
（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

九州地方整備局経路情報転送設備外設置工事
福岡県福岡市東区水谷２－５５－１１　九州高規格道路管理センター外
2017/09/29～2018/03/15
通信設備工事

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

平成29年9月28日
光陽無線（株）
福岡県福岡市博多区新和町２－３－３２

2290001013078
一般競争
（総合評価） 65,858,400 60,480,000 91.80%

福岡第１合同庁舎（２９）改修設備設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2017/09/22～2018/03/27
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9月21日
カワシマ設備設計（有）
福岡県福岡市博多区博多駅南１－１５－６

3290002004587 指名競争契約 5,378,400 5,162,400 96.00%

水俣病研究センター（２９）改修設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号
2017/09/28～2018/03/30
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9月27日
（株）ナウ環境空間工房
長崎県佐世保市長畑町３９７－４

4310001014848 指名競争契約 6,393,600 3,520,800 55.10%

平成２９年度筑後川高野地区外地盤変動影響事後調査等業務
福岡県久留米市小森野一丁目地内外
2017/09/15～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月14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 9,752,400 8,046,000 82.50%

筑後川下田地区築堤工事
福岡県久留米市下田地先
2017/09/20～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9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） 132,397,200 121,716,000 91.90%

筑後川高野地区（上流）築堤工事
福岡県久留米市高野地先
2017/09/21～2018/03/30
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9月20日
（株）河建
福岡県みやま市高田町濃施６３４

3290001053627
一般競争
（総合評価） 133,369,200 120,526,920 90.40%

筑後川恵利地区堤防補強工事
福岡県久留米市田主丸町恵利地先
2017/09/21～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月20日
（株）昭和組
福岡県大川市大字小保７９９－１

7290001052939
一般競争
（総合評価） 74,682,000 66,960,000 89.70%

安良川八軒屋地区築堤工事
佐賀県鳥栖市幸津町地先
2017/09/29～2018/03/23
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9月28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） 62,078,400 57,132,000 92.00%

矢部川川底樋管外機械設備修繕工事
福岡県みやま市高田町大字岩津字下古賀外
2017/09/26～2018/03/30
機械設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月25日
（株）協和製作所
佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１

5300001000179
一般競争
（総合評価） 52,488,000 50,004,000 95.30%

筑後川宮ノ陣地区堤防補強工事
福岡県久留米市宮ノ陣地先
2017/09/21～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月20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） 94,510,800 87,912,000 93.00%

彦山川添田地区上流災害復旧詳細設計業務
遠賀川河川事務所管内
2017/09/12～2018/03/15
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　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9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 19,753,200 15,649,200 79.20%

彦山川添田地区下流災害復旧詳細設計業務
遠賀川河川事務所管内
2017/09/12～2018/03/15
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　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9月11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 18,327,600 14,515,200 79.20%

土手ノ内地区機械設備据付調整工事
福岡県中間市土手ノ内地先
2017/09/14～2018/03/15
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9月13日
日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９

3120001031541
一般競争
（総合評価） 87,912,000 82,080,000 93.40%

平成２９年度藤野川排水機場外植栽維持工事
福岡県直方市頓野地先外
2017/09/05～2018/03/09
造園工事

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9月4日
（株）香翠園
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８－３

6290001046264
一般競争
（総合評価） 10,476,000 9,428,400 90.00%

河口堰水門扉（制水４号ゲート）塗替工事
福岡県遠賀郡水巻町大字猪熊地先
2017/09/21～2018/02/28
塗装工事

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9月20日
（株）清水
鹿児島県鹿児島市岡之原町５１２９

9340001002127
一般競争
（総合評価） 28,274,400 25,380,000 89.80%

平成２９年度３号新産業団地入口交差点用地調査等業務
福岡県八女郡広川町大字新代　地内
2017/09/08～2018/02/16
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　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9月7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 15,249,600 14,580,000 95.60%

平成２９年度２０８号塩塚（豊原地区）再算定等業務
福岡県柳川市大和町　地内
2017/09/26～2018/02/16
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　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9月25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 2,224,800 2,160,000 97.10%

平成２９年度国道３号一丁田地区用地調査等業務
福岡県久留米市諏訪野町地内
2017/09/02～2018/02/28
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9月1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） 17,582,400 13,824,000 78.60%

平成２９年度国道２０９号上長田地区外再算定等業務
福岡県みやま市瀬高町長田地内　外
2017/09/07～2018/01/30
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9月6日
大和コンサル（株）
福岡県久留米市城南町２３－３

1290001049098 指名競争契約 7,236,000 6,102,000 84.30%

福岡２０８号大牟田地区景観整備工事
福岡県大牟田市栄町地内〜東新町地内
2017/09/26～2018/03/30
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　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9月25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） 170,845,200 155,520,000 91.00%

平成２９年度　久留米地区歩道整備工事
福岡県久留米市日吉町地内
2017/09/02～2018/03/20
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9月1日
建武工業（株）
福岡県久留米市山川町１６４３－７

4290001048782
一般競争
（総合評価） 93,204,000 85,320,000 91.50%

平成２９年度　福岡北部交通安全施設外工事
福岡維持出張所・福岡西維持出張所管内
2017/09/06～2018/07/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
興和道路（株）
福岡県福岡市中央区平尾３－１６－１７

3290001007467
一般競争
（総合評価） 132,062,400 123,120,000 93.20%

平成２９年度　鷹尾地区歩道整備外工事
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾地先、福岡県筑後市羽犬塚地先
2017/09/06～2018/06/30
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　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9月5日
瀬口舗道（株）
福岡県みやま市瀬高町文廣１９４５－６２

