
（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

筑後川古川地区下流掘削外工事
福岡県うきは市浮羽町古川地先
2018/01/06～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年1月5日
冨士・大豊（共）
福岡県柳川市東蒲池２９６－１

一般競争
（総合評価） 80,254,800 73,105,200 91.10%

筑後川原鶴地区掘削外工事
福岡県朝倉市杷木志波地先
2018/01/06～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年1月5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） 102,643,200 93,204,000 90.80%

筑後川古川地区上流掘削外工事
福岡県うきは市浮羽町古川地先
2018/01/06～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年1月5日
（株）廣瀬組
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７４－２

8290001053168
一般競争
（総合評価） 80,859,600 73,656,000 91.10%

筑後川千年地区掘削外工事
福岡県うきは市吉井町千年地先
2018/01/10～2018/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年1月9日
尾花建設（株）
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１－１９

9290001048522
一般競争
（総合評価） 86,497,200 78,408,000 90.60%

花月川髪永地区（上流）堤防護岸災害復旧工事
大分県日田市三和地先外
2018/01/26～2018/06/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年1月25日
（株）下徳産業
大分県日田市大字有田３１９－１２

7320001010422
指名競争契約
（総合評価） 101,055,600 93,204,000 92.20%

花月川友田地区（下流）堤防護岸災害復旧工事
大分県日田市友田地先
2018/01/30～2018/06/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年1月29日
（株）川浪組
大分県日田市大字友田３７２５

7320001009984
指名競争契約
（総合評価） 104,511,600 94,824,000 90.70%

巨瀬川田主丸地区外築堤及び掘削工事
福岡県久留米市田主丸町志塚島地先外
2018/01/31～2018/07/13
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30年1月30日
（株）廣瀬組
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７４－２

8290001053168
一般競争
（総合評価） 90,795,600 82,080,000 90.40%

筑後川長田地区（上流）築堤工事
福岡県朝倉市長田地先
2018/02/01～2018/06/15
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30年1月31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） 160,866,000 147,258,000 91.50%

筑後川江見手水門扉体更新工事
佐賀県神埼市千代田町迎島
2018/01/24～2019/03/20
機械設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年1月23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） 232,858,800 216,000,000 92.80%

遠賀川水系彦山川添田地区（その２）用地調査等業務
福岡県田川郡添田町大字落合地内
2018/01/06～2018/05/28
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　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30年1月5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 13,975,200 13,500,000 96.60%

遠賀川水系彦山川添田地区（その３）用地調査業務
福岡県田川郡添田町大字落合地内
2018/01/10～2018/03/27
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30年1月9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 7,959,600 6,231,600 78.30%

遠賀川水系福地川（峯地区）事後調査等業務
福岡県直方市大字上境地内
2018/01/16～2018/03/15
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　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30年1月15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 3,326,400 2,451,600 73.70%

遠賀川水系彦山川（添田地区）建物等事前調査業務
福岡県田川郡添田町大字落合外
2018/01/16～2018/03/27
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30年1月15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 8,758,800 8,424,000 96.20%

事務所庁舎外照明器具取替工事
福岡県直方市溝堀１-１-１　外６箇所
2018/01/11～2018/03/29
電気設備工事

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30年1月10日
九昭電設工業（株）
福岡県北九州市小倉北区西港町３０－４

9290801001119
一般競争
（総合評価） 31,762,800 29,138,400 91.70%

添田地区河道掘削等（その２）工事
福岡県田川郡添田町添田地先
2018/01/12～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月11日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番地の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 117,579,600 106,056,000 90.20%

添田地区河道掘削等（その１）工事
福岡県田川郡添田町庄地先
2018/01/13～2018/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月12日
（株）高瀬組
福岡県田川市大字伊加利５０７

8290801016984
一般競争
（総合評価） 111,715,200 100,299,600 89.80%

彦山川災害復旧（１３・１４・１６）工事
福岡県田川郡添田町落合地先
2018/01/26～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月25日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番地の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 108,810,000 98,172,000 90.20%

彦山川災害復旧（１・２）工事
福岡県田川郡添田町枡田地先
2018/01/26～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月25日
たくみ（共）
福岡県飯塚市潤野１１３３－６

一般競争
（総合評価） 61,084,800 54,864,000 89.80%

彦山川災害復旧（１０・１１）工事
福岡県田川郡添田町落合地先
2018/01/27～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月26日
中川建設（株）
福岡県田川郡福智町金田７０４

7290801016655
一般競争
（総合評価） 111,855,600 100,796,400 90.10%

彦山川災害復旧（５―２）工事
福岡県田川郡添田町落合地先
2018/01/27～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月26日
（株）関野建設
福岡県田川市寿町７－３５

