
（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

平成２９年度公共事業労務費調査（その１）業務
九州地方整備局
2017/07/15～2018/02/28
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　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7月14日
（一財）経済調査会
東京都港区新橋６－１７－１５

1010005002667
一般競争
（総合評価） 10,260,000 9,828,000 95.80%

平成２９年度公共事業労務費調査（その２）業務
九州地方整備局
2017/07/15～2018/02/28
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　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7月14日
（一財）建設物価調査会
東京都中央区日本橋大伝馬町１１－８

6010005018675
一般競争
（総合評価） 17,301,600 16,740,000 96.80%

佐賀農政支局（２９）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2017/07/05～2018/03/28
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7月4日
（株）ＹＳアーキテクツ
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－５　博多大島ビル

9290001062192 指名競争契約 8,370,000 6,095,520 72.80%

ハローワーク大分（２９）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号
2017/07/15～2018/03/26
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　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7月14日
（株）柴田建築設計事務所
福岡県福岡市博多区住吉４－３－３１

5290001013802 指名競争契約 6,620,400 5,400,000 81.60%

ハローワーク別府（２９）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号
2017/08/01～2018/03/29
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　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7月31日
（株）小路建築事務所
佐賀県佐賀市本庄町本庄５３６－３

2300001000347 指名競争契約 5,929,200 3,240,000 54.60%

門司税務署（２９）構内整備工事
福岡県北九州市門司区清滝3丁目5番30号
2017/08/01～2018/02/28
建築工事

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7月25日
（株）豊福組
福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町２－８

3290801006206
一般競争
（総合評価） 47,800,800 45,380,520 94.90%

平成２９年度矢部川上庄地区外地盤変動影響事前調査業務
福岡県みやま市瀬高町上庄地内外
2017/07/07～2017/12/15
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　船　橋　　昇　治
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

平成29年7月6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 9,493,200 9,072,000 95.60%

平成２９年度筑後川白木谷川合流部地盤変動影響事前調査業務
福岡県朝倉市杷木町池田地内
2017/07/14～2017/11/30
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
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7月13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 4,158,000 3,844,800 92.50%

平成２９年度矢部川中島地区地盤変動影響事前調査業務
福岡県柳川市大和町地内
2017/07/21～2017/12/20
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
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7月20日
（株）大建
福岡県福岡市早良区南庄２－９－１２

1290001005349 指名競争契約 8,694,000 8,424,000 96.90%

平成２９年度矢部川鷹ノ尾地区地盤変動影響事前調査業務
福岡県柳川市大和町地内
2017/07/28～2017/12/20
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
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7月27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 8,283,600 7,992,000 96.50%

花月川財津排水樋管新設築堤護岸工事
大分県日田市三和地先
2017/07/15～2018/03/30
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7月14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） 85,557,600 77,436,000 90.50%

花月川藤山排水樋管新設築堤護岸工事
大分県日田市花月地先
2017/07/15～2018/03/30
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7月14日
（株）川浪組
大分県日田市大字友田３７２５

7320001009984
一般競争
（総合評価） 74,293,200 67,500,000 90.90%

花月川南友田地区築堤護岸工事
大分県日田市友田地先
2017/07/19～2018/03/30
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7月18日
（株）川浪組
大分県日田市大字友田３７２５

7320001009984
一般競争
（総合評価） 149,504,400 135,216,000 90.40%

花月川藤山地区築堤護岸工事
大分県日田市花月地先外
2017/07/20～2018/03/30
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7月19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） 100,807,200 90,828,000 90.10%

巨瀬川江口橋架替（護岸工）受託合併工事
福岡県久留米市田主丸町以真恵地先
2017/07/21～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月20日
（株）南組
福岡県小郡市松崎１６６－１

1290001050510
一般競争
（総合評価） 114,058,800 102,816,000 90.10%

高田堰放流制御設備設置工事
福岡県みやま市高田町今福地先　高田堰管理所外１か所
2017/07/27～2018/03/26
通信設備工事

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7月26日
ＪＲＣシステムサービス（株）
東京都三鷹市牟礼６－２１－１１

8120001072614
一般競争
（総合評価） 41,396,400 41,040,000 99.10%

遠賀川水系彦山川（魚町地区）建物等事前調査業務
福岡県田川市魚町外地内
2017/07/13～2017/10/31
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　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7月12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 6,901,200 5,410,800 78.40%

河口堰水門扉（制水４号ゲート）修繕工事
福岡県遠賀郡水巻町大字猪熊地先
2017/07/06～2018/02/28
機械設備工事

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

平成29年7月5日
（株）ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽７－１－１

5010601000905
一般競争
（総合評価） 28,674,000 28,512,000 99.40%

菰田排水機場２号原動機更新外工事
福岡県飯塚市菰田地先
2017/07/28～2018/03/15
機械設備工事

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

平成29年7月27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） 231,282,000 230,040,000 99.50%

平成２９年度２１０号保木歩道整備外用地調査等業務
福岡県うきは市浮羽町山北字上保木外　地内
2017/07/13～2017/12/15
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　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7月12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 10,875,600 10,368,000 95.30%

平成２９年度２１０号浮羽バイパス用地調査等業務
福岡県久留米市田主丸町豊城　地内
2017/07/15～2018/03/05
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7月14日
（株）大建補償コンサルタント
福岡県大野城市仲畑２－１－２

9290001008443 指名競争契約 3,618,000 2,678,400 74.00%

平成２９年度２０２号六本松交差点改良外用地調査等業務
福岡県福岡市中央区六本松外　地内
2017/07/21～2018/01/19
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7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 5,486,400 4,989,600 90.90%

平成２９年度３号鳥栖久留米道路（東合川地区）再算定等業務
福岡県久留米市　地内
2017/07/21～2018/02/28
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　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7月20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 9,115,200 7,344,000 80.60%

平成２９年度有明海沿岸道路（大川地区その３）事前調査等業務
福岡県大川市地内
2017/07/13～2017/10/31
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7月12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 3,790,800 3,672,000 96.90%

平成２９年度春吉橋架替外１件事前調査業務
福岡県福岡市中央区及び糸島市
2017/07/25～2017/12/15
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　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7月24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 4,320,000 3,348,000 77.50%