6290001052956
一般競争
（総合評価） 64,854,000 59,400,000 91.60%

平成２９年度　辺春地区歩道整備外工事
福岡県八女市立花町上辺春地先、柳川市大和町塩塚地先
2017/09/20～2018/08/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19日
成央建設（株）
福岡県八女市高塚６７９

9290001047292
一般競争
（総合評価） 81,172,800 74,304,000 91.50%

平成２９年度　福岡維持管内外舗装修繕工事
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗地先外
2017/09/05～2018/02/28
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　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9月4日
北川ヒューテック（株）
石川県金沢市神田１－１３－１

6220001002307
一般競争
（総合評価） 156,697,200 146,880,000 93.70%

国道３号博多バイパス外道路照明灯設置工事
福岡県福岡市東区松香台〜松島　博多バイパス外１箇所
2017/09/06～2018/02/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
健和電気（株）
福岡県福岡市博多区榎田２－３－２３

9290001013014
一般競争
（総合評価） 87,544,800 78,408,000 89.60%
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福岡国道管内道路情報表示制御装置設置外工事
福岡県福岡市東区名島３丁目２４-１０外３箇所
2017/09/21～2018/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20日
コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区前田町１００

6080101015719 
一般競争
（総合評価） 55,296,000 51,300,000 92.80%

福岡２０８号　大川高架橋上部工（Ｐ３４‐Ｐ３９）工事
福岡県大川市津地内
2017/09/06～2018/06/29
鋼橋上部工事

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9月5日
日本橋梁（株）
大阪府大阪市西区江戸堀１－９－１

9120001180754 
一般競争
（総合評価） 287,852,400 259,092,000 90.00%

福岡２０８号　大川高架橋上部工（Ｐ２７‐Ｐ３１）工事
福岡県大川市津地内
2017/09/08～2018/06/29
鋼橋上部工事

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9月7日
（株）名村造船所
佐賀県伊万里市黒川町塩屋５－１

5120001046100
一般競争
（総合評価） 283,867,200 256,176,000 90.20%

平成２９年度飯塚庄内田川バイパス外資料整理等業務
福岡県飯塚市多田外地内
2017/09/09～2018/03/23
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8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 9,817,200 8,532,000 86.90%

平成２９年度上津熊地区土地評価等業務
福岡県行橋市大字上津熊外地内
2017/09/30～2018/06/10
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9月29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 8,197,200 7,884,000 96.20%

平成２９年度黒崎バイパス東田地区外用地調査等業務
北九州市八幡東区東田外地内
2017/09/30～2018/03/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9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 11,772,000 11,448,000 97.20%

福岡３号遠賀高架橋オフランプ外上部工工事
福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川〜別府地先
2017/09/13～2018/09/30
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　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9月12日
オリエンタル白石（株）
東京都江東区豊洲５－６－５２

7010601040057
一般競争
（総合評価） 193,255,200 181,872,000 94.10%

福岡３号西川側道橋下部工Ｐ１工事
福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川地先
2017/09/13～2018/06/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12日
有田建設（株）
福岡県直方市大字植木２１３３－１

8290801014039
一般競争
（総合評価） 201,582,000 184,680,000 91.60%

福岡３号東田地区改良工事
福岡県北九州市八幡東区東田地先〜八幡西区陣原地先
2017/09/16～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
清水丸源建設（株）
福岡県田川市大字糒６５６－１

4290801016360
一般競争
（総合評価） 80,665,200 72,684,000 90.10%

福岡３号西川側道橋上部工工事
福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川地先
2017/09/16～2018/09/30
鋼橋上部工事

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9月15日
清本鉄工（株）
宮崎県延岡市土々呂町６－１６３３

4350001006701
一般競争
（総合評価） 280,000,800 255,096,000 91.10%

平成２９年度嘉麻地区外調査測量設計業務
北九州国道事務所管内
2017/09/29～2018/03/27
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9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） 41,115,600 32,724,000 79.60%

北九州国道事務所大型表示設備更新工事
福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０　北九州国道事務所
2017/09/21～2018/03/10
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9月20日
光陽無線（株）
福岡県福岡市博多区新和町２－３－３２

2290001013078
一般競争
（総合評価） 34,344,000 32,940,000 95.90%

八丁峠道路トンネル受変電設備設置工事
福岡県嘉麻市大力〜朝倉市秋月野鳥　八丁峠道路トンネル
2017/09/22～2019/02/28
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）興電舎
宮崎県延岡市浜町２２２－１

7350001006764
一般競争
（総合評価） 86,799,600 83,160,000 95.80%

八丁峠道路トンネル発電設備外設置工事
福岡県嘉麻市大力〜朝倉市秋月野鳥　八丁峠道路トンネル
2017/09/22～2019/02/28
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）興電舎
宮崎県延岡市浜町２２２－１

7350001006764
一般競争
（総合評価） 75,373,200 70,200,000 93.10%

八丁峠道路トンネル照明設備設置工事
福岡県嘉麻市大力〜朝倉市秋月野鳥　八丁峠道路トンネル
2017/09/27～2018/06/30
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
（株）木村電気工事店
福岡県春日市岡本３－６

1290001041410
一般競争
（総合評価） 168,166,800 153,144,000 91.10%

平成２９年度北九州国道管内電気通信設備設計業務
北九州国道事務所管内
2017/09/30～2018/02/28
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9月29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） 18,684,000 15,228,000 81.50%

