
（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

多自然川づくり技術向上検討業務
福岡県福岡市博多区
2017/06/20～2017/12/20
土木関係建設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　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6月19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） 18,543,600 15,120,000 81.50%

平成２９年度　九州地方整備局管内道路管理基礎資料作成業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７
2017/06/06～2018/03/30
土木関係建設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　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6月5日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 26,654,400 21,276,000 79.80%

土地改良技術事務所（２９復旧）構造検討業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号
2017/06/07～2017/08/31
建築関係建設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　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6月6日
（株）建築企画コム・フォレスト
福岡県福岡市博多区中洲５－６－２４

8290001003057 指名競争契約 5,209,920 4,536,000 87.10%

福岡法務局（２９）構内整備工事
福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目９番１５号
2017/06/13～2018/05/25
建築工事

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6月12日
村本建設（株）
奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１－１

1150001014512
一般競争
（総合評価） 604,692,000 548,424,000 90.70%

熊本県警察学校（２９復旧）建築改修その他工事
熊本県熊本市中央区渡鹿４丁目２－１
2017/07/10～2018/01/29
建築工事

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6月26日
（株）メンテック
福岡県久留米市合川町４２２

2290001049683
一般競争
（総合評価） 182,952,000 178,200,000 97.40%

平成２９年度筑後川下野地区地盤変動影響事前調査業務
佐賀県鳥栖市下野町地内
2017/06/23～2018/01/31
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
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6月22日
和興測量設計（株）
福岡県久留米市東合川３－１－１０

4290001049764 指名競争契約 8,326,800 7,884,000 94.70%

平成２９年度花月川藤山地区外地盤変動影響事前調査業務
大分県日田市地内
2017/06/30～2017/12/15
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年6月29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 9,774,000 9,288,000 95.00%

今朝丸水門上屋外改修工事
福岡県小郡市福童外
2017/07/01～2018/02/28
建築工事

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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年6月30日
梅原建設（株）
福岡県久留米市本町１５－２５

4290001048436
一般競争
（総合評価） 46,980,000 45,360,000 96.60%

平成２９年度筑後川及び矢部川護岸等測量設計業務
筑後川河川事務所管内
2017/06/21～2018/03/30
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年6月20日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 20,131,200 15,984,000 79.40%

平成２９年度　筑後川・矢部川水位流量曲線式検討業務
筑後川河川事務所
2017/06/06～2018/02/28
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6月5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 8,586,000 6,717,600 78.20%

平成２９年度　筑後川河川事務所管内築堤護岸等詳細設計外業務
筑後川河川事務所管内
2017/06/30～2018/03/16
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　富　岡　　誠　司
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年6月29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） 41,612,400 33,220,800 79.80%

平成２９年度遠賀川管内維持修繕測量設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2017/06/20～2018/03/15
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　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6月19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） 29,268,000 23,479,200 80.20%

平成２９年度遠賀川管内樋管補修等設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2017/06/21～2018/03/26
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6月20日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 30,034,800 24,138,000 80.40%

平成２９年度２０８号塩塚地区外再算定等業務
福岡県柳川市外
2017/06/20～2018/01/31
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　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6月19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 3,823,200 3,002,400 78.50%

平成２９年度内古森宿舎解体工事外事後調査等業務
福岡県福岡市東区香椎駅前三丁目・八女市吉田　地内
2017/06/20～2017/10/31
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　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6月19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 4,892,400 3,207,600 65.60%

平成２９年度３号鳥栖久留米道路土地評価業務
福岡県久留米市東合川町外　地内
2017/06/29～2017/10/31
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　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6月28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 9,903,600 7,776,000 78.50%

平成２９年度　有明海沿岸道路交通量調査業務
福岡県大牟田市〜大川市
2017/06/02～2018/03/30
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6月1日
ジーアンドエスエンジニアリング（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

1290001013608 指名競争契約 38,718,000 37,692,000 97.40%

平成２９年度　有明海沿岸道路大野島地区水文調査業務
福岡県大川市〜佐賀県佐賀市諸富町
2017/06/07～2018/03/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月6日
（株）セイコー
福岡県久留米市上津１－２４－１３

3290001049014
指名競争契約
（総合評価） 15,109,200 12,960,000 85.80%

平成２９年度　鳥栖久留米道路外測量設計業務
福岡県久留米市他
2017/07/01～2018/02/28
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　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6月30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
（総合評価） 15,876,000 12,711,600 80.10%

平成２９年度　福岡南部地区交通安全事業地質調査業務
福岡国道事務所管内
2017/06/02～2017/12/25
地質調査業務

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6月1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 6,253,200 5,724,000 91.50%

平成２９年度　福岡国道管内交通安全事業測量業務
福岡国道事務所管内
2017/06/02～2018/03/15
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6月1日
（株）久栄綜合コンサルタント
福岡県久留米市津福今町３４９－１８

6290001048590 指名競争契約 8,823,600 8,424,000 95.50%

平成２９・３０年度福岡国道管内道路清掃工事
福岡国道事務所管内
2017/06/17～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月16日
（株）環境施設
福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０

7290001031158
一般競争
（総合評価） 133,023,600 124,200,000 93.40%

平成２９年度福岡国道管内大型カルバート外点検業務
福岡国道事務所管内
2017/06/20～2018/02/28
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　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6月19日
（株）ニュージェック
大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０