平成２９年度有明海沿岸道路（大川大野島地区）事前調査等業務
福岡県大川市地内
2017/08/01～2017/11/30
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　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7月31日
（株）大陸総合コンサルタント
福岡県福岡市南区高木１－８－１８

1290001008541 指名競争契約 4,730,400 3,758,400 79.50%

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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今宿道路　前原料金所南地区改良工事
福岡県糸島市多久地先
2017/07/19～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月18日
福東（株）
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２０－２１

9290001016248
一般競争
（総合評価） 169,441,200 155,520,000 91.80%

今宿道路　前原料金所北地区改良工事
福岡県糸島市多久地先
2017/07/20～2018/05/20
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7月19日
（株）才田組
福岡県福岡市博多区光丘町１－２－３０

4290001025724
一般競争
（総合評価） 105,462,000 96,660,000 91.70%

平成２９年度　今宿道路道路予備修正設計業務
福岡県糸島市東〜糸島市二丈深江地先
2017/07/28～2018/03/15
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　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7月27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） 15,228,000 12,258,000 80.50%

平成２９年度福岡国道管内無電柱化詳細修正設計外業務
福岡国道事務所管内
2017/07/05～2018/08/31
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　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7月4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） 31,201,200 24,926,400 79.90%

道の駅たちばなトイレ改修その他工事
福岡県八女市立花町下辺春
2017/07/19～2018/03/30
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月18日
（株）大岡組
福岡県大川市大字三丸３３９－３

3290001052686
一般競争
（総合評価） 89,596,800 87,480,000 97.60%

平成２９年度福岡国道管内防災点検業務
福岡国道事務所管内
2017/07/15～2018/03/23
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　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7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） 18,576,000 14,709,600 79.20%

平成２９年度　福岡国道管内道路管理データ作成業務
福岡国道事務所管内
2017/07/15～2018/02/23
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　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7月14日
平成２９年度福岡国道管内道路管理データ作成業務長大・長大テッ
ク設計共同体
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

指名競争契約
（総合評価） 35,564,400 28,404,000 79.90%

福岡２０８号中島地区舗装外工事
福岡県みやま市高田町徳島地先〜福岡県柳川市大和町中島地先
2017/07/22～2018/07/20
アスファルト舗装工事

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

平成29年7月21日
毛利土建・環境施設（共）
福岡県久留米市大善寺町夜明４１４

一般競争
（総合評価） 93,387,600 88,560,000 94.80%

平成２９年度福岡国道管内道路附属物点検業務
福岡国道事務所管内
2017/07/29～2018/02/28
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　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7月28日
大日本コンサルタント（株）
東京都豊島区駒込３－２３－１

8013301006938
指名競争契約
（総合評価） 35,067,600 28,350,000 80.80%

国道２０２号立花トンネル受変電設備外設置工事
福岡県糸島市二丈吉井
2017/07/20～2018/01/31
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月19日
千代田興産（株）
福岡県福岡市中央区白金２－５－１６

4290001008786
一般競争
（総合評価） 60,188,400 57,240,000 95.10%

福岡２０８号　大川中央ＩＣ改良外工事
福岡県大牟田市〜大川市
2017/07/15～2018/06/29
一般土木工事

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

平成29年7月14日
江上建設（株）
福岡県大川市大字酒見４７４－９

6290001052667
一般競争
（総合評価） 100,418,400 90,504,000 90.10%

福岡２０８号　大川東ＩＣ改良工事
福岡県柳川市〜大川市
2017/07/20～2018/03/20
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7月19日
濱崎建設（株）
福岡県久留米市宮ノ陣６－２７－１６

6290001049432
一般競争
（総合評価） 105,678,000 95,472,000 90.30%

福岡２０８号　小保地区改良外工事
福岡県大牟田市〜大川市
2017/07/20～2018/06/29
一般土木工事

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

平成29年7月19日
（株）時里組
福岡県久留米市荒木町今２２２－１

4290001049252
一般競争
（総合評価） 100,720,800 90,504,000 89.90%

福岡２０８号　筑後川橋下部工（Ｐ２）工事
福岡県大川市九網地内
2017/07/29～2018/06/29
一般土木工事

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

平成29年7月28日
（株）中村組
福岡県柳川市大和町大坪２２

4290001053097
一般競争
（総合評価） 159,721,200 144,061,200 90.20%

有明海沿岸道路（三池港ＩＣ連絡路）道路詳細設計業務
福岡県大牟田市新港町地先
2017/07/29～2018/05/31
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　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7月28日
セントラルコンサルタント（株）
東京都中央区晴海２－５－２４

1010001088264
指名競争契約
（総合評価） 27,594,000 22,464,000 81.40%

平成２９年度黒崎地区場所打ち杭載荷試験外業務
福岡県北九州市八幡東区春の町地先外
2017/07/29～2018/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月28日
基礎地盤コンサルタンツ（株）
東京都江東区亀戸１－５－７

2010601036670
指名競争契約
（総合評価） 42,552,000 40,500,000 95.20%

平成２９年度北九州国道管内交通状況調査業務
北九州国道事務所管内
2017/07/12～2018/02/28
測量

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7月11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 12,484,800 9,828,000 78.70%

福岡２０１号筑豊管内舗装修繕工事
福岡県飯塚市八木山地先〜田川郡糸田町地先
2017/07/05～2018/02/28
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　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7月4日
（有）隆将カンパニー
福岡県田川市大字伊田５０００

6290802024567
一般競争
（総合評価） 96,303,600 87,836,400 91.20%

平成２９・３０年度行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務
行橋維持出張所及び筑豊維持出張所管内
2017/07/05～2018/08/31
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　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7月4日
（株）橋梁コンサルタント
東京都豊島区高田３－１４－２９

8013301003456
指名競争契約
（総合評価） 33,868,800 27,162,000 80.20%

福岡２０１号筑豊管内構造物補修外工事
福岡県飯塚市八木山地先〜田川郡糸田町地先
2017/07/11～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月10日
（株）大島産業
福岡県宗像市冨地原１７９１－１