平成２９年度武雄河川事務所管内用地調査点検等技術業務
武雄河川事務所管内
2017/09/23～2018/03/15
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　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9月22日
扇精光コンサルタンツ（株）
長崎県長崎市田中町５８５－４

7310001000283
一般競争
（総合評価） 6,858,000 5,832,000 85.00%

武雄管内救急排水機場機械設備修繕工事
佐賀県小城市小城町地先外
2017/09/14～2018/03/30
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
（株）酉島製作所
大阪府高槻市宮田町１－１－８

9120901011562
一般競争
（総合評価） 36,385,200 35,640,000 98.00%

三条排水機場操作制御設備外修繕工事
佐賀県小城市芦刈町三条地先外
2017/09/21～2018/02/28
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20日
三伸機設（株）
福岡県福岡市南区大楠１－７－１５

3290001001305
一般競争
（総合評価） 26,028,000 25,704,000 98.80%

平成２９年度　武雄管内堤防等河川管理施設状態調査業務
佐賀県武雄市外（武雄河川事務所管内）
2017/09/27～2018/03/15
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9月26日
新栄地研（株）
佐賀県佐賀市若楠２－５－２５

5300001000360 指名競争契約 18,673,200 14,871,600 79.60%

八ノ坪排水樋管外機械設備修繕工事
佐賀県佐賀市久保田町新田地先外
2017/09/30～2018/03/23
機械設備工事

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

平成29年9月29日
（株）協和製作所
佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１

5300001000179
一般競争
（総合評価） 52,660,800 49,248,000 93.50%

平成２９・３０年度厳木ダム選択取水設備修繕受託合併工事
佐賀県唐津市厳木町広瀬地先
2017/09/20～2018/06/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19日
（株）丸島アクアシステム
大阪府大阪市中央区谷町５－３－１７

9120001090020
一般競争
（総合評価） 99,813,600 99,360,000 99.50%

武雄河川事務所管内ＣＣＴＶ設備設置工事
武雄河川事務所管内
2017/09/21～2018/03/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20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） 42,249,600 39,528,000 93.60%

事務所庁舎空調設備（２９）改修工事
佐賀県佐賀市新中町５－１０
2017/09/27～2018/01/31
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年9月26日
吉村空調工業（株）
佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町２３６０

4300001001079
一般競争
（総合評価） 8,089,200 6,804,000 84.10%

平成２９年度佐賀国道管内道路管理データ作成業務
佐賀国道事務所管内
2017/09/14～2018/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年9月13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） 17,776,800 14,223,600 80.00%

平成２９年度佐賀国道管内電気通信設備設計業務
佐賀県佐賀市新中町５－１０外
2017/09/20～2018/01/31
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成29年9月19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） 17,733,600 14,202,000 80.10%
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佐賀国道管内道路情報表示設備主制御装置設置工事
佐賀県佐賀市新中町５－１０　　佐賀国道事務所
2017/09/21～2018/03/30
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9月20日
名古屋電機工業（株）
愛知県あま市篠田面徳２９－１

7180001020428
一般競争
（総合評価） 30,196,800 27,378,000 90.70%

呼子大橋補修（２期）工事
佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦地先
2017/09/15～2018/10/10
維持修繕工事

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

平成29年9月14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） 173,826,000 171,720,000 98.80%

松浦佐々道路志佐地区外補償説明等業務
長崎県松浦市　地内
2017/09/29～2018/07/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28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） 9,212,400 7,387,200 80.20%

長崎３４号　新日見トンネル（下り線）新設工事
長崎県長崎市芒塚地先〜長崎市本河内地先
2017/09/09～2019/12/28
一般土木工事

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

平成29年9月8日
長崎３４号新日見トンネル（下り線）新設工事前田・西海特定建設工
事共同企業体
福岡市博多区博多駅東２－１４－１

一般競争
（総合評価） 3,256,340,400 2,935,072,800 90.10%

平成２９年度森山拡幅外測量設計業務
長崎県諫早市、長崎県佐世保市外
2017/09/13～2018/03/09
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　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9月12日
（株）長崎測量設計
長崎県長崎市上町１－２７

1310001001361 指名競争契約 27,507,600 24,786,000 90.10%

平成２９年度松浦４号橋（Ｐ５―Ｐ９）詳細設計業務
長崎県松浦市志佐町地先
2017/09/28～2018/03/23
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　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9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） 44,614,800 35,640,000 79.90%

平成２９年度松浦６号橋詳細設計業務
長崎県松浦市志佐町地先
2017/09/28～2018/03/23
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　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9月27日
（株）綜合技術コンサルタント
東京都千代田区神田美土代町１

7010001021120
指名競争契約
（総合評価） 45,262,800 36,126,000 79.80%

平成２９年度　不法占用物件調査等業務
大村維持出張所管内及び小浜維持出張所管内
2017/09/08～2018/02/28
測量

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

平成29年9月7日
（株）長崎測量設計
長崎県長崎市上町１－２７

1310001001361 指名競争契約 2,181,600 1,954,800 89.60%

平成２９年度長崎河川国道管内道路管理データベース更新業務
長崎河川国道事務所管内
2017/09/14～2018/02/28
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　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9月13日
平成２９年度長崎河川国道管内道路管理データベース更新業務長
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） 16,999,200 13,575,600 79.90%

平成２９年度　長崎管内道路附属物点検業務
長崎河川国道事務所所管内
2017/09/29～2018/03/23
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　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9月28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） 38,534,400 30,801,600 79.90%

平成２９年度長崎管内道路管理外測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2017/09/29～2018/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28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） 22,572,000 19,440,000 86.10%