6290801016375
一般競争
（総合評価） 71,096,400 64,227,600 90.30%

彦山川災害復旧（５―１）工事
福岡県田川郡添田町落合地先
2018/01/27～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月26日
（株）双一開發
福岡県宮若市高野５９７－１

5290801014495
一般競争
（総合評価） 64,627,200 57,888,000 89.60%

遠賀川管内ＣＣＴＶ設備設置工事
福岡県嘉麻市中益地先外
2018/01/12～2018/07/20
通信設備工事

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30年1月11日
（株）ＳＹＳＫＥＮ
熊本県熊本市中央区萩原町１４－４５

3330001003635
一般競争
（総合評価） 30,898,800 28,620,000 92.60%

福岡２０２号　春吉橋迂回路橋上部工工事
福岡県福岡市博多区中州１丁目〜中央区春吉３丁目地内
2018/01/06～2019/02/28
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30年1月5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） 511,034,400 467,424,000 91.50%

今宿道路　多久南地区改良工事
福岡県糸島市多久地先
2018/01/20～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月19日
飯田建設（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１４

1290001074807
一般競争
（総合評価） 106,596,000 96,768,000 90.80%

今宿道路　前原ＩＣ北地区改良工事
福岡県糸島市多久地先
2018/01/24～2018/10/31
一般土木工事

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

平成30年1月23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） 103,971,600 94,284,000 90.70%

今宿道路　篠原地区改良工事
福岡県糸島市篠原地先
2018/01/24～2018/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月23日
岩崎建設（株）
福岡県福岡市中央区西中洲１２－２５

8290001006316
一般競争
（総合評価） 102,222,000 93,744,000 91.70%
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平成２９年度　博多バイパス交通実態調査業務
福岡県福岡市東区下原地先外
2018/01/17～2018/07/31
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30年1月16日
（株）西部技術コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－１２

8290001014054 指名競争契約 23,846,400 17,463,600 73.20%

平成２９年度　福岡西地区橋梁補修外工事
福岡県糸島市二丈吉井地先外
2018/01/16～2018/07/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月15日
（株）平昭
福岡県福岡市博多区榎田２－４－５２

8290001024788
一般競争
（総合評価） 88,646,400 79,920,000 90.20%

平成２９年度福岡２０１号香春拡幅補償説明等業務
福岡県田川郡香春町大字鏡山地内
2018/01/18～2018/09/10
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30年1月17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） 9,536,400 7,560,000 79.30%

平成２９年度福岡３号黒崎バイパス用地関係図書作成業務
福岡県北九州市八幡西区地内
2018/01/18～2018/09/10
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30年1月17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） 5,486,400 4,914,000 89.60%

下西山交差点改良工事
佐賀県武雄市武雄町大字武雄地先
2018/01/12～2018/10/19
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30年1月11日
唐津土建工業（株）
佐賀県唐津市二タ子２－７－５１

1300001007260
一般競争
（総合評価） 197,553,600 183,600,000 92.90%

長崎４９７号寺ノ尾免地区改良１期工事
長崎県松浦市御厨町地先
2018/01/10～2018/07/20
一般土木工事

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

平成30年1月9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） 112,924,800 101,520,000 89.90%

長崎４９７号調川１号トンネル安全施設設置工事
長崎県松浦市調川町地先
2018/01/18～2018/07/20
一般土木工事

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

平成30年1月17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） 75,859,200 68,040,000 89.70%

長崎５７号　下井牟田赤崎高架橋上部工（Ｐ２３〜Ａ２）工事
長崎県諫早市赤崎地先
2018/01/27～2019/02/15
鋼橋上部工事

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30年1月26日
（株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２７

6040001022645
一般競争
（総合評価） 524,426,400 472,392,000 90.10%

雲仙復興事務所砂防保全工事
雲仙復興事務所管内
2018/01/25～2018/09/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月24日
（株）松尾組
長崎県南島原市南有馬町乙１２２０－２

5310001009789
一般競争
（総合評価） 65,523,600 58,860,000 89.80%

平成２９年度　熊本管内道路改築測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2018/01/18～2018/10/10
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30年1月17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） 50,695,200 41,148,000 81.20%

平成２９年度熊本管内交通安全事業測量設計外業務
熊本河川国道事務所管内
2018/02/01～2018/10/20
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　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30年1月31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） 24,958,800 19,872,000 79.60%

熊本３号桜戸橋上部工（Ｐ１〜Ａ２）工事
熊本県葦北郡津奈木町岩城地先
2018/01/12～2018/09/20
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　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30年1月11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） 251,305,200 226,195,200 90.00%

熊本３号　小田代トンネル新設工事
熊本県水俣市長崎〜水俣市月浦
2018/01/13～2020/03/19
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30年1月12日
熊本３号　小田代トンネル新設工事戸田・橋口特定建設工事共同企
業体
福岡県福岡市中央区白金２－１３－１２