2120001086883
指名競争契約
（総合評価） 26,244,000 21,600,000 82.30%

平成２９年度福岡国道管内北部地区構造物補修詳細設計業務
福岡維持出張所管内、福岡西維持出張所管内
2017/06/21～2018/03/09
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　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6月20日
（株）東亜コンサルタント
福岡県福岡市博多区東比恵３－２８－１０

2290001014828 指名競争契約 17,463,600 12,960,000 74.20%

平成２９年度福岡国道管内橋梁補修設計業務
福岡国道事務所管内
2017/06/21～2018/03/09
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　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6月20日
（株）西部技建コンサルタント
宮崎県小林市細野４１５８

4350001009860
指名競争契約
（総合評価） 83,635,200 67,284,000 80.40%

平成２９年度福岡国道管内溝橋点検業務
福岡国道事務所管内
2017/06/21～2018/02/28
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　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6月20日
（株）ニュージェック
大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０

2120001086883
指名競争契約
（総合評価） 43,124,400 34,776,000 80.60%

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（公共工事）
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平成２９年度福岡国道管内南部地区構造物補修詳細設計業務
久留米維持出張所管内、瀬高維持出張所管内
2017/06/21～2018/03/09
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　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6月20日
第一復建（株）
福岡県福岡市南区清水４－２－８

7290001014419 指名競争契約 18,349,200 12,960,000 70.60%

平成２９・３０年度福岡国道管内橋梁点検業務
福岡国道事務所管内
2017/06/21～2019/02/28
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　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6月20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） 47,952,000 38,448,000 80.20%

平成２９年度　有明海沿岸道路詳細設計外業務
福岡県大牟田市新港町〜大川市大字大野島地先
2017/06/21～2017/11/30
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　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6月20日
西日本建技（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３－６竹山博多ビル３階

4290001015329 指名競争契約 11,782,800 8,856,000 75.20%

平成２９年度　有明海沿岸道路動態観測業務
福岡県大牟田市新港町〜大川市大字大野島地先
2017/06/23～2018/03/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703 指名競争契約 8,715,600 7,182,000 82.40%

有明海沿岸道路（三池港ＩＣ連絡路）地質調査業務
福岡県大牟田市新港町地先
2017/06/23～2018/01/31
地質調査業務

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6月22日
（株）セイコー
福岡県久留米市上津１－２４－１３

3290001049014 指名競争契約 14,526,000 13,500,000 92.90%

平成２９年度福岡２０１号香春拡幅再算定等業務
福岡県田川郡香春町大字鏡山地内外
2017/06/24～2017/11/30
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　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6月23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 4,806,000 4,428,000 92.10%

平成２９年度福岡３号黒崎バイパス再算定等業務
北九州市八幡東区春の町５丁目外
2017/07/01～2018/01/31
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　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6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 4,762,800 4,536,000 95.20%

平成２９年度北九州国道管内調査測量設計業務
北九州国道事務所管内
2017/06/14～2018/02/28
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　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6月13日
日本工営（株）
東京都千代田区九段北１－１４－６

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 30,337,200 24,192,000 79.70%

福岡２０１号筑豊管内道路修繕設計外業務
筑豊維持出張所管内
2017/06/16～2018/03/20
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　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6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
（総合評価） 25,704,000 20,466,000 79.60%

平成２９年度北九州国道管内橋梁点検業務
北九州国道事務所管内
2017/06/17～2018/02/28
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　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6月16日
エイコー・コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２

3290001000851
指名競争契約
（総合評価） 25,099,200 20,304,000 80.90%

福岡２０１号日新橋上部工架設工事
福岡県飯塚市伊岐須地先外
2017/06/23～2018/01/31
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　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6月22日
昭和コンクリート工業（株）
岐阜県岐阜市香蘭１－１

2200001002601
一般競争
（総合評価） 67,370,400 67,284,000 99.90%

平成２９・３０年度八幡管内橋梁点検補修設計業務
八幡維持出張所管内
2017/06/29～2018/07/31
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　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6月28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） 63,644,400 51,030,000 80.20%

平成２９年度北九州国道管内道路修繕設計外業務
北九州国道事務所管内
2017/07/01～2018/03/30
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　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6月30日
（株）福山コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８

5290001016276
指名競争契約
（総合評価） 24,375,600 19,440,000 79.80%

福岡２０１号八木山バイパス外ＣＣＴＶ設備設置工事
八木山バイパス地区　外５箇所
2017/06/13～2017/12/28
通信設備工事

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6月12日
福岡芝浦電子（株）
福岡県福岡市南区大橋１－２－１９

3290001002096
一般競争
（総合評価） 42,811,200 39,744,000 92.80%

平成２９年度北九州国道管内交通安全施設調査測量設計業務
北九州国道事務所管内
2017/06/16～2018/06/29
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　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6月15日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２２－９

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 30,596,400 24,332,400 79.50%

平成２９年度北九州国道管内交通安全対策工事
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷地内
2017/06/30～2017/12/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月29日
建設サービス（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１７－２５

1290001012989
一般競争
（総合評価） 30,564,000 27,324,000 89.40%

平成２９年度松浦川東町地区事業損失事前調査業務
佐賀県唐津市東町地内
2017/06/30～2017/09/29
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　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6月29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 3,294,000 3,132,000 95.10%

平成２９年度　武雄管内測量設計外業務
武雄河川事務所管内
2017/06/30～2018/03/29
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　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6月29日
九州技術開発（株）
佐賀県佐賀市鍋島５－７－２３