6290001036934
一般競争
（総合評価） 72,025,200 66,722,400 92.60%

平成２９年度北九州国道管内トンネル点検外業務
北九州国道事務所管内
2017/07/15～2018/02/28
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　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7月14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） 30,013,200 24,019,200 80.00%

平成２９年度北九州国道管内溝橋点検業務
北九州国道事務所管内
2017/07/15～2018/02/28
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　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7月14日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２５－４１

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 20,790,000 16,610,400 79.90%

平成２９年度北九州国道管内構造物点検業務
北九州国道事務所管内
2017/07/28～2018/02/28
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7月27日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２５－４１

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 34,776,000 27,702,000 79.70%

平成２９年度北九州国道管内防災カルテ点検業務
北九州国道事務所管内
2017/07/28～2018/03/23
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　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7月27日
日本地研（株）
福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

8290001015267
指名競争契約
（総合評価） 12,625,200 10,368,000 82.10%

平成２９年度北九州国道管内道路管理データ作成業務
北九州国道事務所管内
2017/07/29～2018/02/28
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　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7月28日
平成２９年度北九州国道管内道路管理データ作成業務長大・長大
テック設計共同体
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

指名競争契約
（総合評価） 21,632,400 17,323,200 80.10%

福岡３号前田地区路面復旧工事
福岡県北九州市八幡東区前田３丁目地先外
2017/07/21～2017/12/28
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　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7月20日
三共建設（株）
福岡県北九州市八幡西区洞南町２－１

5290801010008
一般競争
（総合評価） 46,764,000 44,280,000 94.70%
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平成２９年度北九州国道管内交通安全施設整備工事
福岡県北九州市八幡西区則松地内外
2017/07/22～2018/03/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月21日
（株）大島産業
福岡県宗像市冨地原１７９１－１

6290001036934
一般競争
（総合評価） 118,400,400 111,002,400 93.80%

平成２９年度六角川永島地区営業調査等業務
佐賀県武雄市武雄町永島地内
2017/07/07～2017/12/20
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　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7月6日
（株）大陸総合コンサルタント
福岡県福岡市南区高木１－８－１８

1290001008541 指名競争契約 2,440,800 2,322,000 95.10%

平成２９年度嘉瀬川尼寺地区土地評価等業務
佐賀県佐賀市大和町大字久池井地内
2017/07/21～2017/11/15
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　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7月20日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527 指名競争契約 5,616,000 5,346,000 95.20%

山本河原３号排水樋管詳細設計業務
武雄河川事務所管内
2017/07/28～2018/03/15
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　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7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） 24,429,600 19,494,000 79.80%

平成２９年度国道２０２号蔵宿地区外補償説明等業務
佐賀県西松浦郡有田町蔵宿地内外
2017/07/12～2018/03/16
補償関係コンサルタント業務

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

平成29年7月11日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527
指名競争契約
（総合評価） 23,565,600 20,736,000 88.00%

平成２９年度国道３号鳥栖拡幅再算定等業務
佐賀県鳥栖市原町地内外
2017/07/26～2018/03/16
補償関係コンサルタント業務

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

平成29年7月25日
（株）大建補償コンサルタント
福岡県大野城市仲畑２－１－２

9290001008443
指名競争契約
（総合評価） 14,428,800 11,556,000 80.10%

佐賀４９７号高瀬地区改良外工事
佐賀県伊万里市南波多町高瀬地先
2017/07/15～2018/03/30
一般土木工事

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

平成29年7月14日
（株）山崎建設
佐賀県武雄市橘町大日８２９２

4300001004676
一般競争
（総合評価） 280,702,800 255,960,000 91.20%

佐賀４９７号上万場地区改良工事
佐賀県伊万里市南波多町原屋敷地先
2017/07/28～2018/02/15
一般土木工事

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

平成29年7月27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） 123,120,000 110,916,000 90.10%

唐津管内道路施設修繕外工事
唐津市相知町相知地先〜唐津市厳木町中島地先
2017/07/19～2018/03/15
維持修繕工事

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

平成29年7月18日
（株）中野建設
佐賀県佐賀市水ヶ江２－１１－２３

8300001000564
一般競争
（総合評価） 115,419,600 106,164,000 92.00%

伊万里東地区外ＣＣＴＶ設備設置工事
佐賀県伊万里市南波多（南波多谷口ＩＣ〜伊万里東府招ＩＣ間）外
2017/07/04～2018/03/30
通信設備工事

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

平成29年7月3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） 33,004,800 32,076,000 97.20%

武雄・唐津管内交通安全施設等設置工事
武雄・唐津維持出張所管内
2017/07/19～2018/03/30
維持修繕工事

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

平成29年7月18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） 108,367,200 98,820,000 91.20%

伊万里東地区道路照明設備外設置工事
佐賀県伊万里市南波多町（南波多谷口IC〜伊万里東府招IC）
2017/08/01～2018/03/30
電気設備工事

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

平成29年7月18日
大久保電機（株）
佐賀県鹿島市中村宮前１６０２－３

4300001004890
一般競争
（総合評価） 47,692,800 42,444,000 89.00%

鳥栖管内交通安全施設等設置工事
鳥栖維持出張所管内
2017/07/21～2018/02/28
維持修繕工事

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

平成29年7月20日
（株）下建設
佐賀県西松浦郡有田町本町乙３００７－８

7300001005738
一般競争
（総合評価） 51,397,200 46,224,000 89.90%

伊万里東地区光ケーブル外設置工事
佐賀県伊万里市南波多町（南波多谷口IC〜伊万里東府招IC）外
2017/09/15～2018/03/30
通信設備工事

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

平成29年7月31日
（株）宮園電工
佐賀県鹿島市高津原４１－３

9300001004985
一般競争
（総合評価） 27,259,200 25,920,000 95.10%

国道２０３号　中島橋耐震補強設計業務
佐賀県唐津市厳木町大字中島地先
2017/07/29～2018/03/20
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年7月28日
中央コンサルタンツ（株）
愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３

9180001026134
指名競争契約
（総合評価） 19,159,200 15,303,600 79.90%

本明川ダム（古場地区）補償説明業務
長崎県諫早市上大渡野町地内
2017/07/13～2018/01/31
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　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7月12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） 7,095,600 6,318,000 89.00%

