
（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

佐世保港湾合同庁舎（２９規制庁）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
2018/02/09～2018/07/31
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　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30年2月8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 5,054,400 3,780,000 74.80%

花月川髪永地区（下流）堤防護岸災害復旧工事
大分県日田市三和地先外
2018/02/03～2018/06/20
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2月2日
河津建設（株）
大分県日田市三芳小渕町１５１番地

8320001009983
指名競争契約
（総合評価） 76,377,600 70,308,000 92.10%

花月川友田地区（上流）堤防護岸災害復旧工事
大分県日田市友田地先
2018/02/03～2018/06/20
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2月2日
（株）原田土木
大分県日田市大字友田１８３－３

8320001010090
指名競争契約
（総合評価） 89,413,200 81,540,000 91.20%

巨瀬川高島橋上部工架替受託合併工事
福岡県久留米市田主丸町志塚島地先
2018/02/09～2018/08/19
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
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2月8日
三井住友建設（株）
東京都中央区佃２－１－６

2010001131477
一般競争
（総合評価） 155,563,200 140,724,000 90.50%

花月川吹上地区堤防護岸災害復旧工事
大分県日田市吹上地先
2018/02/20～2018/07/30
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30年2月19日
崔本土建（株）
大分県日田市大字渡里字後の迫３７３－２

5320001010028
一般競争
（総合評価） 54,388,800 49,658,400 91.30%

平成３０年度直方管内中央部河川維持管理工事
福岡県直方市外
2018/04/01～2018/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月8日
（株）英建設
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳２０２６－３

3290801014712
一般競争
（総合評価） 47,876,400 43,308,000 90.50%

平成２９年度２０８号八江地区（その１）事後調査等業務
福岡県大牟田市八江町外地内
2018/02/28～2018/07/20
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　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2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） 8,899,200 7,128,000 80.10%

平成２９年度２０８号八江地区（その２）事後調査等業務
福岡県大牟田市八江町外地内
2018/02/28～2018/07/20
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　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2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） 9,450,000 7,668,000 81.10%

平成２９年度２０８号八江地区（その３）事後調査等業務
福岡県大牟田市八江町外地内
2018/02/28～2018/07/20
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　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2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
（総合評価） 7,365,600 6,696,000 90.90%

今宿道路　有田西地区改築工事
福岡県糸島市富地先
2018/04/02～2018/12/12
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2月28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） 114,598,800 103,680,000 90.50%

福岡３号千代地区舗装２工区工事
福岡県福岡市博多区千代地内〜堅粕地内
2018/02/10～2018/09/20
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30年2月9日
福岡道路（株）
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

9290001005829
一般競争
（総合評価） 73,850,400 72,684,000 98.40%

福岡３号千代地区舗装２工区工事
福岡県福岡市博多区千代地内〜堅粕地内
2018/02/10～2018/09/20
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30年2月9日
福岡道路（株）
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

9290001005829
一般競争
（総合評価） 73,850,400 72,684,000 98.40%

平成２９年度北九州国道管内交通安全事業設計業務
北九州国道事務所管内
2018/02/16～2018/09/30
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　北九州国道事務所長　竹　下　卓　宏
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

平成30年2月15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） 16,815,600 13,824,000 82.20%

平成２９年度松浦川船宮町地区外事業損失事前調査業務
佐賀県唐津市船宮町外地内
2018/02/10～2018/09/28
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　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30年2月9日
（株）新世コンソーシアム
福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３

1290001001389 指名競争契約 9,709,200 7,646,400 78.80%

平成３０年度六角川下流堤防等維持工事
佐賀県杵島郡大町町、江北町、白石町
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年2月14日
峰組・富士建設地域維持型建設共同企業体
佐賀県杵島郡江北町大字山口１３９８－１

一般競争
（総合評価） 71,485,200 70,200,000 98.20%

平成３０年度牛津川上流堤防等維持工事
佐賀県多久市、小城市
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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30年2月19日
松尾一建工業（株）
佐賀県武雄市朝日町中野１０４０５

6300001004666
一般競争
（総合評価） 45,446,400 45,144,000 99.30%

平成２９年度　武雄バイパス外道路台帳作成業務
佐賀県武雄市北方町大崎外
2018/02/23～2018/09/09
測量

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2月22日
国際技術コンサルタント（株）
佐賀県佐賀市久保田町大字新田３７９７－３