3300001000222
指名競争契約
（総合評価） 46,569,600 37,152,000 79.80%

松浦川水系伐採外工事
佐賀県伊万里市松浦町萩ノ尾地先外
2017/06/06～2018/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月5日
石堂建設（株）
佐賀県伊万里市大川町駒鳴２６１０番地１

9300001005463
一般競争
（総合評価） 71,020,800 64,152,000 90.30%

平成２９年度六角川水系河床変動及びヨシ挙動観測調査業務
六角川水系牛津川
2017/06/14～2018/03/15
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6月13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） 41,256,000 34,992,000 84.80%

平成２９年度　城原川ダムサイト地質調査（その１）業務
佐賀県神埼市
2017/06/16～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月15日
（株）ニュージェック
大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０

2120001086883
指名競争契約
（総合評価） 20,012,400 16,491,600 82.40%

平成２９年度　城原川ダムサイト地質調査（その２）業務
佐賀県神埼市
2017/06/16～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月15日
（株）ニュージェック
大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０

2120001086883
指名競争契約
（総合評価） 20,390,400 16,880,400 82.80%

平成２９年度　城原川ダムサイト地質調査（その３）業務
佐賀県神埼市
2017/06/16～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月15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） 18,176,400 14,882,400 81.90%

佐賀国道佐賀地区外保全工事
佐賀県佐賀市東与賀町飯盛地先外
2017/06/13～2018/03/31
維持修繕工事

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

平成29年6月12日
祐徳建設興業（株）
佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１８４

7300001001051
一般競争
（総合評価） 85,471,200 77,220,000 90.30%

佐賀４９７号　古里地区法面対策工事
佐賀県伊万里市南波多町古里地先
2017/06/13～2018/03/30
法面処理工事

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6月12日
東興ジオテック（株）
東京都港区芝４－８－２

1010401019083
一般競争
（総合評価） 258,951,600 233,604,000 90.20%

平成２９年度　大川佐賀道路飯盛地区地質調査業務
佐賀県佐賀市東与賀町飯盛地先
2017/06/29～2017/09/29
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6月28日
（株）アサノ大成基礎エンジニアリング
東京都台東区北上野２－８－７

5010001078914 指名競争契約 10,162,800 7,138,800 70.20%
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平成２９年度　大川佐賀道路諸富地区地質調査業務
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2017/06/29～2017/09/29
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6月28日
国土防災技術（株）
東京都港区虎ノ門３－１８－５

9010401010035 指名競争契約 9,709,200 7,819,200 80.50%

長崎４９７号調川トンネル１号２工区舗装工事
長崎県松浦市調川町地先
2017/06/07～2018/03/30
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　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6月6日
（株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区八重洲１－２－１６

9010001034987
一般競争
（総合評価） 127,537,200 126,252,000 99.00%

長崎４９７号調川トンネル１号１工区舗装工事
長崎県松浦市調川町地先
2017/06/07～2018/03/30
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　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6月6日
三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１３－２７

1011101036179
一般競争
（総合評価） 132,429,600 121,500,000 91.70%

長崎４９７号平尾トンネル１工区安全施設設置工事
長崎県松浦市今福町地先
2017/06/09～2017/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月8日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 134,600,400 132,840,000 98.70%

長崎４９７号伊万里松浦道路安全施設設置工事
長崎県松浦市今福町地先外
2017/06/13～2017/11/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月12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） 129,880,800 117,180,000 90.20%

平成２９年度松浦４号橋（Ａ１―Ｐ５）詳細設計業務
長崎県松浦市志佐町地先
2017/06/15～2018/03/16
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6月14日
（株）千代田コンサルタント
東京都千代田区神田須田町２－６

5011501013443
指名競争契約
（総合評価） 56,883,600 45,468,000 79.90%

長崎４９７号平尾トンネル２工区安全施設設置工事
長崎県松浦市調川町地先
2017/06/17～2017/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月16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） 131,792,400 131,760,000 100.00%

長崎２０５号深谷地区舗装工事
長崎県佐世保市指方町地先
2017/06/28～2018/03/23
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　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6月27日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 64,724,400 63,180,000 97.60%

本明川ダム代替墓地外設計業務
長崎県諫早市富川町外地先
2017/06/06～2018/08/31
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　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6月5日
扇精光コンサルタンツ（株）
長崎県長崎市田中町５８５－４

7310001000283
指名競争契約
（総合評価） 17,053,200 13,651,200 80.10%

平成２９年度長崎管内橋梁補修外工事
長崎河川国道事務所管内
2017/06/24～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月23日
（株）長崎西部建設
長崎県長崎市玉園町２－３７

1310001001345
一般競争
（総合評価） 120,258,000 118,260,000 98.30%

大村・小浜管内舗装修繕工事
大村維持出張所および小浜維持出張所管内
2017/06/30～2018/01/15
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　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6月29日
（株）寺尾建設
長崎県雲仙市愛野町乙１５７３－１

2310001008232
一般競争
（総合評価） 64,670,400 57,780,000 89.30%

平成２９年度　長崎管内道路防災点検外調査設計業務
長崎河川国道事務所管内
2017/07/01～2018/02/28
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　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6月30日
日本工営（株）
東京都千代田区九段北１－１４－６

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 29,538,000 24,084,000 81.50%

高縄手橋下部工（Ａ２）外工事
長崎県大村市松原本町地先
2017/06/21～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月20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） 164,257,200 148,305,600 90.30%