松浦佐々道路（Ｎｏ．４００―Ｎｏ．４２９）用地調査等業務
長崎県佐世保市　地内
2017/07/28～2018/05/31
補償関係コンサルタント業務

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

平成29年7月27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 36,514,800 34,560,000 94.60%

松浦佐々道路（Ｎｏ．３７５―Ｎｏ．４００）用地調査等業務
長崎県佐世保市江迎町　地内
2017/07/29～2018/06/29
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　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7月28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） 39,690,000 35,748,000 90.10%

松浦佐々道路（Ｎｏ．４７８―Ｎｏ．５３５）用地調査等業務
長崎県佐世保市江迎町　地内
2017/07/29～2018/05/31
補償関係コンサルタント業務

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

平成29年7月28日
（株）中原総合鑑定所
鹿児島県鹿児島市鴨池１－１２－１７

7340001003102
指名競争契約
（総合評価） 38,847,600 34,992,000 90.10%

長崎５７号赤崎地区３工区改良外工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2017/07/08～2018/03/09
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7月7日
（株）田浦組
長崎県長崎市滑石２－６－２４

8310001001033
一般競争
（総合評価） 79,779,600 71,863,200 90.10%

長崎４９７号松浦浦免地区改良工事
長崎県松浦市志佐町地先
2017/07/12～2018/01/31
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7月11日
（株）田浦組
長崎県長崎市滑石２－６－２４

8310001001033
一般競争
（総合評価） 129,654,000 116,445,600 89.80%

平成２９年度御厨地区外地質調査業務
長崎県松浦市御厨町地先
2017/07/15～2018/03/16
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7月14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） 18,500,400 15,228,000 82.30%

平成２９年度御厨地区道路詳細設計業務
長崎県松浦市御厨町地先
2017/07/15～2018/03/16
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7月14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） 13,316,400 10,670,400 80.10%

平成２９年度松浦志佐地区外地質調査業務
長崎県松浦市志佐町外地先
2017/07/15～2018/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月14日
基礎地盤コンサルタンツ（株）
東京都江東区亀戸１－５－７

2010601036670
指名競争契約
（総合評価） 32,378,400 26,946,000 83.20%

平成２９年度　森山拡幅付替国道詳細設計外業務
長崎県諫早市
2017/07/28～2018/08/31
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7月27日
セントラルコンサルタント（株）
東京都中央区晴海２－５－２４

1010001088264
指名競争契約
（総合評価） 32,238,000 25,704,000 79.70%

本明川ダム工事用進入路地質調査業務
長崎県諫早市
2017/07/07～2017/10/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月6日
九州オリエント測量設計（株）
長崎県長崎市馬町５５

5310001000392 指名競争契約 9,093,600 7,225,200 79.50%
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本明川管内河川施設設計業務
長崎県諫早市
2017/07/19～2018/03/28
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7月18日
豊福設計（株）
長崎県佐世保市田原町９－１５

4310001005772
指名競争契約
（総合評価） 21,740,400 17,712,000 81.50%

平成２９年度長崎管内歩道橋外点検業務
長崎河川国道事務所管内
2017/07/28～2018/03/16
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7月27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） 22,215,600 17,874,000 80.50%

平成２９年度佐世保管内安全施設設置外工事
佐世保国道維持出張所管内
2017/07/12～2018/01/30
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7月11日
（株）山口組
長崎県佐世保市天満町４－２５

3310001006111
一般競争
（総合評価） 29,743,200 26,575,560 89.40%

平成２９年度　松浦佐々道路大茂地区地質調査外業務
長崎県北松浦郡佐々町
2017/07/14～2018/02/16
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7月13日
（株）アサヒコンサル
長崎県佐世保市江迎町埋立２－１４

1310001006955
指名競争契約
（総合評価） 25,574,400 21,470,400 84.00%

平成２９年度　松浦佐々道路奥川内地区地質調査業務
長崎県佐世保市江迎町
2017/07/21～2017/12/15
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7月20日
（株）ウヱノ
長崎県長崎市宿町１６３－６

7310001000192 指名競争契約 10,800,000 7,765,200 71.90%

平成２９年度本明川ダム母材山地質調査業務
長崎県諫早市富川町
2017/07/08～2017/11/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月7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 8,316,000 6,490,800 78.10%

平成２９年度本明川ダム上流地区試掘調査業務
長崎県諫早市富川町外
2017/07/29～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月28日
中央開発（株）
東京都新宿区西早稲田３－１３－５

5011101012993
指名競争契約
（総合評価） 25,434,000 21,924,000 86.20%

長崎４９７号調川２号トンネル受配電設備設置工事
長崎県松浦市調川町地先
2017/07/28～2017/12/15
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月27日
協和機電工業（株）
長崎県長崎市川口町１０－２

7310001000473
一般競争
（総合評価） 19,083,600 17,820,000 93.40%

水無川１号砂防堰堤左岸盛土外工事
長崎県島原市白谷町地先
2017/07/21～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月20日
宅島建設（株）
長崎県雲仙市小浜町南本町７‐２２

1310001008514
一般競争
（総合評価） 105,267,600 95,364,000 90.60%

平成２９年度国道３号植木バイパス裁決申請図書作成業務
熊本県熊本市北区四方寄町地内
2017/07/05～2018/03/16
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月4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 13,867,200 13,068,000 94.20%

熊本３号　四方寄地区改良２期工事
熊本県熊本市北区四方寄町地先
2017/07/04～2018/01/31
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7月3日
三洲建設（株）
熊本県宇城市三角町波多２８８６－９

6330001013111
一般競争
（総合評価） 169,819,200 152,712,000 89.90%

九州横断道（嘉島〜山都）山中地区改良工事
熊本県上益城郡山都町上寺地内
2017/07/04～2018/02/16
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7月3日
三栄総合建設（株）
熊本県上益城郡山都町上寺４５

2330001010954
一般競争
（総合評価） 48,373,200 44,712,000 92.40%

国道５７号宇土道路　橋梁地質調査業務
熊本県宇土市網津町外
2017/07/25～2018/02/28
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7月24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） 24,224,400 20,412,000 84.30%