一般競争
（総合評価） 3,085,052,400 2,782,814,400 90.20%

高野川第２砂防堰堤工事用道路（３期）外工事
熊本県球磨郡五木村高野地内外１箇所
2018/01/12～2018/09/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月11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） 95,396,400 95,040,000 99.60%

資料倉庫解体その他工事
熊本県熊本市東区下南部３丁目５１１－１
2018/02/15～2018/03/30
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月25日
（株）前田産業
熊本県熊本市南区島町５－７－３

2330001004304 指名競争契約 4,082,400 2,376,000 58.20%

立野ダム左岸上流斜面対策工事
熊本県菊池郡大津町大字外牧地先
2018/01/26～2018/09/30
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30年1月25日
（株）森工業
熊本県阿蘇市黒川１３４７

5330001012287
一般競争
（総合評価） 268,228,800 242,514,000 90.40%

大分２１０号横瀬拡幅（下横瀬瀬戸田外）用地調査等業務
大分県大分市大字横瀬地内
2018/01/23～2018/09/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月22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） 27,324,000 21,600,000 79.10%

大分２１０号横瀬拡幅（下横瀬田代外）用地調査等業務
大分県大分市大字横瀬地内
2018/01/23～2018/09/28
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1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
指名競争契約
（総合評価） 19,731,600 15,498,000 78.50%

平成２９年度利光地区築堤護岸（その２）工事
大分県大分市大字利光地先
2018/01/27～2018/08/31
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30年1月26日
梅高建設（株）
大分県大分市大字旦野原字連田９９９－５３

5320001000573
一般競争
（総合評価） 90,990,000 81,756,000 89.90%

大分２１２号三光本耶馬渓道路田口ＩＣ地区第４工区改良外工事
大分県中津市三光田口地先
2018/02/01～2018/08/31
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30年1月31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） 268,131,600 241,920,000 90.20%

平成２９年度大分維持出張所管内交通安全施設整備工事
大分維持出張所管内
2018/01/05～2018/10/20
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30年1月4日
利光建設工業（株）
大分県大分市新栄町８－１１

3320001001961
一般競争
（総合評価） 171,676,800 157,788,000 91.90%

大分５７号大野竹田道路板井迫地区第５工区改良外工事
大分県豊後大野市朝地町板井迫地先
2018/01/10～2018/09/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月9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） 158,749,200 143,532,000 90.40%

大分５７号大野竹田道路板井迫地区第２工区改良外工事
大分県豊後大野市朝地町板井迫地先
2018/01/10～2018/09/30
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30年1月9日
小田開発工業（株）
大分県佐伯市大字海崎８４８－１

7320001008879
一般競争
（総合評価） 224,337,600 203,040,000 90.50%

大分５７号大野竹田道路竹田ＩＣ地区第６工区改良外工事
大分県竹田市大字会々地先
2018/02/01～2018/09/30
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30年1月31日
（株）友岡組
大分県豊後大野市大野町大原１１７２－２

7320001009646
一般競争
（総合評価） 236,347,200 213,408,000 90.30%

皇子川１第２砂防堰堤工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2018/01/13～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月12日
龍南建設（株）
宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７－３

2350001002181
一般競争
（総合評価） 139,978,800 126,576,000 90.40%

御池川１第１砂防堰堤改良２期工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2018/01/13～2018/09/20
一般土木工事

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

平成30年1月12日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 84,693,600 76,431,600 90.20%
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平成２９年度国道１０号門川日向拡幅用地整理等業務
延岡河川国道事務所管内
2018/01/16～2018/10/20
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　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30年1月15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） 10,605,600 9,288,000 87.60%

延岡出張所外１箇所空調設備改修工事
宮崎県延岡市昭和町３丁目１９３０外１箇所
2018/01/16～2018/03/12
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30年1月15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） 4,363,200 3,921,480 89.90%

宮崎２１８号　末市地区外舗装工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地先（末市地区、深角地区）
2018/01/06～2018/07/31
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　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30年1月5日
鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７－２７

1010001001805
一般競争
（総合評価） 152,852,400 138,240,000 90.40%

宮崎２１８号　末市地区外防護柵設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地先
2018/01/06～2018/07/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月5日
八作建設（株）
宮崎県延岡市三須町１３５５

3350001007072
一般競争
（総合評価） 74,098,800 66,852,000 90.20%

宮崎２１８号　深角ＩＣ改良工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地先
2018/01/12～2018/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月11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） 243,183,600 219,132,000 90.10%

宮崎２１８号　末市地区安全施設設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地先
2018/02/01～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月31日
八作建設（株）
宮崎県延岡市三須町１３５５

3350001007072
一般競争
（総合評価） 74,066,400 66,571,200 89.90%

平成２９年度　北川地区横断歩道橋新設工事
宮崎県延岡市北川町長井地先
2018/01/20～2018/08/20
鋼橋上部工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月19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） 70,232,400 65,880,000 93.80%