平成２９年度長崎管内交通安全事業測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2017/06/28～2018/03/15
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　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6月27日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２２－９

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 21,805,200 17,366,400 79.60%

平成２９年度　松浦佐々道路江迎地区地質調査業務
長崎県佐世保市江迎町
2017/06/29～2017/12/15
地質調査業務

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6月28日
大栄開発（株）
長崎県佐世保市日宇町２６９０

5310001005623 指名競争契約 11,275,200 9,147,600 81.10%

平成２９年度本明川ダム魚類モニタリング調査業務
長崎県諫早市富川町外
2017/06/30～2018/03/30
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6月29日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 18,792,000 15,098,400 80.30%

平成２９・３０年度長崎道路清掃工事
長崎河川国道事務所管内
2017/06/13～2019/03/31
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6月12日
建設サービス（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１７－２５

1290001012989
一般競争
（総合評価） 70,092,000 66,960,000 95.50%

長崎４９７号平尾トンネル電気通信設備据付工事
長崎県松浦市調川町地先
2017/06/29～2017/11/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園２－６－３

8010401009458
一般競争
（総合評価） 30,207,600 29,700,000 98.30%

平成２９年度雲仙管内砂防用地調査等業務
長崎県島原市北千本町地内
2017/06/30～2017/09/29
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　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6月29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 5,572,800 5,346,000 95.90%

平成２９年度　雲仙管内砂防設備設計業務
長崎県島原市
2017/06/30～2018/05/21
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　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6月29日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 34,495,200 27,712,800 80.30%

平成２９年度国道５７号滝室坂道路用地調査等業務
熊本県阿蘇市一の宮町地内
2017/06/21～2018/02/28
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　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6月20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 16,189,200 15,444,000 95.40%

国道５７号　緑川大橋（Ｐ２・Ｐ４・Ｐ５・Ｐ６）地質調査業務
熊本県熊本市南区海路口町地先
2017/06/13～2017/12/20
地質調査業務

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6月12日
川崎地質（株）
東京都港区三田２－１１－１５

7010401037591
指名競争契約
（総合評価） 42,163,200 35,100,000 83.20%

平成２９年度　滝室坂道路水文調査業務
熊本県阿蘇市
2017/06/15～2018/03/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区岩本町１－７－４

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 16,362,000 13,500,000 82.50%

九州横断道（嘉島〜山都）玉来地区改良８期工事
熊本県上益城郡御船町大字田代地内外
2017/06/29～2018/02/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28日
（株）藤永組
熊本県八代市萩原町１－１１－６

1330001013702
一般競争
（総合評価） 126,360,000 114,696,000 90.80%

熊本５７号　城塚地区改良２期工事
熊本県宇土市城塚町地先
2017/06/30～2018/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月29日
（株）中内土木
熊本県宇城市不知火町松合８４２

4330001012742
一般競争
（総合評価） 122,482,800 110,160,000 89.90%

九州横断道（嘉島〜山都）倉道地区改良１９期工事
熊本県上益城郡御船町大字田代地内
2017/06/30～2018/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月29日
諫山工業（株）
熊本県熊本市中央区白山３－２－１５

3330001000310
一般競争
（総合評価） 151,189,200 138,240,000 91.40%
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国道５７号宇土道路　トンネル地質調査業務
熊本県宇土市笹原町外
2017/06/30～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月29日
応用地質（株）
東京都千代田区神田美土代町７

2010001034531
指名競争契約
（総合評価） 41,374,800 34,408,800 83.20%

保田窪宿舎改修外設計業務
熊本県熊本市東区保田窪５－９－１２７外５箇所
2017/07/01～2018/02/28
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　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6月30日
（株）九友設計コンサルタント
福岡県福岡市中央区大名１－９－２７

2290001007179 指名競争契約 9,817,200 6,588,000 67.10%

平成２９年度　熊本管内道路管理測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2017/06/02～2018/03/15
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　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6月1日
エイコー・コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２

3290001000851
指名競争契約
（総合評価） 40,478,400 32,292,000 79.80%

平成２９年度熊本管内交通安全施設等測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2017/06/13～2018/03/15
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　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6月12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） 29,430,000 23,544,000 80.00%

迎町交差点改築工事
熊本県熊本市中央区迎町一丁目地先
2017/06/23～2018/12/31
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6月22日
福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川岸町１－５３－１

5110001004884
一般競争
（総合評価） 202,834,800 194,292,000 95.80%

平成２９年度　白川緑川水文観測資料整理業務
白川水系、緑川水系
2017/06/29～2018/02/28
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6月28日
（株）エコー設計
熊本県熊本市東区花立５－１４－３２

1330001000502 指名競争契約 5,572,800 5,292,000 95.00%

平成２９年度　白川緑川流況資料整理業務
白川水系、緑川水系
2017/06/29～2018/01/31
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6月28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 2,700,000 2,484,000 92.00%

平成２９年度災害復旧熊本５７号黒川避溢橋下部工外工事
熊本県阿蘇市赤水地先
2017/06/14～2018/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月13日
松本・大政地域維持型建設共同企業体
熊本県熊本市南区城南町隈庄５０５－３

一般競争
（総合評価） 440,445,600 396,403,200 90.00%

平成２９年度災害復旧熊本５７号阿蘇黒川橋下部工（Ａ２）外工事
熊本県阿蘇市的石地先
2017/06/17～2018/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月16日
雲仙・三洲地域維持型建設共同企業体
熊本県熊本市南区八幡５－１０－４５