8300001000300
指名競争契約
（総合評価） 17,355,600 14,742,000 84.90%

平成２９年度　多久佐賀道路（１期）道路予備（Ｂ）設計外業務
佐賀県多久市東多久町別府〜佐賀県小城市三日月町長神田
2018/02/23～2018/09/10
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年2月22日
（株）綜合技術コンサルタント
東京都江東区亀戸７－６－４

7010001021120
指名競争契約
（総合評価） 31,093,200 24,840,000 79.90%

平成２９年度　多久佐賀道路（１期）一本松橋予備設計業務
佐賀県小城市小城町栗原〜佐賀県小城市小城町晴気
2018/02/23～2018/09/10
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年2月22日
（株）千代田コンサルタント
東京都千代田区神田須田町２－６

5011501013443
指名競争契約
（総合評価） 13,424,400 10,713,600 79.80%

平成２９年度　多久佐賀道路（１期）久米第二橋予備設計業務
佐賀県小城市三日月町久米
2018/02/23～2018/09/10
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年2月22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） 12,150,000 9,698,400 79.80%

平成２９年度森山拡幅用地関係図書作成等業務
長崎県諫早市赤崎町
2018/02/02～2018/08/20
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　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2月1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 3,456,000 2,700,000 78.10%

長崎５７号釜の鼻地区１工区改良工事
長崎県諫早市森山町地先
2018/02/16～2018/10/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月15日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 115,322,400 104,220,000 90.40%

長崎５７号下井牟田地区６工区国道付替改良工事
長崎県諫早市森山町地先
2018/02/17～2018/10/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月16日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 142,722,000 128,196,000 89.80%

長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工Ｐ１５・ランプＡ１外工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2018/02/17～2018/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月16日
（株）吉川組
長崎県島原市中町８０３－１

1310001009727
一般競争
（総合評価） 113,616,000 101,520,000 89.40%

長崎２０５号深谷地区改良２期工事
長崎県佐世保市指方町地先
2018/02/20～2018/09/28
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30年2月19日
竹下建設工業（株）
長崎県長崎市泉３－３－１

4310001001045
一般競争
（総合評価） 89,391,600 83,700,000 93.60%

長崎５７号仁反田川橋上部工（Ｐ１０―Ａ２）工事
長崎県諫早市森山町地先
2018/02/20～2019/03/15
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30年2月19日
ドーピー建設工業（株）
北海道札幌市中央区北１条西６－２

2430001029514
一般競争
（総合評価） 245,494,800 223,776,000 91.20%

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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長崎４９７号松浦２号橋下部工（Ａ２）外工事
長崎県松浦市志佐町地先
2018/02/24～2018/11/12
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2月23日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 66,528,000 59,508,000 89.40%

本明川ダム付替県道帯田地区外改良工事
長崎県諫早市富川町地先外
2018/02/10～2018/09/28
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30年2月9日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 109,846,800 99,198,000 90.30%

平成３０年度　本明川河川維持管理工事
本明川直轄管理区間内
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

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

平成30年2月2日
竹下建設工業（株）
長崎県長崎市泉３－３－１

4310001001045
一般競争
（総合評価） 76,345,200 69,120,000 90.50%

平成２９年度　長崎管内トンネル点検補修設計業務
長崎河川国道事務所管内
2018/02/06～2018/08/31
土木関係建設コンサルタント業務

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

平成30年2月5日
（株）千代田コンサルタント
東京都千代田区神田須田町２－６

5011501013443
指名競争契約
（総合評価） 29,667,600 23,889,600 80.50%

長崎河川国道事務所管内橋梁補修工事
佐世保国道維持出張所、大村維持出張所、小浜維持出張所管内
2018/02/07～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月6日
（株）西海建設
長崎県長崎市興善町２－８

2310001000619
一般競争
（総合評価） 88,700,400 79,272,000 89.40%

杭出津地区電線共同溝２期外工事
長崎県大村市杭出津町地先,雲仙市小浜町雲仙地先
2018/02/14～2018/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月13日
竹下建設工業（株）
長崎県長崎市泉３－３－１

4310001001045
一般競争
（総合評価） 79,704,000 72,900,000 91.50%

平間地区舗装工事
長崎県長崎市平間町地先
2018/02/20～2018/10/31
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　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2月19日
竹下建設工業（株）
長崎県長崎市泉３－３－１

4310001001045
一般競争
（総合評価） 76,766,400 69,120,000 90.00%

九州横断道（嘉島〜山都）上野高平地区舗装工事
熊本県上益城郡御船町大字上野地内
2018/02/02～2018/10/31
アスファルト舗装工事

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

平成30年2月1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） 199,270,800 183,060,000 91.90%

