国道事務所森崎・丸市尾電気室外１箇所で使用す
る電気

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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 14,024,673 14,024,673 100.00%

延岡河川国道事務所山口電気室外１箇所で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 11,126,454 11,126,454 100.00%

延岡河川国道事務所宇和田電気室外１箇所で使用する電
気

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4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 8,267,926 5,896,137 71.30%

延岡河川国道事務所中の瀬排水機場外１箇所で使用する
電気

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4月3日
シナネン株式会社
東京都港区海岸１丁目４番２２号

2220001003309 一般競争 4,097,872 1,822,918 44.50%

延岡河川国道事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 8,424,862 8,424,862 100.00%

平成２９年度小型貨物自動車４個賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース福岡
福岡県福岡市博多区東光寺町１丁目１番１号

7290001015029 一般競争 137,160 133,272 97.20%

平成２９年度川内川管内災害対策用機械外点検
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4月3日
クボタ機工株式会社
大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号

3120001149458 一般競争 35,681,570 34,709,570 97.30%

平成２９年度川内川管内機械設備保全
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4月3日
中越テクノ株式会社
富山県高岡市米島２８２番地

4230001010888 一般競争 16,362,000 16,308,000 99.70%

平成２９年度川内川河川事務所外５箇所庁舎等清掃
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4月3日
株式会社サーブマック
鹿児島県鹿児島市中山町１４０７番地１

2340001011324 一般競争 3,038,043 2,592,000 85.30%

平成２９年度鶴田ダム再開発事業撮影記録
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4月3日
ライコー株式会社
鹿児島県鹿児島市錦江町４番６８号

6340001004563 一般競争 4,233,600 3,985,200 94.10%

平成２９年度川内川管内電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

83,138,400 80,460,000 96.80%

平成２９年度「南部ブロック」中型車両管理業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258 一般競争 329,705 237,600 72.10%

平成２９年度「川内川河川事務所・鶴田ダム管理所」車両管
理業務

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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

3,935,005 3,402,000 86.50%

川内川河川事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 7,533,869 7,533,869 100.00%



（別紙様式3）
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川内川河川事務所三堂川排水機場で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 1,338,692 1,338,692 100.00%

川内川河川事務所湯之尾堰管理所で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 1,588,200 1,588,200 100.00%

川内川河川事務所真幸堰管理所で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 1,582,070 1,539,310 97.30%

平成２９年度川内川河川事務所自動車賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース鹿児島
鹿児島県鹿児島市東開町５番地５

1340001003009 一般競争 357,480 346,140 96.80%

平成２９・３０年度大隅管内水門設備外点検整備
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4月3日
株式会社二宮鉄工
鹿児島県肝属郡肝付町新富２８０番地

3340001014202 一般競争 35,305,200 34,776,000 98.50%

平成２９年度大隅管内災害対策用機械設備点検整備
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4月3日
株式会社荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１１番１号

1010801001748 一般競争 15,385,440 11,500,000 74.70%

平成２９年度大隅管内電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

105,645,600 98,280,000 93.00%

平成２９年度大隅河川国道事務所外５箇所庁舎等清掃業務
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4月3日
有限会社山内商事
鹿児島県鹿屋市札元１丁目９番１５号

6340002026648 一般競争 11,793,600 5,400,000 45.80%

平成２９年度桜島砂防観測施設点検整備業務
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4月3日
株式会社丸建技術
鹿児島県鹿屋市川東町８０２１番地４

7340001014124 一般競争 14,709,600 11,448,000 77.80%

平成２９年度大隅管内防災情報システム運用支援業務
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4月3日
電通工業株式会社
鹿児島県鹿児島市永吉２丁目２２番２号

1340001002869 一般競争 7,724,485 7,614,000 98.60%

平成２９年度有村観測坑道観測機器点検整備業務
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4月3日
白山工業株式会社
東京都府中市武蔵台１丁目１８番地の１８

6012401000803 一般競争 14,839,200 14,318,640 96.50%

平成２９年度大隅河川国道事務所車両管理業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

3,897,222 3,175,200 81.50%

平成２９年度大隅河川国道事務所自動車保守等単価契約
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4月3日
ダイキュー自動車整備株式会社
鹿児島県肝属郡肝付町前田３４７１番地