一般競争
（総合評価） 447,444,000 413,100,000 92.30%

平成２９年度芦北出水道路管内用地調査等業務
熊本県葦北郡津奈木町千代〜水俣市袋地内
2017/06/21～2018/03/15
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　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6月20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 13,888,800 13,500,000 97.20%

平成２９年度芦北出水道路用地調査点検等技術業務
八代河川国道事務所管内（葦北郡津奈木町千代〜水俣市袋）
2017/06/21～2018/03/30
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　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6月20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
一般競争
（総合評価） 15,930,000 13,338,000 83.70%

平成２９年度水島地区耐震対策その１工事
熊本県八代市水島町地先
2017/10/16～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月26日
（株）土井組
熊本県八代市鏡町有佐２２６

9330001013868
一般競争
（総合評価） 192,477,600 173,880,000 90.30%

平成２９年度水島地区耐震対策その２工事
熊本県八代市水島町地先
2017/07/03～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月27日
（株）福岡建設
熊本県八代市大村町３４８

6330001013697
一般競争
（総合評価） 170,110,800 157,680,000 92.70%

熊本３号津奈木ＩＣ部舗装外工事
熊本県葦北郡津奈木町千代地先
2017/06/02～2018/03/30
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　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6月1日
朝日工業（株）
大分県大分市豊海４－３－１９

9320001000421
一般競争
（総合評価） 238,485,600 217,404,000 91.20%

熊本３号大迫地区改良４工区工事
熊本県水俣市大迫地先
2017/06/08～2018/07/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月7日
太陽開発（株）
熊本県八代市新開町３番１１号

2330001013619
一般競争
（総合評価） 142,538,400 130,356,000 91.50%

平成２９年度芦北出水道路事業計画資料作成業務
熊本県葦北郡津奈木町〜水俣市袋
2017/06/13～2018/03/23
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　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6月12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） 20,260,800 16,092,000 79.40%

平成２９年度南九州西回り自動車道設計及び測量業務
熊本県葦北郡津奈木町〜水俣市袋
2017/06/13～2018/03/15
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　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6月12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） 24,872,400 19,872,000 79.90%

熊本３号古城第１橋下部工（Ａ２）外工事
熊本県水俣市古城地先
2017/06/21～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月20日
（株）藤永組
熊本県八代市萩原町１－１１－６

1330001013702
一般競争
（総合評価） 188,676,000 171,720,000 91.00%

球磨川堤防点検及び調査設計業務
八代河川国道事務所管内
2017/06/28～2018/03/20
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　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6月27日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 33,523,200 26,924,400 80.30%

川辺川ダム水没予定地維持管理測量設計等業務
熊本県球磨郡五木村・相良村
2017/06/24～2018/03/30
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　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6月23日
（株）建設技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－１

5340001001578
指名競争契約
（総合評価） 21,751,200 17,355,600 79.80%

菊池川水系水文資料整理業務
菊池川水系
2017/06/09～2018/03/15
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6月8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 6,706,800 6,264,000 93.40%

平成２９年度阿蘇大橋地区用地調査等業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村地内
2017/06/24～2017/12/22
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　熊本復興事務所長　辻　　芳　樹
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年6月23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 13,640,400 12,960,000 95.00%

平成２９年度災害復旧　阿蘇大橋地区頭部排土工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内
2017/06/27～2018/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本復興事務所長　辻　　芳　樹
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年6月26日
（株）杉本建設
熊本県熊本市南区出仲間１－６－５

8330001012854
一般競争
（総合評価） 429,235,200 400,140,000 93.20%

平成２９年度災害復旧　熊本３２５号阿蘇大橋取付部下部工工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村地先
2017/06/28～2018/10/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本復興事務所長　辻　　芳　樹
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年6月27日
岩永・諫山地域維持型建設共同企業体
熊本県熊本市中央区南熊本４－４－１０

一般競争
（総合評価） 354,056,400 330,480,000 93.30%

平成２９年度　阿蘇大橋地区復旧技術検討外業務
熊本復興事務所管内
2017/07/01～2018/06/30
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　熊本復興事務所長　辻　　芳　樹
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年6月30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） 24,969,600 20,034,000 80.20%

事務所庁舎耐震改修実施設計業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村
2017/07/01～2017/10/31
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　熊本復興事務所長　辻　　芳　樹
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成29年6月30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 5,929,200 2,786,400 47.00%
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大分２１０号挾間歩道整備（３工区その２）外１件用地調査等業務
大分県由布市挾間町挾間、大分県玖珠郡九重町大字右田地内
2017/06/30～2017/12/20
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　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6月29日
扇精光コンサルタンツ（株）
長崎県長崎市田中町５８５－４

7310001000283 指名競争契約 14,202,000 13,500,000 95.10%

平成２９年度天ヶ瀬第一高架橋耐震補強設計外業務
大分河川国道事務所管内
2017/06/02～2018/01/31
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6月1日
（株）西部技建コンサルタント
宮崎県小林市細野４１５８

4350001009860
指名競争契約
（総合評価） 35,802,000 28,728,000 80.20%

平成２９年度大分河川国道管内橋梁耐震補強修正設計外業務
大分河川国道事務所管内
2017/06/02～2018/02/28
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　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6月1日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市大字奥田６４６－１

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 44,236,800 35,748,000 80.80%