九州横断道（嘉島〜山都）田代第二トンネル舗装工事
熊本県上益城郡御船町大字田代地内
2018/02/07～2018/11/30
セメント・コンクリート舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月6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） 196,884,000 178,200,000 90.50%

九州横断道（嘉島〜山都）玉来地区改良１０期工事
熊本県上益城郡御船町大字田代地内
2018/02/16～2018/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月15日
（株）岩永組
熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

9330001000395
一般競争
（総合評価） 106,725,600 102,708,000 96.20%

国道３号日奈久地区外舗装修繕工事
八代維持出張所管内及び熊本維持出張所管内
2018/02/22～2018/11/30
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　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2月21日
日章工業（株）
熊本県熊本市東区花立５－１４－３２

9330001003497
一般競争
（総合評価） 110,635,200 104,760,000 94.70%

玉名（２）地区路面復旧第２工区工事
熊本県玉名市中地内
2018/04/01～2018/10/28
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　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2月2日
興亜建設工業（株）
熊本県玉名郡長洲町腹赤字堀越１５３０－１

2330001011713
一般競争
（総合評価） 101,638,800 99,360,000 97.80%

平成２９年度熊本管内電線共同溝測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2018/02/27～2018/10/19
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2月26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） 22,096,800 17,604,000 79.70%

高木トンネル照明設備外設置工事
熊本県上益城郡益城町大字小池地内〜御船町大字田代地内
2018/04/02～2018/11/30
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月2日
（株）昭電社
熊本県熊本市東区西原１－２－１０

7330001002369
一般競争
（総合評価） 191,624,400 177,120,000 92.40%

大平・河内トンネル照明設備外設置工事
熊本県上益城郡益城町大字小池地内〜御船町大字田代地内
2018/04/02～2018/11/30
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月7日
三交電気工事（株）
福岡県福岡市南区横手３－１４－１５

6290001001285
一般競争
（総合評価） 192,542,400 181,980,000 94.50%

田代第二トンネル照明設備外設置工事
熊本県上益城郡益城町大字小池地内〜御船町大字田代地内
2018/04/02～2018/11/30
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月8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） 169,916,400 153,576,000 90.40%

熊本３号小津奈木地区外法面対策工事
熊本県水俣市小津奈木地先外
2018/03/01～2018/10/20
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月6日
（株）佐藤産業
熊本県芦北郡芦北町湯浦１１２－１６

9330001014189
一般競争
（総合評価） 209,919,600 191,160,000 91.10%

熊本３号水俣ＩＣ部法面対策外工事
熊本県水俣市大迫地先外
2018/02/14～2018/10/20
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月13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） 161,503,200 145,800,000 90.30%

熊本３号小津奈木第２橋舗装工事
熊本県水俣市小津奈木地先外
2018/04/01～2019/01/31
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　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2月13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） 103,960,800 95,040,000 91.40%

立野ダム建設（一期）工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先外
2018/02/16～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月15日
立野ダム建設（一期）工事西松・安藤ハザマ・青木あすなろ特定建設
工事共同企業体
福岡市中央区薬院１－１４－５

一般競争
（総合評価） 12,689,006,400 11,556,000,000 91.10%

大分２１２号三光本耶馬渓道路三光田口地区第３工区改築工事
大分県中津市三光田口地先
2018/02/15～2018/12/20
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　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2月14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） 91,281,600 83,052,000 91.00%

大分２１２号三光本耶馬渓道路三光田口地区外標識設置工事
大分県中津市三光田口地先
2018/02/17～2018/12/20
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2月16日
道路サービス（株）
大分県大分市大字曲１１３０番地の１

6320001001942
一般競争
（総合評価） 60,523,200 54,324,000 89.80%

平成３０年度大野川上流管内河川維持管理工事
大野川水系直轄管理区間（大野川 7/100付近（川添橋）〜19/000、判田川、
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月7日
（株）センコー企画
大分県大分市大字丹生１９３－６

6320001001505
一般競争
（総合評価） 43,718,400 39,528,000 90.40%

平成３０年度大分川管内河川維持管理工事
大分川水系直轄管理区間ほか
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月8日
（株）センコー企画
大分県大分市大字丹生１９３－６