共同住宅とりこわし工事
熊本県熊本市中央区黒髪５－６７２－３
2017/07/28～2018/07/20
建築工事

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7月4日
（株）星山商店
熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目５番７６号

5330001004251
一般競争
（総合評価） 76,788,000 72,360,000 94.20%

平成２９年度　津奈木トンネル外点検業務
熊本市北区植木町亀甲〜葦北郡津奈木町津奈木
2017/07/19～2018/01/31
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　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7月18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） 31,752,000 25,812,000 81.30%

平成２９年度　国道３号山鹿管内外道路付属物点検業務
山鹿市鹿北町岩野〜水俣市小津奈木
2017/07/19～2018/02/28
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　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7月18日
（株）熊本建設コンサルタント
熊本県熊本市東区榎町１６番５２号

6330001001405
指名競争契約
（総合評価） 34,398,000 28,512,000 82.90%

平成２９年度　国道２０８号外道路付属物点検業務
荒尾市原万田〜熊本市中央区出水７丁目
2017/07/19～2018/02/28
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　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7月18日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 31,287,600 25,110,000 80.30%

平成２９年度　白川横断測量業務
白川水系白川
2017/07/04～2018/02/28
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7月3日
（株）ワコー
熊本県熊本市南区御幸笛田３－１９－１

4330001005003 指名競争契約 10,789,200 9,936,000 92.10%

平成２９年度　白川水系航空写真（垂直）撮影及び平面図作成業務
白川水系
2017/07/27～2018/03/09
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7月26日
大成ジオテック（株）
福岡県久留米市西町１１７４－１０

8290001049067
指名競争契約
（総合評価） 18,090,000 15,303,600 84.60%

平成２９年度　緑川水系航空写真（垂直）撮影及び平面図作成業務
緑川水系
2017/07/27～2018/03/20
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7月26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） 35,845,200 29,808,000 83.20%

熊本共同溝Ｃブロック附帯設備外設置工事
熊本県熊本市南区幸田地先　熊本共同溝Ｃブロック外
2017/07/11～2018/03/15
通信設備工事

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

平成29年7月10日
日本無線（株）
東京都中野区中野４－１０－１

3012401012867
一般競争
（総合評価） 66,754,800 66,420,000 99.50%

八代局直流電源装置外設置工事
熊本県八代市萩原町１丁目７０８－２　外
2017/07/06～2017/11/30
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月5日
千代田興産（株）
福岡県福岡市中央区白金２－５－１６

4290001008786
一般競争
（総合評価） 28,976,400 26,028,000 89.80%

平成２９年度　球磨川水系水文資料整理業務
熊本県八代市
2017/07/15～2018/03/23
測量

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

平成29年7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 4,730,400 4,266,000 90.20%

平成２９年度南阿蘇村外用地調査等業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村地内外
2017/07/20～2018/03/15
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　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7月19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） 14,526,000 12,852,000 88.50%

県道２８号袴野地区事業損失事後調査等業務
熊本県阿蘇郡西原村地内
2017/07/21～2017/11/30
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　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7月20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） 5,292,000 4,752,000 89.80%

平成２９・３０年度熊本復興事務所管内工事監督支援業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村
2017/07/04～2019/03/31
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　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7月5日
（株）エスケイエンジニアリング
福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

3290001040484
一般競争
（総合評価） 35,920,800 28,728,000 80.00%
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乙津川森地区事業損失事前調査業務
大分県大分市大字森地内
2017/07/06～2017/11/30
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　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7月5日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527 指名競争契約 2,278,800 2,160,000 94.80%

大分１０号高江拡幅再算定等業務
大分県大分市大字鴛野地内外
2017/08/01～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月31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 9,288,000 8,748,000 94.20%

大分２１０号加々鶴外２件防災対策用地調査等業務
大分県日田市大字川下地内外
2017/08/01～2017/12/15
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　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7月31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 9,450,000 9,072,000 96.00%

平成２９年度大分川・大野川治水対策測量設計業務
大分川水系及び大野川水系直轄管理区間
2017/07/14～2018/03/09
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7月13日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価） 27,010,800 21,546,000 79.80%

大分２１２号三光本耶馬渓道路折元地区地質調査業務
大分県中津市
2017/07/15～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月14日
（株）ソイルテック
大分県大分市大字鶴崎２００２－１

7320001001537 指名競争契約 15,012,000 14,580,000 97.10%

大分２１２号三光本耶馬渓道路詳細設計外業務
大分県中津市
2017/07/21～2018/02/28
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　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7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） 30,780,000 24,462,000 79.50%

大分２１２号三光本耶馬渓道路長野橋詳細設計業務
大分県中津市
2017/07/21～2018/03/15
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　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7月20日
（株）橋梁コンサルタント
東京都豊島区高田３－１４－２９

8013301003456
指名競争契約
（総合評価） 49,248,000 39,258,000 79.70%

平成２９年度大分川・大野川護岸補修設計外業務
大分川水系及び大野川水系直轄管理区間
2017/07/26～2018/07/31
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　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7月25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） 27,853,200 22,172,400 79.60%

小野屋大橋耐震補強外工事
大分県由布市庄内町大龍
2017/07/19～2018/03/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月18日
（株）平和建設
大分県大分市大字久原７９６－１

1320001002466
一般競争
（総合評価） 163,641,600 153,932,400 94.10%

庄内橋耐震補強外工事
大分県由布市庄内町櫟木
2017/07/20～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月19日
末宗建設（株）
大分県宇佐市大字江須賀４０３７－４

7320001007658
一般競争
（総合評価） 129,870,000 119,880,000 92.30%

境橋床版改修（Ｐ３〜Ａ２）外工事
大分県日田市天瀬町女子畑字川原地先
2017/07/20～2018/08/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月19日
新成建設（株）
大分県大分市大字羽屋２７９－１

4320001001358
一般競争
（総合評価） 231,703,200 211,140,000 91.10%

平成２９年度大分管内道路交通安全施設測量設計業務
大分県中津市
2017/07/28～2018/02/28
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7月27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） 33,512,400 26,730,000 79.80%