平成２９年度大分河川国道管内橋梁補修設計業務
大分河川国道事務所管内
2017/06/03～2018/02/28
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　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6月2日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市大字奥田６４６－１

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 41,018,400 33,156,000 80.80%

大分管内ＣＣＴＶ設備設置工事
大分県大分市大字荏隈地先　尼ヶ瀬排水機場外
2017/06/28～2018/02/28
通信設備工事

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6月27日
日米電子（株）
福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

8290001009483
一般競争
（総合評価） 44,398,800 41,580,000 93.70%

平成２９年度　佐伯管内道路防災点検業務
佐伯河川国道事務所管内
2017/06/29～2018/02/28
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6月28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） 16,956,000 13,554,000 79.90%

平成２９年度　佐伯管内交通安全事業測量設計外業務
佐伯河川国道事務所管内
2017/06/29～2018/03/15
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　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6月28日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市大字奥田６４６－１

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 15,044,400 12,042,000 80.00%

番匠川水系河川水辺の国勢調査（河川環境基図）業務
番匠川水系
2017/06/02～2018/03/15
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　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6月1日
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－２３－２

4013301013608
指名競争契約
（総合評価） 14,828,400 11,858,400 80.00%

番匠川水系河川水辺の国勢調査（底生動物）業務
番匠川水系
2017/06/02～2018/03/15
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　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6月1日
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－２３－２

4013301013608
指名競争契約
（総合評価） 12,765,600 10,206,000 79.90%

大分川ダム流木止設備製作据付工事
大分県大分市大字下原地先
2017/06/23～2018/06/30
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6月22日
ノダック（株）
大阪府豊中市宝山町２３－１５

1120901030611
一般競争
（総合評価） 33,814,800 30,574,800 90.40%

平成２９年度大分川ダム電気通信設備設計業務
大分県大分市大字下原地先
2017/06/30～2018/03/09
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6月29日
（株）長大
東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４

5010001050435
指名競争契約
（総合評価） 16,945,200 14,288,400 84.30%

大淀川下流地区堤防設計業務
宮崎県宮崎市福島地先
2017/06/29～2018/05/31
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　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6月28日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 29,127,600 23,349,600 80.20%

平成２９年度宮崎管内南部砂防測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/06～2018/02/28
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6月5日
（株）コスモエンジニアリング
宮崎県都城市都北町５５１１－４

5350001007987 指名競争契約 15,368,400 9,903,600 64.40%

平成２９年度宮崎管内砂防地質調査業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/15～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14日
（株）西部技建コンサルタント
宮崎県小林市細野４１５８

4350001009860
指名競争契約
（総合評価） 24,742,800 20,628,000 83.40%

皇子川１第１砂防堰堤管理用道路２期工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2017/06/29～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28日
吉原建設（株）
宮崎県都城市中原町３２ー１

5350001008432
一般競争
（総合評価） 160,390,800 146,772,000 91.50%

中山谷３遊砂地上流外工事
宮崎県都城市御池町地先
2017/06/29～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28日
吉原建設（株）
宮崎県都城市中原町３２ー１

5350001008432
一般競争
（総合評価） 158,328,000 144,396,000 91.20%

平成２９年度伊比井トンネル道路附属施設検討詳細設計外業務
宮崎県日南市伊比井〜富土
2017/06/15～2018/02/28
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　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6月14日
（株）千代田コンサルタント
東京都千代田区神田須田町２－６

5011501013443
指名競争契約
（総合評価） 20,109,600 16,124,400 80.20%

東九州道（清武〜日南）郷之原地区舗装（２工区）外工事
宮崎県日南市北郷町郷之原地先
2017/06/27～2018/02/28
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　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6月26日
朝日工業（株）
大分県大分市豊海４－３－１９

9320001000421
一般競争
（総合評価） 143,510,400 130,140,000 90.70%

東九州道（清武〜日南）郷之原地区舗装（１工区）外工事
宮崎県日南市北郷町郷之原地先
2017/06/27～2018/02/28
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　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6月26日
東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－３－７

7010401020201
一般競争
（総合評価） 180,392,400 165,240,000 91.60%

東九州道（清武〜日南）日南東郷ＩＣ外改良工事
宮崎県日南市北郷町郷之原〜日南市東弁分地先
2017/06/29～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28日
永野建設（株）
宮崎県日南市大字酒谷乙１０３２２

8350001009477
一般競争
（総合評価） 194,724,000 176,580,000 90.70%

平成２９年度東九州道（清武〜北郷）法面対策外設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/30～2018/03/20
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6月29日
（株）晃和コンサルタント
宮崎県宮崎市大字本郷北方３００９－１

6350001000594
指名競争契約
（総合評価） 24,246,000 19,602,000 80.80%

平成２９年度宮崎管内河川維持測量設計及び地質調査業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/16～2018/02/28
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6月15日
（株）晃和コンサルタント
宮崎県宮崎市大字本郷北方３００９－１

6350001000594 指名競争契約 31,471,200 29,376,000 93.30%

平成２９年度大淀川水系河川管理施設測量詳細設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/28～2018/03/26
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6月27日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 16,783,200 13,381,200 79.70%

平成２９年度国道２２０号道路防災点検・測量設計外業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/30～2018/03/15
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　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6月29日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区岩本町１－７－４

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 33,123,600 26,352,000 79.60%

平成２９年度大淀川・小丸川水辺環境調査（魚類・底生）業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/19～2018/02/28
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　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6月19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
（総合評価） 21,837,600 17,388,000 79.60%