1340001015648 一般競争 3,672 2,019 55.00%

平成２９年度登記業務委託（単価契約〔土地家屋調査士〕）
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4月20日
公益社団法人鹿児島県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会
鹿児島県鹿児島市鴨池新町１番３号

5340005000246 一般競争 2,070,792 2,062,832 99.60%

平成２９年度登記業務委託（単価契約〔司法書士〕）
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4月20日
一般社団法人鹿児島県公共嘱託登記司法書士協
会
鹿児島県鹿児島市鴨池新町１番３号司調センター

6340005000245 一般競争 1,101,546 1,095,325 99.40%

平成２９年度草刈機点検整備
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4月28日
株式会社南九州沖縄クボタ
鹿児島県霧島市溝辺町崎森９７３番地１

2340001007751 一般競争 3,708,061 3,708,061 100.00%

平成２９年度大隅河川国道事務所情報連絡業務
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4月3日
日本委託管理株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目９番５号

5180001038983 一般競争 16,502,400 11,329,200 68.70%

平成２９年度鹿児島国道管内電気通信設備保守業務
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

88,905,600 87,480,000 98.40%

平成２９年度鹿児島国道管内道路情報連絡・提供・確認等
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258 一般競争 15,984,000 9,460,800 59.20%
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鹿児島国道事務所外４箇所庁舎等清掃業務
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
株式会社ボーラ
熊本県熊本市中央区本荘町７３７番地６

8330001005718 一般競争 8,971,948 4,307,580 48.00%

平成２９年度「鹿児島国道事務所・鹿児島営繕事務所」車両
管理業務

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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

5,019,287 4,082,400 81.30%

鹿児島国道事務所庁舎で使用する電気
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 10,568,450 8,806,891 83.30%

鹿児島国道事務所金山トンネルで使用する電気
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 5,194,588 3,816,360 73.50%

鹿児島国道事務所大里トンネルで使用する電気
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 3,685,372 3,006,790 81.60%

鹿児島国道事務所宮里トンネルで使用する電気
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 3,138,733 2,244,463 71.50%

鹿児島国道事務所都トンネルで使用する電気
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 4,105,308 3,101,974 75.60%

鹿児島国道事務所武岡トンネル換気所で使用する電気
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 5,472,946 3,583,702 65.50%

鹿児島国道事務所武岡トンネル管理所で使用する電気
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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 7,990,864 7,988,312 100.00%

平成２９年度鹿児島国道事務所外１箇所コピー用紙単価契
約

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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月14日
株式会社円商事
鹿児島県鹿児島市小山田町７３５８番地１

2340001003957 一般競争 2,673,810 2,637,900 98.70%

平成２９年度鹿児島地区一般定期健康診断等業務（単価契
約）

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　川　俣　裕　行
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年4月18日
一般社団法人日本健康倶楽部
東京都千代田区平河町２丁目６番１号

8010005003733 一般競争 2,422,866 2,422,866 100.00%

平成２９年度緑川ダム管内電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 29,170,800 27,540,000 94.40%

平成２９年度緑川ダム管理設備点検整備
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4月3日
ノダック株式会社
大阪府豊中市宝山町２３番１５号

1120901030611 一般競争 7,041,600 6,696,000 95.10%

平成２９年度緑川ダム気象情報提供業務
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4月3日
一般財団法人日本気象協会
東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

4013305001526 一般競争 4,374,000 4,298,400 98.30%

平成２９年度緑川ダム濁度水温観測装置保守点検
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4月3日
株式会社協和計器
熊本県熊本市東区保田窪本町１３番１号

7330001005223 一般競争 3,207,600 3,132,000 97.60%

平成２９年度筑後川ダム統合管理事務所気象情報提供
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4月3日
株式会社気象工学研究所
大阪府大阪市西区京町堀１丁目８番５号

4120001108792 一般競争 7,408,800 4,644,000 62.70%

平成２９年度ダム管理用計器点検及びデータ整理
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4月3日
株式会社エス・アイ・エス商会
佐賀県佐賀市高木瀬東５丁目１８番１０号

4300001000106 一般競争 12,160,800 11,880,000 97.70%

平成２９年度筑後川ダム統管管内電気通信設備保守業務
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4月3日
福岡芝浦電子株式会社
福岡県福岡市南区大橋１丁目２番１９号