6320001001505
一般競争
（総合評価） 73,202,400 71,280,000 97.40%

平成３０年度大野川下流管内河川維持管理工事
大野川水系直轄管理区間(大野川0/-800〜7/100付近（川添橋）、乙津川
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月13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） 60,966,000 59,940,000 98.30%

国道２１２号田口ＩＣ道路情報表示設備外設置工事
大分県中津市三光西秣地先〜大分県中津市三光田口地先
2018/02/03～2018/12/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月2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） 54,648,000 51,084,000 93.50%
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国道２１２号三光第１トンネル非常用設備外設置工事
大分県中津市三光西秣地先〜大分県中津市三光田口地先
2018/02/06～2018/12/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月5日
岩崎電気（株）
東京都中央区日本橋馬喰町１－４－１６

1010001134761
一般競争
（総合評価） 78,764,400 70,740,000 89.80%

国道２１０号市の村トンネルラジオ再放送設備設置工事
大分県日田市天瀬地先
2018/04/02～2018/12/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月8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） 34,538,400 34,020,000 98.50%

国道２１２号三光第１トンネル照明設備外設置工事
大分県中津市三光西秣地先〜大分県中津市三光田口地先
2018/02/10～2018/12/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月9日
安田電機（株）
大分県中津市大字島田４２３－８

3320001010987
一般競争
（総合評価） 189,853,200 172,584,000 90.90%

国道２１０号市の村トンネル照明設備外設置工事
大分県日田市天瀬地先
2018/04/02～2018/12/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月14日
豊南電工（株）
大分県津久見市大字津久見１５７５－１

5320201000258
一般競争
（総合評価） 64,908,000 59,400,000 91.50%

国道２１０号市の村トンネル非常用設備外設置工事
大分県日田市天瀬地先
2018/04/02～2018/12/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月16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） 75,178,800 69,444,000 92.40%

大分５７号大野竹田道路竹田ＩＣ地区第５工区改良外工事
大分県竹田市大字会々地先
2018/02/06～2018/09/30
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2月5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） 214,477,200 195,480,000 91.10%

大分５７号大野竹田道路竹田地区防護柵設置工事
大分県竹田市挟田〜会々地先
2018/04/02～2018/10/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月9日
柴田建設（株）
大分県大分市大字中判田１７１２－４

3320001001383
一般競争
（総合評価） 181,839,600 165,240,000 90.90%

大分５７号大野竹田道路竹田ＩＣ地区第４工区改良外工事
大分県竹田市大字挟田地先
2018/02/10～2018/09/20
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2月9日
（株）風戸工務店
大分県佐伯市弥生大字江良１０６８－１

8320001008894
一般競争
（総合評価） 214,822,800 194,940,000 90.70%

大分５７号大野竹田道路朝地地区第１工区防護柵設置工事
大分県豊後大野市朝地町板井迫〜下野地先
2018/04/02～2018/10/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月15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） 227,437,200 207,144,000 91.10%

大分５７号大野竹田道路朝地地区第２工区防護柵設置工事
大分県豊後大野市朝地町上尾塚〜竹田市三宅地先
2018/04/02～2018/10/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月16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） 207,867,600 195,912,000 94.20%

番匠川河床材料調査業務
番匠川水系
2018/02/03～2018/03/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月2日
タナベ環境工学（株）
大分県大分市高江西１－４３２３－４

1320001001749 指名競争契約 7,776,000 7,020,000 90.30%

大野竹田道路道路情報表示設備設置外工事
大分県豊後大野市朝地町板井迫〜竹田市会々
2018/02/17～2018/10/19
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2月16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） 189,075,600 179,604,000 95.00%

平成２９年度日南・志布志道路（益安地区）用地調査等業務
日南市大字益安地内
2018/02/10～2018/07/20
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　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2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 19,494,000 18,360,000 94.20%

御池川１第２砂防堰堤右岸２期工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2018/02/16～2018/10/20
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2月15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） 104,133,600 94,392,000 90.60%

中山谷３遊砂地中流外工事
宮崎県都城市御池町
2018/02/20～2018/10/20
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2月19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） 149,072,400 134,676,000 90.30%

宮崎１０号蓑原地区改良（その３）工事
宮崎県都城市蓑原町地内
2018/02/03～2018/09/28
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30年2月2日
（株）矢野興業
宮崎県宮崎市橘通西５－１－２３

4350001006536
一般競争
（総合評価） 292,042,800 263,736,000 90.30%

宮崎１０号南横市地区改良外工事
宮崎県都城市南横市町外
2018/02/06～2018/09/28
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30年2月5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） 290,379,600 261,640,800 90.10%