平成２９年度日南・志布志道路予備設計業務
宮崎県日南市
2017/06/14～2018/02/28
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　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6月13日
（株）福山コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８

5290001016276
指名競争契約
（総合評価） 36,698,400 29,592,000 80.60%
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平成２９年度宮崎管内交通量調査外業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/06/23～2018/02/28
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6月22日
（株）ロードリバーコンサルタント
宮崎県宮崎市霧島２－１６２－２

3350001002189 指名競争契約 15,876,000 13,986,000 88.10%

平成２９年度日南・志布志道路（東弁分乙地区外）地質調査業務
宮崎県日南市
2017/06/23～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）国土地質調査事務所
宮崎県宮崎市大工３－２２１－１

6350001000603 指名競争契約 25,963,200 22,840,920 88.00%

平成２９年度日南・志布志道路（平野地区外）地質調査業務
宮崎県日南市
2017/06/23～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）九州土木設計コンサルタント
宮崎県宮崎市大字芳士３７０１－５９

6350001000421 指名競争契約 26,708,400 23,868,000 89.40%

平成２９年度日南・志布志道路（益安地区外）地質調査業務
宮崎県日南市
2017/06/23～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）国土開発コンサルタント
宮崎県宮崎市大工３－１５５

7350001000602 指名競争契約 25,898,400 23,004,000 88.80%

平成２９年度五ヶ瀬川防災ステーション用地調査等業務
宮崎県延岡市天下町地内
2017/06/13～2018/03/15
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　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6月12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） 13,629,600 10,746,000 78.80%

天下用水樋管実施設計業務
五ヶ瀬川水系
2017/06/15～2018/08/31
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　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6月14日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 19,882,800 15,930,000 80.10%

天下樋門実施設計業務
五ヶ瀬川水系
2017/06/15～2018/08/31
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　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6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
（総合評価） 20,682,000 16,578,000 80.20%

延岡河川国道事務所外１箇所空調設備改修工事
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９外１箇所
2017/06/29～2017/09/29
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　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6月28日
（株）エアシステム工業
宮崎県宮崎市大字赤江１５５７－３

1350001000203
一般競争
（総合評価） 12,711,600 11,809,800 92.90%

宮崎２１８号大平山トンネル消火設備製作据付工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地内
2017/06/30～2018/06/30
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　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6月29日
（株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５－１

6300001000946
一般競争
（総合評価） 244,836,000 231,120,000 94.40%

平成２９年度　延岡管内改築保全工事
延岡河川国道事務所管内（栃の木、深角、平底、末市、財光寺地区）
2017/06/03～2017/10/31
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6月2日
（株）甲斐組
宮崎県延岡市稲葉崎町２－６１

6350001007417
一般競争
（総合評価） 19,202,400 17,064,000 88.90%

宮崎２１８号　大平山東地区改良外工事
延岡河川国道事務所管内（深角地区、折原地区、石井川地区）
2017/06/10～2018/03/30
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6月9日
（株）盛武組
宮崎県延岡市北川町長井３９１４

5350001007112
一般競争
（総合評価） 85,341,600 77,004,000 90.20%

平成２９・３０年度　延岡管内植栽維持工事
宮崎県延岡市北川町川内名〜同県日向市大字高松
2017/06/08～2018/12/20
造園工事

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6月7日
（株）園田グリーンセンター
宮崎県都城市都北町４９６８

2350001008071
一般競争
（総合評価） 39,927,600 38,880,000 97.40%

平成２９・３０年度　延岡管内橋梁点検業務
延岡河川国道事務所管内
2017/06/15～2018/12/15
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　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6月14日
日本工営（株）
東京都千代田区九段北１－１４－６

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 46,062,000 36,828,000 80.00%

平成２９年度　延岡管内道路照明灯維持工事
延岡河川国道事務所管内
2017/06/08～2018/03/31
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6月7日
旭進興業（株）
宮崎県延岡市別府町３９０３－２

5350001006700
一般競争
（総合評価） 43,988,400 40,284,000 91.60%

一級河川川内川天辰地区再算定等業務
鹿児島県薩摩川内市天辰町
2017/06/28～2017/12/28
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　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6月27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） 21,060,000 18,522,000 87.90%

平成２９年度　桜島砂防有村地区補償説明等業務
鹿児島県鹿児島市有村町地内
2017/06/28～2018/02/28
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6月27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） 11,556,000 10,238,400 88.60%

平成２９年度東九州道水文調査・検討外業務
鹿児島県志布志市、鹿屋市、曽於郡大崎町
2017/06/14～2018/03/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月13日
応用地質（株）
東京都千代田区神田美土代町７

2010001034531
指名競争契約
（総合評価） 26,395,200 21,664,800 82.10%

東九州道（大崎〜鹿屋）天神地区函渠工工事
鹿児島県曽於郡大崎町永吉
2017/07/01～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30日
国基建設（株）
鹿児島県鹿屋市串良町有里３１３０

4340001013905
一般競争
（総合評価） 251,640,000 226,800,000 90.10%

平成２９・３０年度　肝属川水系樋管外測量設計業務
鹿児島県鹿屋市
2017/06/28～2018/06/29
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　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6月27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） 14,796,000 11,761,200 79.50%

平成２９年度阿久根川内道路（潟南地区）用地調査等業務
鹿児島県阿久根市波留地内
2017/06/17～2018/03/15
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　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6月16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 21,880,800 20,844,000 95.30%