高縄手橋上部工工事
長崎県大村市松原本町地先
2017/09/16～2018/08/31
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　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9月15日
川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３－１

7011501001074
一般競争
（総合評価） 104,122,800 93,744,000 90.00%

平成２９年度諫早排水機場ポンプ設備修繕工事
長崎県諫早市八天町地先
2017/09/29～2018/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
クボタ機工（株）
大阪府枚方市中宮大池１－１－１

3120001149458
一般競争
（総合評価） 10,810,800 10,476,000 96.90%

平成２９年度長崎管内電気通信設備設計業務
長崎県長崎市宿町３１６－１　長崎河川国道事務所外
2017/09/29～2018/02/28
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　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9月28日
三井共同建設コンサルタント（株）
東京都品川区大崎１－１１－１

5011101020526
指名競争契約
（総合評価） 18,986,400 15,174,000 79.90%

水無川２号砂防堰堤右岸袖部盛土外工事
長崎県南島原市深江町戌地先外
2017/09/29～2018/05/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）吉川組
長崎県島原市中町８０３－１

1310001009727
一般競争
（総合評価） 111,369,600 100,818,000 90.50%

平成２９年度国道５７号宇土道路補償説明等業務
熊本県宇土市網津町地内外
2017/09/29～2018/03/20
補償関係コンサルタント業務

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

平成29年9月28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） 18,694,800 14,666,400 78.50%

九州横断道（嘉島〜山都）北中島橋床版工工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2017/09/05～2018/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4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） 135,712,800 123,336,000 90.90%

九州横断道（嘉島〜山都）保手野地区外改良６期工事
熊本県上益城郡御船町大字上野地内
2017/09/05～2018/07/31
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9月4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） 149,256,000 134,676,000 90.20%

熊本３号　四方寄地区改良３期工事
熊本県熊本市北区四方寄町地先
2017/09/16～2018/06/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15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） 173,178,000 156,060,000 90.10%

九州横断道（嘉島〜山都）大野川橋上部工工事
熊本県上益城郡山都町上寺地先
2017/09/30～2018/10/10
鋼橋上部工事

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

平成29年9月29日
（株）名村造船所
佐賀県伊万里市黒川町塩屋５－１

5120001046100
一般競争
（総合評価） 299,462,400 272,376,000 91.00%

中北地区高潮対策その１工事
熊本県八代市中北町地内
2017/09/08～2018/03/23
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9月7日
三和建設（株）
熊本県人吉市五日町２６－５

8330001015989
一般競争
（総合評価） 118,854,000 109,080,000 91.80%

中北地区高潮対策その２工事
熊本県八代市中北町地内
2017/09/12～2018/03/26
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9月11日
（株）中山建設
熊本県八代市夕葉町３－７

5330001013657
一般競争
（総合評価） 126,414,000 122,040,000 96.50%

平成２９年度球磨川下流地区定期縦横断測量業務
熊本県八代市
2017/09/28～2018/05/21
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9月27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 28,090,800 26,244,000 93.40%

平成２９年度萩原地区河床整正工事
熊本県八代市萩原町萩原地先
2017/09/29～2018/05/10
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9月28日
（株）中山建設
熊本県八代市夕葉町３－７

5330001013657
一般競争
（総合評価） 278,564,400 254,880,000 91.50%

横手谷砂防堰堤土地評価業務
熊本県球磨郡五木村甲字横手地内
2017/09/15～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
新和技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

3340001005358 指名競争契約 4,600,800 4,320,000 93.90%

初神地区外用地調査等業務
熊本県球磨郡相良村大字四浦西外
2017/09/29～2018/05/31
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　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9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 23,760,000 22,464,000 94.50%
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川辺川管内維持（その４）工事
熊本県球磨郡五木村久領地内
2017/09/27～2018/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
栄建設（株）
熊本県球磨郡あさぎり町深田東８０１－８

6330001016122
一般競争
（総合評価） 64,605,600 58,968,000 91.30%

山の津谷川砂防堰堤測量設計及び地質調査業務
熊本県八代市泉町樅木地内
2017/09/27～2018/04/30
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9月26日
山の津谷川砂防堰堤測量設計及び地質調査業務砂防エンジニアリ
ング・国土防災技術設計共同体
熊本市中央区新大江２－１２－１

指名競争契約
（総合評価） 26,017,200 20,779,200 79.90%

菊池川大浜地区外建物事後調査等業務
熊本県玉名市大浜町地内外
2017/09/30～2018/02/28
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　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9月29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 9,536,400 9,180,000 96.30%

高瀬地区環境整備工事
熊本県玉名市高瀬地先
2017/09/05～2018/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4日
（株）トーカイ
熊本県菊池市泗水町福本８６５－１

1330001009717
一般競争
（総合評価） 50,317,200 45,144,000 89.70%

平成２９年度菊池川水系堤防等調査業務
菊池川河川事務所管内
2017/09/02～2018/03/15
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9月1日
（株）コンサルハマダ
熊本県熊本市東区八反田１－１－１５

1330001001847 指名競争契約 13,068,000 7,344,000 56.20%

平成２９年度竜門ダム管内放流警報設備設置工事
熊本県菊池市西迫間字前田３３－２　西迫間警報局外
2017/09/08～2018/01/31
通信設備工事

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

平成29年9月7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） 25,142,400 25,056,000 99.70%

平成２９年度立門導水路２号調節ゲート機側操作盤取替工事
熊本県菊池市重味地先
2017/09/12～2018/03/15
機械設備工事

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

平成29年9月11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） 21,675,600 21,384,000 98.70%