大分管内道路情報表示設備外設計業務
大分河川国道事務所管内
2017/07/29～2018/02/28
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　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7月28日
電設コンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－６

9010001023230
指名競争契約
（総合評価） 51,937,200 41,580,000 80.10%

平成２９年度　大野竹田道路（朝地〜竹田）測量設計業務
大野竹田道路
2017/07/05～2018/01/31
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　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7月4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） 18,446,400 15,120,000 82.00%

大分５７号大野竹田道路挟田地区第３工区改良外工事
大分県竹田市挟田地先
2017/07/12～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月11日
谷川建設工業（株）
大分県佐伯市常盤南町８－３３

9320001009000
一般競争
（総合評価） 163,080,000 147,528,000 90.50%

大分５７号大野竹田道路上尾塚地区第３工区改良外工事
大分県豊後大野市朝地町上尾塚地先外
2017/07/14～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月13日
西日本土木（株）
大分県豊後高田市新地１０７１

4320001007842
一般競争
（総合評価） 108,518,400 99,360,000 91.60%

付替林道河内地区下流（５工区）工事
大分県大分市大字荷尾杵地先
2017/08/01～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月31日
（株）佐伯建設
大分県大分市中島西３－５－１

1320001001170
一般競争
（総合評価） 281,016,000 254,016,000 90.40%

平成２９年度串間地区交通安全施設補償算定等業務
宮崎県串間市大字西方地内
2017/07/15～2018/03/15
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　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7月14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 9,795,600 9,288,000 94.80%

平成２９年度霧島火山砂防管内用地調査等業務
宮崎河川国道事務所砂防事業管内
2017/07/25～2018/06/08
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7月24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） 18,694,800 16,524,000 88.40%

森永地区災害復旧外工事
宮崎県東諸県郡国富町大字森永地先外
2017/08/01～2018/03/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月31日
上田工業（株）
宮崎県延岡市古城町５－４６

3350001006652
一般競争
（総合評価） 76,032,000 68,580,000 90.20%

中山谷２導流工上流工事
宮崎県都城市御池町地先
2017/07/12～2018/04/30
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7月11日
坂口建設（株）
宮崎県小林市野尻町三ケ野山３２１４番地１

7350001009841
一般競争
（総合評価） 131,101,200 118,152,000 90.10%

平成２９年度宮崎管内砂防施設設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/07/13～2018/02/28
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7月12日
砂防エンジニアリング（株）
埼玉県川越市富士見町３１－９

7030001054845
指名競争契約
（総合評価） 25,628,400 20,466,000 79.90%

吉之元地区道路詳細設計外業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/07/13～2018/03/15
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　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7月12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） 32,702,400 26,514,000 81.10%

東九州道（清武〜日南）大藤地区舗装（１工区）外工事
宮崎県日南市北郷町大藤地先
2017/07/05～2018/02/28
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7月4日
（株）ガイアート
東京都新宿区新小川町８－２７

8011101004344
一般競争
（総合評価） 197,056,800 178,200,000 90.40%

東九州道（清武〜日南）松永東弁分地区舗装外工事
宮崎県日南市松永〜東弁分地内
2017/07/05～2018/02/28
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7月4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） 234,414,000 213,300,000 91.00%

宮崎１０号大渕地区舗装外工事
宮崎県児湯郡新富町大字上富田地内外
2017/07/05～2018/02/23
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　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7月4日
（株）吉行産業
宮崎県小林市野尻町三ケ野山１２９７－３

3350001009969
一般競争
（総合評価） 107,578,800 96,832,800 90.00%
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東九州道（清武〜日南）大藤地区舗装（２工区）外工事
宮崎県日南市北郷町大藤地先
2017/07/05～2018/02/28
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7月4日
世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－９－３

1010401015438
一般競争
（総合評価） 185,716,800 167,616,000 90.30%

宮崎１０号田中地区改築外工事
宮崎県児湯郡新富町大字上富田地内外
2017/07/08～2018/03/30
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　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7月7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） 119,188,800 107,330,400 90.10%

平成２９年度都城道路（都城〜乙房）道路詳細設計外業務
宮崎県都城市高木〜乙房町
2017/07/13～2019/02/28
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　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7月12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） 55,879,200 44,712,000 80.00%

平成２９年度都城道路金田地区橋梁詳細設計外業務
宮崎県都城市金田町
2017/07/15～2018/03/16
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　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7月14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） 21,168,000 17,010,000 80.40%

平成２９年度都城道路吉尾地区橋梁詳細設計外業務
宮崎県都城市吉尾町
2017/07/15～2018/03/16
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　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7月14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） 25,639,200 20,736,000 80.90%

宮崎１０号蓑原地区改良（その２）工事
宮崎県都城市蓑原町地内
2017/07/28～2018/03/20
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7月27日
富岡建設（株）
宮崎県日南市大字平山２２９２－４

3350001009473
一般競争
（総合評価） 131,036,400 118,368,000 90.30%

東九州道（清武〜日南）恵良地区中央帯防護柵設置工事
宮崎県日南市恵良地先
2017/07/29～2018/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月28日
（株）五幸建設
宮崎県日向市大字日知屋４７２６－１０

7350001005667
一般競争
（総合評価） 91,918,800 85,860,000 93.40%

東九州道（清武〜日南）郷之原地区外付属物設置工事
宮崎県日南市北郷町郷之原〜大藤地内
2017/07/29～2018/03/15
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7月28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） 164,656,800 153,576,000 93.30%

東九州道（清武〜日南）大藤地区中央帯防護柵設置（２工区）工事
宮崎県日南市北郷町大藤地先
2017/08/01～2018/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月31日
湯川建設（株）
宮崎県延岡市昭和町３－２０１４

1350001007082
一般競争
（総合評価） 74,833,200 71,280,000 95.30%

平成２９年度都城道路乙房地区跨道橋詳細設計外業務
宮崎県都城市乙房
2017/08/01～2018/03/16
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　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7月31日
（株）橋梁コンサルタント
東京都豊島区高田３－１４－２９