3290001002096
一般競争
（総合評価）

64,551,600 62,640,000 97.00%

平成２９年度ダム統管選択取水設備点検
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4月3日
株式会社ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽７丁目１番１号

5010601000905 一般競争 3,153,600 3,078,000 97.60%
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平成２９年度筑後川ダム統合管理事務所庁舎清掃業務
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4月3日
株式会社タカ・コーポレーション
福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目３番１８号

5290001017984 一般競争 1,555,200 1,023,840 65.80%

平成２９年度松原・下筌ダム庁舎外清掃業務
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4月3日
有限会社くしかわクリーンマスター
大分県日田市大字二串１１８７番地の２

3320002019037 一般競争 2,571,480 1,991,520 77.40%

筑後川ダム統合管理事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 9,106,704 9,106,704 100.00%

平成２９年度筑後川ダム統合管理事務所車両管理業務
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4月3日
株式会社セノン
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

3011101023258
一般競争
（総合評価）

1,981,561 1,728,000 87.20%

平成２９年度鶴田ダム管理設備点検整備業務
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4月3日
ノダック株式会社
大阪府豊中市宝山町２３番１５号

1120901030611 一般競争 1,836,000 1,814,400 98.80%

平成２９年度鶴田ダムエレベータ点検整備業務
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4月3日
日本オーチス・エレベータ株式会社
東京都文京区本駒込２丁目２８番８号

9010001075825 一般競争 3,834,000 3,382,560 88.20%

平成２９年度鶴田ダム放流設備点検整備業務
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4月3日
日立造船株式会社
大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号

3120001031541 一般競争 25,293,600 21,600,000 85.40%

平成２９年度鶴田ダム管内電気通信設備保守業務
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4月3日
電通工業株式会社
鹿児島県鹿児島市永吉２丁目２２番２号

1340001002869 一般競争 48,891,600 46,980,000 96.10%

鶴田ダム管理所庁舎等清掃業務
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4月3日
株式会社総合管理サービス
鹿児島県阿久根市赤瀬川１３２０番地１

6340001011972 一般競争 2,146,176 1,242,000 57.90%

鶴田ダム水質自動監視装置外点検
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4月3日
株式会社久永
鹿児島県鹿児島市東開町５番地１１

6340001003598 一般競争 3,682,800 3,132,000 85.00%

鶴田ダム気象情報提供
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4月3日
一般財団法人日本気象協会
東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

4013305001526 一般競争 5,475,600 4,924,800 89.90%

鶴田ダム管理所庁舎で使用する電気
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4月3日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

4290001007004 一般競争 8,033,984 8,033,984 100.00%

平成２９年度山国川管内電気通信設備保守業務
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4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458
一般競争
（総合評価）

65,102,400 59,400,000 91.20%

山国川河川事務所庁舎等清掃業務
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4月3日
株式会社ボーラ
熊本県熊本市中央区本荘町７３７番地６

8330001005718 一般競争 5,360,062 3,228,660 60.20%

平成２９年度耶馬渓ダム放流設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽７丁目１番１号

5010601000905 一般競争 5,778,000 5,238,000 90.70%

平成２９年度耶馬渓ダム水質保全設備外点検整備業務
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4月3日
ノダック株式会社
大阪府豊中市宝山町２３番１５号

1120901030611 一般競争 4,406,400 3,672,000 83.30%

平成２９年度山国川管内ゲート設備外定期点検整備業務
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4月3日
株式会社タカセ・エンジニアリング
大分県日田市大字竹田４１６番地の９

8320001010215 一般競争 9,039,600 8,964,000 99.20%

平成２９年度山国川管内樋門樋管設備点検整備業務
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4月3日
株式会社タカセ・エンジニアリング
大分県日田市大字竹田４１６番地の９

8320001010215 一般競争 7,916,400 7,884,000 99.60%

平成２９年度山国川管内ポンプ設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

6300001000946 一般競争 6,274,800 6,048,000 96.40%
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平成２９年度平成大堰放流設備点検整備業務
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4月3日
株式会社ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽７丁目１番１号

5010601000905 一般競争 3,348,000 3,240,000 96.80%

平成２９年度山国川ダム・堰気象情報提供業務
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4月3日
株式会社ウェザーニューズ
千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目３番地幕張テクノ
ガーデン