沢津野地区外測量設計業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村・菊池郡大津町
2017/09/13～2018/03/30
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　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9月12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） 17,830,800 14,202,000 79.60%

立野ダム仮設備ヤード（下流）造成工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内
2017/09/09～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8日
（株）南陽建設
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３３６７

7330001012384
一般競争
（総合評価） 290,260,800 264,600,000 91.20%

立野ダム仮設備ヤード（上流）造成外工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内
2017/09/12～2018/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11日
（株）明興建設
熊本県熊本市西区春日５－１－２

4330001004632
一般競争
（総合評価） 291,405,600 264,168,000 90.70%

阿蘇大橋地区斜面対策工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内
2017/09/07～2019/03/29
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9月6日
（株）熊谷組
東京都新宿区津久戸町２－１

1210001001082
一般競争
（総合評価） 2,636,204,400 2,445,120,000 92.80%

大分１０号高江拡幅地質調査業務
大分県大分市鴛野〜中判田地先
2017/09/09～2018/03/15
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8日
佐伯調査（株）
大分県佐伯市城下西町４－２４

6320001008954 指名競争契約 8,424,000 7,884,000 93.60%

大分１０号高江拡幅道路設計外業務
大分市鴛野〜大分市中判田地先
2017/09/26～2018/04/30
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　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9月25日
協同エンジニアリング（株）
大分県大分市大字三芳１２３８－１

9320001000966
指名競争契約
（総合評価） 20,930,400 16,686,000 79.70%

平成２９年度大分河川国道事務所管内不法占用物件適正化業務
大分河川国道事務所管内
2017/09/29～2018/02/28
測量

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9月28日
（株）豊西測量設計
大分県竹田市吉田２０４１－１

4320001009509 指名競争契約 4,449,600 4,158,000 93.40%

山田池橋外５橋橋梁補修工事
大分県中津市大字伊藤田〜大分県杵築市山香町大字立石
2017/09/07～2018/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6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） 145,054,800 130,680,000 90.10%

中津維持管内橋梁補修外工事
大分県杵築市山香町大字下〜大分県速見郡日出町大字豊岡
2017/09/13～2018/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12日
（株）安部組
大分県別府市京町４－１９

1320001006178
一般競争
（総合評価） 99,154,800 89,100,000 89.90%

金堤橋（上り）外５橋橋梁補修工事
大分県別府市船小路町〜大分県大分市大字上戸次
2017/09/15～2018/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14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） 146,264,400 131,220,000 89.70%

天ヶ瀬第二高架橋橋梁補修工事
大分県日田市天瀬町赤岩
2017/09/26～2018/05/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25日
（株）末宗組
大分県宇佐市大字和気１０２３

8320001007657
一般競争
（総合評価） 299,602,800 270,000,000 90.10%

日田国道維持管内橋梁補修工事
大分県日田市天瀬町桜竹〜大分県由布市湯布院町川西
2017/09/26～2018/04/27
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9月25日
（株）菅組
大分県豊後高田市香々地４０８９

9320001007813
一般競争
（総合評価） 158,403,600 145,152,000 91.60%

榎釣橋外２橋橋梁補修工事
大分県日田市大字石井〜大分県日田市天瀬町榎釣
2017/09/28～2018/04/27
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9月27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） 102,362,400 92,210,400 90.10%

平成２９年度広瀬地区外交通安全測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2017/09/07～2018/06/29
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9月6日
（株）冨士設計
大分県大分市城崎町２－４－１３

2320001002399
指名競争契約
（総合評価） 21,772,800 17,496,000 80.40%

平成２９年度庄内地区外交通安全測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2017/09/07～2018/06/29
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9月6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） 25,455,600 20,250,000 79.60%

平成２９年度国道１０号江良地区外事業損失事前調査等業務
大分県佐伯市弥生、直川、本匠地内
2017/09/02～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

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

平成29年9月1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 8,661,600 8,316,000 96.00%

平成２９・３０年度　佐伯管内道路施設点検業務
佐伯河川国道事務所管内
2017/09/08～2019/02/28
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　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9月7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） 51,256,800 42,552,000 83.00%

大分川ダム堤内排水ポンプ設備製作据付工事
大分県大分市大字下原地先
2017/09/28～2018/05/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月27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） 26,568,000 25,920,000 97.60%

下川東下流地区浸透対策工事
宮崎県都城市下川東地先
2017/09/16～2018/02/28
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9月15日
九州建設工業（株）
宮崎県宮崎市天満２－６－１３

2350001005515
一般競争
（総合評価） 110,365,200 99,576,000 90.20%
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金田地区浸透対策（その１）工事
宮崎県都城市吉尾町地先
2017/09/20～2018/03/26
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9月19日
大淀開発（株）
宮崎県都城市上長飯町５４２７－１

6350001007879
一般競争
（総合評価） 150,930,000 136,944,000 90.70%

おもいで橋補強工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2017/09/02～2018/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1日
佐多エンジニアリング（株）
宮崎県宮崎市大字本郷北方２１５０－１

6350001013448
一般競争
（総合評価） 36,018,000 31,968,000 88.80%

平成２９・３０年度東九州道水文調査業務
宮崎県宮崎市〜日南市
2017/09/13～2018/10/19
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9月12日
（株）東九州コンサルタント
宮崎県延岡市別府町４２０９－２

4350001006981
一般競争
（総合評価） 30,261,600 25,758,000 85.10%

平成２９年度道路不法占用物件調査等業務
宮崎維持出張所管内
2017/09/22～2018/02/28
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9月21日
（株）九研綜合コンサルタント
宮崎県都城市太郎坊町７７８９－１