隈谷地区外道路防災工事
宮崎県日南市南郷町榎原、日南市大字隈谷
2018/04/02～2019/01/31
法面処理工事

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2月15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） 117,709,200 106,164,000 90.20%

榎原地区道路防災工事
宮崎県日南市南郷町榎原
2018/04/02～2019/01/31
法面処理工事

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2月16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） 84,477,600 80,740,800 95.60%

都城道路（南横市〜平塚）道路情報表示設備外設置工事
宮崎県都城市南横市外
2018/04/02～2019/02/28
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30年2月22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） 85,870,800 77,878,800 90.70%

平成２９年度　延岡管内交差点改良工事
宮崎県延岡市桜園町地先、同市出北地先、東臼杵郡門川町地先
2018/02/07～2018/08/31
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2月6日
大洋建設（株）
宮崎県延岡市大武町１３２３－２０４

9350001006837
一般競争
（総合評価） 86,400,000 77,760,000 90.00%

平成３０年度京町出張所管内河川管理施設維持管理工事
川内川水系京町出張所管理区間内
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月5日
築建設（株）
宮崎県えびの市大字原田１４０１－１

4350001010091
一般競争
（総合評価） 64,540,800 58,320,000 90.40%

平成３０年度宮之城出張所管内外河川管理施設維持管理工事
川内川水系宮之城出張所管理区間内外
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月6日
薩摩建設（株）
鹿児島県薩摩郡さつま町求名２１８８

4340001009110
一般競争
（総合評価） 63,579,600 58,860,000 92.60%

平成３０年度菱刈出張所管内上流河川管理施設維持管理工事
川内川水系菱刈出張所上流管理区間内
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月7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） 69,768,000 62,640,000 89.80%

平成３０年度川内出張所管内河川管理施設維持管理工事
川内川水系川内出張所管理区間内
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月8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） 84,358,800 76,032,000 90.10%

平成３０年度菱刈出張所管内下流河川管理施設維持管理工事
川内川水系菱刈出張所下流管理区間内
2018/04/01～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月8日
（株）重信組
鹿児島県姶良郡湧水町米永６６－２

7340002014916
一般競争
（総合評価） 74,044,800 66,636,000 90.00%



（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年度日南・志布志道路土地評価業務
鹿児島県志布志市地内
2018/02/02～2018/08/20
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2月1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） 18,198,000 14,331,600 78.80%

浜平地区情報室その他実施設計業務
鹿児島県垂水市浜平地先
2018/02/15～2018/07/31
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　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2月14日
（株）東条設計
鹿児島県鹿児島市祇園之洲町４３

4340001002908 指名競争契約 8,802,000 3,888,000 44.20%

平成２９年度第一古里川外砂防施設補強・補修設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2018/02/03～2018/09/28
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30年2月1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） 34,862,400 27,864,000 79.90%

鹿児島３号前田地区６工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/02/07～2018/08/06
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2月6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） 107,395,200 97,092,000 90.40%

平成２９年度鹿児島北バイパス花倉橋詳細設計業務
鹿児島県鹿児島市吉野町
2018/02/14～2018/09/20
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　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2月13日
（株）綜合技術コンサルタント
東京都江東区亀戸７－６－４

7010001021120
指名競争契約
（総合評価） 49,950,000 40,068,000 80.20%

鹿児島３号出水北ＩＣ８工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/02/16～2018/07/27
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2月15日
（株）南日本運輸建設
鹿児島県薩摩川内市永利町１３５５－１

6340001008696
一般競争
（総合評価） 94,327,200 84,888,000 90.00%

鹿児島３号西前田川橋下部工Ａ１外工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/02/16～2018/11/20
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30年2月15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） 156,060,000 140,724,000 90.20%

鹿児島３号出水北ＩＣ７工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/02/20～2018/11/20
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30年2月19日
南生建設（株）
鹿児島県鹿児島市平之町８－１３

2340001003131
一般競争
（総合評価） 186,948,000 168,372,000 90.10%

鹿児島３号西前田川橋下部工Ａ２外工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/02/20～2018/11/20
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30年2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） 125,150,400 113,184,000 90.40%

平成２９年度国道２２６号大園原地区外交通安全対策工事
鹿児島県指宿市西方地内外１箇所
2018/04/02～2018/11/30
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　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2月8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） 85,320,000 77,004,000 90.30%

（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。