平成２９・３０年度　延岡管内施設点検業務
延岡河川国道事務所管内
2018/02/01～2018/09/29
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　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30年1月31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
（総合評価） 18,446,400 15,368,400 83.30%

宮崎２１８号大平山トンネルＣＣＴＶ設備設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地内
2018/01/17～2018/09/14
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30年1月16日
柳井電機工業（株）
大分県大分市弁天２－７－１

6320001002742
一般競争
（総合評価） 52,120,800 50,220,000 96.40%

宮崎２１８号大平山トンネルラジオ再放送設備外設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地内
2018/01/19～2018/09/14
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30年1月18日
（株）川北電工
鹿児島県鹿児島市東開町４－７９

9340001001228
一般競争
（総合評価） 103,032,000 98,820,000 95.90%

宮崎２１８号大平山トンネル照明設備設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地内
2018/01/23～2018/10/31
電気設備工事

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30年1月22日
（株）九南
宮崎県宮崎市大字赤江２

1350001004212
一般競争
（総合評価） 173,026,800 156,567,600 90.50%

川内川上流定期縦横断測量（その２）業務
川内川河川事務所管内
2018/01/20～2018/08/10
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川内川河川事務所長　坂　元　　浩　二
鹿児島県薩摩川内市東大小路町２０－２

平成30年1月19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 27,799,200 20,487,600 73.70%

平成２９年度日南・志布志道路（字立山〜字鶴留堀地区）用地調査
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/01/19～2018/08/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月18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 31,978,800 26,892,000 84.10%

平成２９年度日南・志布志道路（字湯田堀〜字五官仙地区）用地調
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/01/19～2018/08/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月18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 21,718,800 17,820,000 82.00%

平成２９年度日南・志布志道路（字西中尾〜字道悦地区）用地調査
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/01/19～2018/08/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月18日
（株）久永コンサルタント
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－２

5340001003599 指名競争契約 22,399,200 20,088,000 89.70%

平成２９年度日南・志布志道路（字宗妻〜字見帰地区）用地調査等
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/01/26～2018/08/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月25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 29,743,200 27,237,600 91.60%

平成２９年度日南・志布志道路（字南中尾〜字菖蒲山地区）用地調
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/01/26～2018/08/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月25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 29,235,600 26,352,000 90.10%

平成２９年度日南・志布志道路（字天神田〜字野首地区）用地調査
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/01/26～2018/08/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月25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 23,814,000 21,729,600 91.20%

長谷川１・２号右岸床固工・導流堤工事
鹿児島県鹿児島市桜島武町地先
2018/01/26～2018/10/31
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30年1月25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） 264,308,400 238,464,000 90.20%

長谷川３号右岸床固工・導流堤工事
鹿児島県鹿児島市桜島武町地先
2018/01/30～2018/10/31
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30年1月29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） 168,750,000 152,226,000 90.20%

長谷川２号左岸床固工外工事
鹿児島県鹿児島市桜島武町地先
2018/01/31～2019/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月30日
（株）渡辺組
鹿児島県鹿児島市武２－４－１

5340001004663
一般競争
（総合評価） 229,532,400 207,144,000 90.20%

平成２９年度東九州道（志布志〜鹿屋）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
2018/01/13～2018/09/20
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　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30年1月12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 26,924,400 21,362,400 79.30%

東九州道（大崎〜鹿屋）細山田橋上部工工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田地先
2018/02/01～2020/02/28
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30年1月31日
（株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３

3200001000249
一般競争
（総合評価） 1,871,445,600 1,684,476,000 90.00%

平成２９年度出水阿久根道路（荘地区外）事業損失事後調査業務
鹿児島県出水市荘地内外
2018/01/19～2018/08/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月18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 7,182,000 5,637,600 78.50%

鹿児島３号関外地区外函渠設置工事
鹿児島県出水市境町地内外
2018/01/06～2018/10/09
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30年1月5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） 107,157,600 96,012,000 89.60%

鹿児島３号前田川橋上部工（Ａ１〜Ｐ５）工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/01/31～2019/02/28
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　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30年1月30日
コーアツ工業（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目１７番５号

8340001001600
一般競争
（総合評価） 605,696,400 548,316,000 90.50%



（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年度国道２２５号峯尾地区改良工事
鹿児島県枕崎市東鹿篭地内
2018/04/02～2018/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年1月30日
（株）森山（清）組
鹿児島県鹿児島市唐湊１－１３－２５

9340001004370
一般競争
（総合評価） 77,770,800 71,280,000 91.70%

平成２９年度耶馬渓ダム堆砂測量業務
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂地先　耶馬渓ダム
2018/01/18～2018/03/27
測量

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30年1月17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） 12,171,600 9,676,800 79.50%

（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。