2350001009144 指名競争契約 2,440,800 2,052,000 84.10%

平成２９・３０年度高鍋大橋外橋梁補修工事
宮崎河川国道事務所管内
2017/09/22～2018/07/18
維持修繕工事

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

平成29年9月21日
（株）増田工務店
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０

4350001005752
一般競争
（総合評価） 125,690,400 115,236,000 91.70%

国道２２０号伊比井トンネル電気通信設備詳細設計業務
宮崎県日南市大字富土地先外
2017/09/21～2018/02/28
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　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9月20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） 26,568,000 21,924,000 82.50%

平成２９年度五ヶ瀬川分派（天下地区）用地調査等業務
宮崎県延岡市天下町地内
2017/09/20～2018/08/30
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　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9月19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） 22,118,400 19,440,000 87.90%

平成２９年度五ヶ瀬川分派（吉野地区外）用地調査等業務
延岡市吉野町・天下町地内
2017/09/20～2018/08/30
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　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9月19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） 12,646,800 9,903,600 78.30%

平成２９・３０年度天下・松山地区外掘削その他工事
宮崎県延岡市北新小路地先外
2017/09/14～2018/07/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13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） 74,930,400 67,608,000 90.20%

平成２９年度　延岡管内安全対策工事
延岡河川国道事務所管内（深角地区、末市地区、平底地区、財光寺地区）
2017/09/16～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
東栄建設（株）
宮崎県延岡市新浜町１－８９３５－８３

4350001006882
一般競争
（総合評価） 21,049,200 18,900,000 89.80%

平成２９・３０年度　宮崎２１８号　大平山トンネル舗装工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地先
2017/09/16～2018/05/18
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　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9月15日
前田道路（株）
東京都品川区大崎１－１１－３

6010701009184
一般競争
（総合評価） 247,536,000 225,612,000 91.10%

中ノ瀬地区護岸補修外工事
宮崎県延岡市中ノ瀬地先外
2017/09/16～2018/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
日新興業（株）
宮崎県延岡市本小路７４

3350001006900
一般競争
（総合評価） 62,089,200 55,512,000 89.40%

平成２９・３０年度　延岡管内橋梁耐震補強工事
宮崎県延岡市塩浜町地先
2017/09/08～2018/10/31
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9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） 173,750,400 159,861,600 92.00%

平成２９年度　北川地区改良外工事
宮崎県延岡市北川町地先、日向市美々津町地先
2017/09/30～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）松澤組
宮崎県東臼杵郡門川町上町４－３３

1350001006191
一般競争
（総合評価） 94,554,000 84,780,000 89.70%

川西地区上流堤防強化工事
鹿児島県姶良郡湧水町川西地先
2017/09/08～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7日
鎌田建設（株）
鹿児島県霧島市国分敷根１４１

1340001007199
一般競争
（総合評価） 117,536,400 105,775,200 90.00%

川西地区下流堤防強化工事
鹿児島県姶良郡湧水町川西地先
2017/09/16～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
（株）田島組
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６－２

7340001008935
一般競争
（総合評価） 117,590,400 105,894,000 90.10%

下内田樋管改築（２期）工事
鹿児島県薩摩川内市東大小路町地内
2017/09/20～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19日
（株）植村組
鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

7340001000529
一般競争
（総合評価） 220,579,200 200,340,000 90.80%

般若寺地区堤防強化工事
鹿児島県姶良郡湧水町般若寺地先
2017/09/22～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）田代組
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

2340001008601
一般競争
（総合評価） 84,704,400 76,129,200 89.90%

菱刈地区掘削護岸工事
鹿児島県伊佐市菱刈川南地先
2017/09/30～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
ヤマグチ（株）
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

9340001007621
一般競争
（総合評価） 148,780,800 134,460,000 90.40%

久見崎地区根固設置工事
鹿児島県薩摩川内市久見崎地先
2017/09/16～2018/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
（株）田代組
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

2340001008601
一般競争
（総合評価） 66,268,800 59,713,200 90.10%

大明司地区上流護岸補修工事
宮崎県えびの市大明司地内
2017/09/20～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19日
（株）山本組
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓６４３

4350001009943
一般競争
（総合評価） 68,871,600 61,938,000 89.90%

川内川水系護岸等測量設計外業務
川内川河川事務所管内
2017/09/14～2018/03/29
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　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9月13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） 27,302,400 21,859,200 80.10%

平成２９年度東九州自動車道（志布志〜鹿屋）外１件事業損失事前
鹿児島県志布志市から鹿屋市及び肝属郡肝付町地内
2017/09/30～2018/03/23
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）サタコンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市鷹師２－３－２

3340001001877 指名競争契約 9,957,600 9,396,000 94.40%

桜島管内除石工外工事
鹿児島県鹿児島市桜島白浜町地先外
2017/09/26～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25日
（株）久保工務店
鹿児島県鹿児島市高麗町３７－２１

8340001000131
一般競争
（総合評価） 151,545,600 136,512,000 90.10%

東九州道（志布志〜大崎）小牧地区（第２工区）改良工事
鹿児島県志布志市志布志町安楽
2017/09/05～2018/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4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） 136,144,800 122,580,000 90.00%

鹿児島２２０号一里山地区函渠工外工事
鹿児島県鹿屋市白水町外
2017/09/07～2018/07/31
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9月6日
鶴田建設（株）
鹿児島県鹿屋市輝北町上百引４０１５－４