6010401003504 一般競争 5,378,400 2,160,000 40.20%

ダム・堰観測機器等保守点検
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4月3日
株式会社エス・アイ・エス商会
佐賀県佐賀市城内２丁目１１番１号

4300001000106 一般競争 14,061,600 12,960,000 92.20%

小型貨物自動車１個賃貸借
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4月3日
株式会社トヨタレンタリース大分
大分県大分市中春日町１６番１７号

3320001001978 一般競争 50,760 50,760 100.00%

九州技術事務所庁舎で使用する電気
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4月3日
株式会社エネット
東京都港区芝公園２丁目６番３号

9010401041641 一般競争 7,631,230 5,578,954 73.10%

平成２９年度九州技術事務所電気通信設備保守業務
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4月3日
日米電子株式会社
福岡県福岡市中央区大宮１丁目３番１０号

8290001009483 一般競争 5,853,600 5,778,000 98.70%

九州技術事務所庁舎及び研修所清掃業務
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4月3日
株式会社タカ・コーポレーション
福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目３番１８号

5290001017984 一般競争 2,602,800 2,268,000 87.10%

平成２９年度排水ポンプ車架装部点検整備業務
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4月3日
エスエスエンジニア株式会社
福岡県直方市大字下境２１２３番地

9290801014582 一般競争 6,177,600 6,048,000 97.90%

九州地方整備局研修所寝具類レンタル単価契約
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4月3日
福屋商店
福岡県久留米市東櫛原町１３５３

一般競争 2,520,720 1,865,160 74.00%

平成２９年度吉野ヶ里歴史公園管内電気通信設備保守業務
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
三球電機株式会社
東京都練馬区貫井５丁目２４番１８号

2011601002605 一般競争 16,707,600 16,200,000 97.00%

平成２９年度海の中道海浜公園管内電気通信設備保守業
務

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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
株式会社ケーネス
東京都港区芝公園２丁目６番３号

8010401009458 一般競争 18,187,200 17,820,000 98.00%

平成２９年度国営吉野ヶ里歴史公園建物機械警備
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
富士警備保障株式会社
佐賀県佐賀市鍋島２丁目５番２１号

3300001000841 一般競争 86,076 61,236 71.10%

平成２９年度国営吉野ヶ里歴史公園利用実態調査
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
株式会社原田設計
佐賀県佐賀市諸富町大字徳富１２８９番地

6300001000681 一般競争 3,445,200 1,911,600 55.50%

平成２９年度吉野ヶ里歴史公園センター等清掃業務
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
株式会社スマイル企画
福岡県福岡市南区清水２丁目１５番１４号

1290001045015 一般競争 2,182,680 1,490,400 68.30%

平成２９年度国営吉野ヶ里歴史公園園内警備
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
中央警備保障株式会社
佐賀県佐賀市高木瀬東３丁目３番１０号

3300001000478 一般競争 6,145,200 5,878,656 95.70%

平成２９年度海の中道海浜公園利用実態調査
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
株式会社広研
福岡県福岡市中央区天神４丁目６番２８号

4290001007409 一般競争 13,424,400 12,150,000 90.50%

稀少動物調査
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
環境テクノス株式会社
福岡県北九州市戸畑区中原新町２番４号

3290801000778 一般競争 2,570,400 1,447,200 56.30%

平成２９年度国営海の中道海浜公園事務所庁舎清掃業務
（日常・定期）

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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
株式会社スマイル企画
福岡県福岡市南区清水２丁目１５番１４号

1290001045015 一般競争 1,198,800 1,175,040 98.00%

国営吉野ヶ里歴史公園内で使用する電気
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号

2160001003901 一般競争 10,456,515 7,502,247 71.70%



（別紙様式3）

物品役務等の名称及び数量
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
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名

競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

国営海の中道海浜公園で使用する電気（その１）
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
株式会社エネット
東京都港区芝公園２丁目６番３号

9010401041641 一般競争 48,226,297 42,130,358 87.40%

国営海の中道海浜公園で使用する電気（その２）
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋２丁目７番１号

9010001137740 一般競争 97,057,187 93,017,636 95.80%

平成２９年度自動車２個賃貸借
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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年4月3日
株式会社トヨタレンタリース福岡
福岡県福岡市博多区東光寺町１丁目１番１号

7290001015029 一般競争 140,184 70,200 50.10%

（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。