8013301003456
指名競争契約
（総合評価） 41,418,000 33,091,200 79.90%

平成２９年度四家地区地すべり観測業務
都城国道維持出張所管内
2017/07/12～2018/03/20
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月11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 9,471,600 8,316,000 87.80%

平成２９年度国道１０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
2017/07/27～2018/03/15
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7月26日
日本地研（株）
福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

8290001015267
指名競争契約
（総合評価） 26,697,600 21,384,000 80.10%

平成２９年度宮崎管内トンネル点検業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/07/28～2018/02/28
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7月27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） 29,516,400 23,544,000 79.80%

平成２９年度宮崎県南地域環境評価書作成外業務
宮崎県宮崎市〜串間市
2017/07/12～2018/03/23
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　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7月11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） 33,296,400 26,676,000 80.10%

平成２９年度宮崎管内設計外業務
宮崎河川国道事務所管内
2017/07/12～2018/02/28
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7月11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） 23,943,600 20,822,400 87.00%

東九州道（清武〜日南）光ケーブル敷設工事
宮崎県日南市北郷町郷之原外
2017/07/13～2018/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月12日
（株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－２９－２０

3011001031955
一般競争
（総合評価） 31,978,800 28,836,000 90.20%

東九州道（清武〜日南）外ＣＣＴＶ設備設置工事
宮崎県日南市北郷町郷之原外
2017/07/13～2018/03/30
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7月12日
（株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－２９－２０

3011001031955
一般競争
（総合評価） 40,122,000 37,800,000 94.20%

東九州道（清武〜日南）外道路照明灯設置工事
宮崎県日南市北郷町郷之原外
2017/07/27～2018/03/30
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26日
（株）明光社
宮崎県宮崎市江平中町７－１０

8350001002077
一般競争
（総合評価） 64,152,000 57,780,000 90.10%

平成２９年度大瀬川大瀬地区事業損失事前調査業務
延岡市大瀬地区地内
2017/07/11～2018/01/31
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　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7月10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） 15,832,800 14,148,000 89.40%

平成２９年度　須美江トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2017/07/14～2018/03/12
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7月13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） 57,045,600 45,716,400 80.10%

平成２９年度　熊野江第１トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2017/07/14～2018/03/12
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7月13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） 51,213,600 40,996,800 80.10%

平成２９年度　北浦トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2017/07/14～2018/03/12
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7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） 53,514,000 43,308,000 80.90%

平成２９年度　延岡管内道路管理データベース作成業務
延岡河川国道事務所管内
2017/07/26～2018/02/28
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　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7月25日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２５－４１

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 9,050,400 7,398,000 81.70%

宮崎２１８号大平山トンネル非常用設備外設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地内　外
2017/07/14～2018/03/29
通信設備工事

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7月13日
星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３６

1130001038463
一般競争
（総合評価） 245,743,200 223,344,000 90.90%

一級河川川内川下内田地区事業損失事前調査業務
鹿児島県薩摩川内市大小路町地内
2017/07/07～2017/10/31
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　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7月6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 4,514,400 4,320,000 95.70%

一級河川川内川吉松地区下流左岸外事業損失事前調査業務
鹿児島県姶良郡湧水町
2017/07/14～2017/12/11
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7月13日
（株）新英コアテクニカ
佐賀県武雄市武雄町大字昭和１３５

3300001004603 指名競争契約 9,903,600 9,396,000 94.90%
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一級河川川内川吉松地区上流左岸事業損失事前調査業務
鹿児島県姶良郡湧水町
2017/07/14～2017/12/11
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7月13日
（株）大陸総合コンサルタント
福岡県福岡市南区高木１－８－１８

1290001008541 指名競争契約 8,758,800 8,424,000 96.20%

一級河川川内川えびの地区外事業損失調査業務
宮崎県えびの市前田地内外
2017/07/22～2018/01/31
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　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7月21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 9,871,200 9,288,000 94.10%

川内川管内堤防強化関連地質調査業務
川内川河川事務所管内
2017/07/28～2018/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月27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） 26,157,600 21,772,800 83.20%

平成２９年度肝属川西方地区浸透対策工事事業損失事後調査等業務
鹿児島県肝属郡肝付町地内
2017/07/12～2017/12/15
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　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7月11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
（総合評価） 3,726,000 3,402,000 91.30%

平成２９年度　桜島砂防取得用地資料作成業務
鹿児島県鹿児島市持木町外
2017/07/20～2018/02/28
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7月19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 12,960,000 11,728,800 90.50%

長谷川県道橋外１件上部工工事
鹿児島県鹿児島市桜島武町地先
2017/07/07～2018/03/30
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月6日
松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１－１０

6300001000905
一般競争
（総合評価） 121,651,200 114,480,000 94.10%

長谷川付替市道橋下部工その他工事
鹿児島県鹿児島市桜島武町地先
2017/07/11～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大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7月10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） 161,438,400 147,204,000 91.20%

中福良橋架替下部工（Ａ２・Ｐ１）工事
鹿児島県鹿屋市吾平町上名地先
2017/07/14～2018/07/31
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7月13日
（株）吉留組
鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

8340001014189
一般競争
（総合評価） 166,168,800 150,120,000 90.30%

東九州道（大崎〜鹿屋）第一串良川橋下部工（Ａ１）工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田
2017/07/12～2018/07/31
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7月11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） 158,187,600 143,100,000 90.50%

平成２９年度大隅管内道路改築測量修正設計業務
鹿児島県鹿屋市、志布志市、曽於郡大崎町
2017/07/12～2018/03/15
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　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7月11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 24,364,800 19,947,600 81.90%

東九州道（志布志〜大崎）坂上跨道橋下部工工事
鹿児島県曽於郡大崎町井俣
2017/07/14～2018/03/31
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7月13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） 128,012,400 115,020,000 89.90%

東九州道（志布志〜大崎）甚堀橋下部工工事
鹿児島県志布志市有明町野井倉
2017/07/15～2018/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月14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） 112,266,000 101,196,000 90.10%

平成２９年度東九州道地質調査業務
鹿児島県鹿屋市、志布志市、曽於郡大崎町
2017/07/20～2018/02/28
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7月19日
南九地質（株）
鹿児島県鹿児島市永吉１－２－２２