2340001014021
一般競争
（総合評価） 90,547,200 88,992,000 98.30%
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東九州道（大崎〜鹿屋）岩永堀跨道橋上部工工事
鹿児島県曽於郡大崎町假宿
2017/09/07～2018/03/30
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9月6日
オリエンタル白石（株）
東京都江東区豊洲５－６－５２

7010601040057
一般競争
（総合評価） 190,209,600 173,448,000 91.20%

東九州道（志布志〜大崎）田尾地区改良工事
鹿児島県志布志市有明町野井倉
2017/09/07～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6日
肝付土建（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３９９２－５

8340001013876
一般競争
（総合評価） 231,703,200 208,980,000 90.20%

東九州道（大崎〜鹿屋）川久保地区改良工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田
2017/09/09～2018/08/31
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9月8日
（株）野添土木
鹿児島県鹿児島市持木町４０

6340001003458
一般競争
（総合評価） 299,516,400 271,620,000 90.70%

平成２９・３０年度大隅管内橋梁補修工事
大隅河川国道事務所管内
2017/09/27～2018/06/29
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9月26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） 97,491,600 87,480,000 89.70%

平成２９年度肝属川下流シラス堤対策設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2017/09/14～2018/02/28
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　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9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） 28,976,400 23,220,000 80.10%

東九州道（志布志〜鹿屋串良）電気通信設備詳細設計業務
鹿児島県志布志市志布志町から鹿児島県鹿屋市串良町
2017/09/14～2018/03/15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13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） 51,904,800 41,796,000 80.50%

中浜外ＣＣＴＶ設備設置工事
鹿児島県垂水市牛根麓地先外
2017/09/22～2018/02/28
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9月21日
（株）日立国際電気
東京都港区西新橋２－１５－１２

2010001098064
一般競争
（総合評価） 46,623,600 42,120,000 90.30%

平成２９年度桜島砂防防災設備設置工事
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１　大隅河川国道事務所外
2017/09/26～2018/02/28
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9月25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） 41,018,400 40,500,000 98.70%

平成２９年度国道２２６号北十町地区外再算定等業務
鹿児島県指宿市十町地内外
2017/09/15～2018/03/23
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）旭総合コンサルタント
宮崎県都城市安久町６３３８－５

8350001007828
指名競争契約
（総合評価） 20,098,800 20,066,400 99.80%

平成２９年度国道３号切通地区外用地調査等業務
鹿児島県出水市境町地内外
2017/09/23～2018/02/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月22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 7,797,600 6,685,200 85.70%

平成２９年度国道１０号鹿児島北バイパス外事業損失事前調査業務
鹿児島県鹿児島市祇園之洲町地内外
2017/09/23～2018/01/31
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　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9月22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 4,816,800 3,866,400 80.30%

平成２９年度東西道路立坑設置工事（上之園西地区）事前調査業務
鹿児島県鹿児島市上之園町地内外
2017/09/08～2018/01/31
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　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9月7日
（株）オオバ
東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１

9013201001170 指名競争契約 5,313,600 4,968,000 93.50%

鹿児島３号出水北ＩＣ６工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/09/08～2018/03/01
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9月7日
鎌田建設（株）
鹿児島県霧島市国分敷根１４１

1340001007199
一般競争
（総合評価） 183,351,600 165,013,200 90.00%

鹿児島３号東西道路（下り線）立坑設置工事
鹿児島県鹿児島市上荒田町地内
2017/09/12～2020/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11日
飛島建設（株）
東京都港区港南１－８－１５

8010001008703
一般競争
（総合評価） 2,030,292,000 1,831,140,000 90.20%

鹿児島３号西前田地区３工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/09/15～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）田島組
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６－２

7340001008935
一般競争
（総合評価） 164,721,600 148,262,400 90.00%

鹿児島３号前田地区２工区法面処理工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/09/20～2018/03/30
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19日
林建設（株）
鹿児島県鹿児島市真砂町２－１１

5340001005422
一般競争
（総合評価） 126,522,000 113,767,200 89.90%

鹿児島３号出水北ＩＣ１工区法面処理工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/09/21～2018/03/20
法面処理工事

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9月20日
（株）三竹工業
鹿児島県鹿児島市伊敷６－１２－３２

8340001004173
一般競争
（総合評価） 156,286,800 141,480,000 90.50%

鹿児島３号針原地区１工区法面処理工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/09/22～2018/03/30
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）リーチ開発
鹿児島県鹿児島市春日町７－１４

3340001004582
一般競争
（総合評価） 130,226,400 117,234,000 90.00%

鹿児島１０号祇園之洲橋（下り線）下部工Ａ２外工事
鹿児島県鹿児島市祇園之洲町地先
2017/09/29～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）有迫組
鹿児島県鹿児島市原良７－１７－７

6340001009562
一般競争
（総合評価） 84,790,800 75,924,000 89.50%

鹿児島３号針原川橋下部工Ａ２工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/09/30～2018/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）田代組
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

2340001008601
一般競争
（総合評価） 115,657,200 103,669,200 89.60%

鹿児島３号針原川橋下部工Ａ１工事
鹿児島県出水市境町地内
2017/09/30～2018/09/07
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9月29日
丸福建設（株）
鹿児島県鹿児島市易居町４番３号

4340001004037
一般競争
（総合評価） 89,240,400 80,352,000 90.00%

平成２９年度不法占用物件適正化及び調査業務
鹿児島維持出張所及び指宿維持出張所管内
2017/09/15～2018/01/31
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9月14日
（株）サタコンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市鷹師２－３－２