平成２９年度阿久根川内道路（潟北地区）用地調査等業務
鹿児島県阿久根市波留地内
2017/06/17～2018/03/15
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　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6月16日
（株）萩原技研
鹿児島県鹿児島市山下町１６－２０

3340001003493 指名競争契約 25,596,000 24,537,600 95.90%

平成２９年度阿久根川内道路（鶴川内地区）用地調査等業務
鹿児島県阿久根市鶴川内地内
2017/06/17～2018/03/15
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　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6月16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 35,521,200 33,480,000 94.30%

平成２９年度鹿児島国道事務所管内交通現況調査業務
鹿児島国道事務所管内
2017/06/08～2018/02/28
測量

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6月7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 19,429,200 17,582,400 90.50%

平成２９年度阿久根川内道路西方地区外地質調査業務
鹿児島県薩摩川内市
2017/06/08～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月7日
山元新栄地質（株）
鹿児島県鹿児島市紫原３－２６－１３

6340001004464 指名競争契約 33,987,600 27,518,400 81.00%

平成２９年度阿久根川内道路水引地区外地質調査業務
鹿児島県薩摩川内市
2017/06/08～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月7日
（株）アーステクノ
鹿児島県鹿児島市新栄町２６－６

8340001000206 指名競争契約 30,996,000 25,390,800 81.90%

平成２９年度阿久根川内道路湯田地区外地質調査業務
鹿児島県薩摩川内市
2017/06/09～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月8日
鹿児島土木設計（株）
鹿児島県鹿児島市東開町１２－１０

6340001000975 指名競争契約 29,343,600 23,738,400 80.90%



（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
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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（公共工事）

平成２９年度白浜拡幅環境影響調査業務
鹿児島市吉野町〜姶良市脇元
2017/06/14～2018/02/28
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　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6月13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） 25,326,000 20,250,000 80.00%

平成２９年度新栄地区外測量設計業務
鹿児島県鹿児島市外
2017/06/29～2018/10/31
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　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6月28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） 31,773,600 26,762,400 84.20%

平成２９年度松原・下筌ダム管内水文資料等作成業務
筑後川ダム統合管理事務所
2017/06/10～2018/02/28
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6月9日
（株）ニュージェック
大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０

2120001086883 指名競争契約 3,002,400 2,246,400 74.80%

平成２９年度松原・下筌ダム水辺の国勢調査（魚類）業務
松原・下筌ダム貯水池周辺
2017/06/21～2018/02/28
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
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6月20日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢３－１５－１

7010901005494
指名競争契約
（総合評価） 14,774,400 12,420,000 84.10%

平成２９年度山国川（唐原地区外）土地評価業務
福岡県築上郡上毛町大字下唐原地内外
2017/06/30～2017/12/22
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　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6月29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 5,572,800 5,346,000 95.90%

平成２９年度山国川測量設計業務
山国川河川事務所管内
2017/06/03～2018/03/30
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　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6月2日
九建設計（株）
大分県佐伯市西浜３－４３

2320001008909
指名競争契約
（総合評価） 25,995,600 20,628,000 79.40%

平成２９年度耶馬渓ダム管内測量設計業務
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂外
2017/06/16～2018/03/23
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　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6月15日
九建設計（株）
大分県佐伯市西浜３－４３

2320001008909
指名競争契約
（総合評価） 7,992,000 7,344,000 91.90%

平成２９年度ダイオキシン類等分析業務
福岡県久留米市高野一丁目３番１号
2017/06/13～2018/03/09
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6月12日
東和環境科学（株）
広島県広島市中区舟入町６－５

5240001018450
指名競争契約
（総合評価） 13,197,600 11,448,000 86.70%

平成２９年度ダイオキシン類精度管理業務
福岡県久留米市高野一丁目３番１号
2017/06/17～2018/03/09
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6月16日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢３－１５－１

7010901005494
指名競争契約
（総合評価） 6,804,000 6,102,000 89.70%

平成２９年度水質分析精度管理業務
福岡県久留米市高野一丁目３番１号
2017/06/17～2018/02/28
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　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6月16日
環境テクノス（株）
福岡県北九州市戸畑区中原新町２－４

3290801000778
指名競争契約
（総合評価） 7,506,000 6,804,000 90.60%

平成２９年度無人化施工の継続的活用に係る検討業務
九州技術事務所
2017/06/02～2018/01/31
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　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6月1日
平成２９年度無人化施工の継続的活用に係る検討業務東亜コンサ
ルタント・先端建設技術センター設計共同体
大分県大分市大字千歳３７１－１

指名競争契約
（総合評価） 14,850,000 13,500,000 90.90%

平成２９年度　玄界灘松林環境保全工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2017/06/30～2018/02/09
造園工事

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　辻野　恒一
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成29年6月29日
（株）小山千緑園
福岡県福岡市東区若宮５－９－８

2290001003112
一般競争
（総合評価） 29,894,400 27,540,000 92.10%

平成２９年度海の中道海浜公園地下埋設施設調査設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園
2017/06/16～2018/03/30
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
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6月15日
サンコーコンサルタント（株）
東京都江東区亀戸１－８－９

9010601018051
指名競争契約
（総合評価） 11,944,800 9,504,000 79.60%

土地改良技術事務所（２９復旧）基礎部調査業務
熊本県熊本市東区東町４丁目５－７
2017/06/02～2017/08/31
地質調査業務

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6月1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 3,261,600 3,240,000 99.30%

（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。