4340001003121 指名競争契約 18,381,600 14,893,200 81.00%

東九州道（志布志〜大崎）平田地区改良工事
鹿児島県曽於郡大崎町井俣
2017/08/01～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大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7月31日
（株）吉留組
鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

8340001014189
一般競争
（総合評価） 158,814,000 144,180,000 90.80%

下宮地区水路設置外工事
鹿児島県垂水市下宮地先
2017/07/19～2018/03/24
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7月18日
（株）吉留組
鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

8340001014189
一般競争
（総合評価） 103,194,000 99,360,000 96.30%

平成２９年度大隅管内交通安全事業測量設計外業務
大隅河川国道事務所管内
2017/07/26～2018/03/23
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　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7月25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） 27,367,200 21,772,800 79.60%

平成２９年度平野橋側道橋（上り線）新設その他工事
鹿児島県垂水市牛根麓地内
2017/07/28～2018/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月27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） 95,677,200 95,040,000 99.30%

平成２９年度串良川外シラス堤対策設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2017/07/26～2018/02/28
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7月25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） 24,418,800 19,558,800 80.10%

平成２９年度阿久根川内道路（山下地区）用地調査等業務
鹿児島県阿久根市山下地内外
2017/07/04～2018/03/15
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7月3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） 35,272,800 28,188,000 79.90%

平成２９年度阿久根川内道路（波留地区）用地調査等業務
鹿児島県阿久根市波留地内
2017/07/04～2018/03/15
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7月3日
（株）中原総合鑑定所
鹿児島県鹿児島市鴨池１－１２－１７

7340001003102
指名競争契約
（総合評価） 33,847,200 26,892,000 79.50%

平成２９年度東西道路立坑設置工事（上荒田地区）事前調査業務
鹿児島県鹿児島市上荒田町地内
2017/07/06～2017/11/30
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　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7月5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 7,948,800 7,560,000 95.10%

平成２９年度阿久根川内道路（阿久根〜西目）土地評価業務
鹿児島県阿久根市地内
2017/07/11～2018/03/15
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　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年7月10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） 21,448,800 19,008,000 88.60%

平成２９年度阿久根川内道路（山下馬場地区）用地調査等業務
鹿児島県阿久根市山下地内
2017/07/12～2018/03/15
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　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年7月11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） 31,741,200 25,272,000 79.60%

平成２９年度芦北出水道路（櫓木地区）補償説明等業務
鹿児島県出水市地内外
2017/07/26～2018/03/15
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　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年7月25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
（総合評価） 27,972,000 25,304,400 90.50%

平成２９年度芦北出水道路（県境〜出水北）補償説明等業務
鹿児島県出水市地内外
2017/07/28～2018/03/15
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　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年7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） 27,129,600 23,868,000 88.00%

平成２９年度芦北出水道路（切通地区）補償説明等業務
鹿児島県出水市地内外
2017/07/28～2018/03/15
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　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年7月27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
（総合評価） 25,164,000 22,140,000 88.00%



（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

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年度芦北出水道路地質調査業務
鹿児島県出水市境町地内
2017/07/22～2018/02/28
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　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年7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 18,435,600 14,904,000 80.80%

平成２９年度南九州西回り自動車道道路台帳作成外業務
鹿児島県出水市
2017/07/28～2017/11/30
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　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成29年7月27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 20,466,000 16,502,400 80.60%

鹿児島３号針原地区１工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/08/01～2018/02/09
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7月31日
福地建設（株）
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６

3340001007610
一般競争
（総合評価） 199,875,600 180,252,000 90.20%

平成２９年度阿久根川内道路大橋川橋外３橋予備設計業務
鹿児島県阿久根市波留外
2017/07/05～2018/02/28
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7月4日
（株）橋梁コンサルタント
東京都豊島区高田３－１４－２９

8013301003456
指名競争契約
（総合評価） 40,197,600 32,108,400 79.90%

平成２９年度高之口地区外交通安全対策工事
阿久根維持出張所、鹿児島維持出張所管内
2017/08/01～2018/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月31日
（株）久保技建
鹿児島県鹿児島市吉野町２１１９－１

8340001001567
一般競争
（総合評価） 74,757,600 68,364,000 91.40%

平成２９年度　九州地方ダム等管理フォローアップ資料作成業務
九州地方整備局管内
2017/07/20～2018/03/15
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　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7月19日
（株）東京建設コンサルタント
東京都豊島区北大塚１－１５－６

6013301007970
指名競争契約
（総合評価） 18,489,600 14,958,000 80.90%

事務所庁舎空調設備改設工事
福岡県久留米市高野１丁目２番２号
2017/07/04～2018/01/31
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
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7月3日
イクノ冷熱工業（株）
福岡県久留米市荒木町白口１２５１－２

3290001048362
一般競争
（総合評価） 17,236,800 15,552,000 90.20%

大山河川情報表示設備設置工事
大分県日田市大山町西大山字岩ノ下4232-8　大山放流警報表示板外１か所
2017/07/19～2017/12/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月18日
（株）清電社
大分県大分市向原西１－８－２９

9320001001493
一般競争
（総合評価） 15,120,000 13,770,000 91.10%

平成２９・３０年度　鶴田ダム管内放流警報設備更新外工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２
2017/07/06～2018/09/29
通信設備工事

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7月5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） 221,043,600 205,632,000 93.00%

平成２９年度山国川（唐原地区）用地調査等業務
福岡県築上郡上毛町大字下唐原地内
2017/07/04～2018/01/26
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7月3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
（総合評価） 26,157,600 23,004,000 87.90%

山国川管内ＣＣＴＶ設備設置工事
大分県中津市大字高瀬１８５１－２　山国川河川事務所外
2017/07/27～2018/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26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） 73,753,200 67,824,000 92.00%

海の中道海浜公園内便益施設更新工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2017/07/20～2018/03/30
木造建築工事

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7月19日
（株）竹澤建設
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９サンライフ第３ビル８０１号

3290801016816
一般競争
（総合評価） 81,550,800 78,516,000 96.30%

（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。