3340001001877 指名競争契約 1,987,200 1,890,000 95.10%

平成２９年度鹿児島国道事務所管内道路台帳附図修正業務
鹿児島県鹿児島市外
2017/09/15～2018/03/14
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9月14日
（株）新日本技術コンサルタント
鹿児島県鹿児島市田上８－２４－２１

6340001002105 指名競争契約 15,076,800 13,478,400 89.40%

国道２２５号谷山駅前交差点改良（３工区）工事
鹿児島県鹿児島市谷山中央１丁目地内
2017/09/21～2018/03/15
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　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9月20日
外薗建設工業（株）
鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

2340001008675
一般競争
（総合評価） 119,620,800 109,188,000 91.30%

平成２９年度別府地区外測量設計業務
鹿児島国道事務所管内
2017/09/02～2018/03/15
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　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9月1日
（株）大進
鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

5340001004977
指名競争契約
（総合評価） 22,712,400 18,543,600 81.60%

川辺トンネル道路照明設備外設置工事
鹿児島県南九州市川辺町野崎地先〜鹿児島市平川町地先　川辺トンネル外
2017/09/14～2018/02/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
（有）藤電気
熊本県熊本市中央区水前寺１－８－１１

8330002009098
一般競争
（総合評価） 63,558,000 63,072,000 99.20%
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緑川ダム非常用放水管機側操作盤取替外工事
熊本県下益城郡美里町畝野地先
2017/09/21～2018/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20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） 23,641,200 23,544,000 99.60%

鶴田ダム１・２・３号コンジットゲート修繕工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地内
2017/09/13～2018/05/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12日
日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９

3120001031541
一般競争
（総合評価） 60,804,000 59,400,000 97.70%

冠石野地区（下流）掘削工事
大分県中津市本耶馬渓町冠石野地先
2017/09/06～2018/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
（株）福原組
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂３５８

5320001011034
一般競争
（総合評価） 56,116,800 50,976,000 90.80%

平成２９年度山国川管内電気通信設備設計業務
大分県中津市大字高瀬１８５１－２　山国川河川事務所　外
2017/09/07～2018/02/28
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　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9月6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） 25,768,800 20,682,000 80.30%

平田地区掘削護岸工事
大分県中津市耶馬溪町平田地先
2017/09/12～2018/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11日
（株）川原建設
大分県中津市耶馬渓町大字樋山路３８

3320001011028
一般競争
（総合評価） 200,091,600 181,656,000 90.80%

上戸原地区掘削護岸工事
大分県中津市耶馬溪町上戸原地先
2017/09/26～2018/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25日
笹原建設（株）
大分県中津市大字高瀬１２３４

3320001010780
一般競争
（総合評価） 115,290,000 104,544,000 90.70%

多志田地区外小形水門製作据付工事
大分県中津市本耶馬渓町多志田地先外
2017/09/28～2018/06/20
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月27日
（株）協和製作所
佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１

5300001000179
一般競争
（総合評価） 39,765,600 37,476,000 94.20%

平成２９年度唐原地区地質調査業務
福岡県築上郡上毛町下唐原地先
2017/09/22～2018/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21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） 6,771,600 5,454,000 80.50%

耶馬渓ダムコンジットゲート機械設備修繕工事
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂地先
2017/09/30～2018/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29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） 25,077,600 24,624,000 98.20%

平成２９年度　海の中道海浜公園内施設建築改修その他工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2017/09/15～2018/03/15
建築工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月14日
（有）サヤ建設
福岡県直方市大字頓野３９２０－２

4290802020295
一般競争
（総合評価） 130,312,800 128,412,000 98.50%

平成２９年度　プロムナード橋補修工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎地先
2017/09/22～2018/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月21日
（株）ニューテック康和
東京都北区東田端２－１－３

5011501013245
一般競争
（総合評価） 49,291,200 45,360,000 92.00%

海の中道海浜公園駐車場外測量設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園
2017/09/15～2018/03/30
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月14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） 12,711,600 10,152,000 79.90%

歴史公園センター外改修実施設計業務
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手１８６９
2017/09/27～2018/03/23
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
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9月26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 4,903,200 4,212,000 85.90%

税大熊本研修所（Ｈ２９復旧）管理棟工事監理業務
熊本県熊本市東区東本町16番1号
2017/09/07～2018/07/31
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9月6日
（株）ＩＣＳエンジニアリング
福岡県福岡市西区姪浜駅南４－１－１４

7290001027800 指名競争契約 13,996,800 10,206,000 72.90%

熊本県警察学校（２９）敷地調査業務
熊本県熊本市中央区渡鹿４丁目２番１号
2017/09/22～2017/11/22
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9月21日
千代田工業（株）
熊本県熊本市東区尾ノ上２－１８－３

6330001002997 指名競争契約 8,047,080 7,884,000 98.00%

西都児湯森林管理署（２９）工事監理業務
宮崎県西都市大字妻909番5
2017/09/06～2018/07/10
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　鹿児島営繕事務所長　浅　野　　智
鹿児島市山下町１３－２１　鹿児島合同庁舎３Ｆ

平成29年9月5日
オーツ設計
宮崎県延岡市愛宕町２－３－７

指名競争契約 7,776,000 6,156,000 79.20%

西都児湯森林管理署（２９）電気設備工事
宮崎県西都市大字妻909番5
2017/09/22～2018/07/10
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島営繕事務所長　浅　野　　智
鹿児島市山下町１３－２１　鹿児島合同庁舎３Ｆ

平成29年9月21日
（株）恒富電業
宮崎県宮崎市佐土原町下田島１２２１４－３

9350001001078
一般競争
（総合評価） 21,297,600 20,520,000 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。


