
（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３０年度公共事業労務費調査（その１）業務
九州地方整備局
2018/08/01～2019/02/28
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30年7月31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） 10,476,000 10,260,000 97.90%

平成３０年度公共事業労務費調査（その２）業務
九州地方整備局
2018/08/01～2019/02/28
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30年7月31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） 15,184,800 13,932,000 91.70%

九州管区（３０）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10-7
2018/07/13～2019/02/20
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7月12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 9,741,600 5,961,600 61.20%

鹿児島第３合同庁舎（３０）建築その他工事
鹿児島県鹿児島市山下町13番10号
2018/08/30～2022/11/11
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30年7月24日
（株）奥村組
大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２

7120001004931
一般競争
（総合評価） 2,986,200,000 2,802,600,000 93.90%

ハローワーク福岡西（３０）建築改修その他工事
福岡県福岡市西区姪浜駅南3-8-10
2018/08/16～2019/02/10
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30年7月9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） 73,580,400 70,092,000 95.30%

平成３０年度広川黒田地区地盤変動影響事前調査業務
福岡県久留米市大善寺町地内
2018/07/06～2018/11/30
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30年7月5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 7,603,200 7,236,000 95.20%

平成３０年度筑後川瀬ノ下地区外地盤変動影響事前調査業務
福岡県久留米市瀬下町及び三潴町地内
2018/07/06～2018/11/30
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30年7月5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 9,579,600 9,072,000 94.70%

平成３０年度隈上川西隈上地区地盤変動影響事前調査業務
福岡県うきは市浮羽町西隈上地内
2018/07/13～2018/11/15
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
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 4,978,800 4,752,000 95.40%

平成３０年度城原川姉地区地盤変動影響事前調査業務
佐賀県神埼市千代田町姉地内
2018/07/13～2018/11/15
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
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7月12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 5,292,000 4,968,000 93.90%

平成３０年度花月川藤山地区外地盤変動影響事後調査等業務
大分県日田市大字花月地内外
2018/07/13～2019/02/28
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30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 9,115,200 8,802,000 96.60%

平成３０年度筑後川管内赤谷川等河川砂防積算技術業務
筑後川河川事務所管内
2018/07/11～2019/03/29
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
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7月11日
（株）エーワンコンサルタント
福岡県久留米市津福今町３６６－２

2290001050006
一般競争
（総合評価） 246,078,000 226,800,000 92.20%

平成３０年度筑後川管内筑後川等河川積算技術業務
筑後川河川事務所管内
2018/07/11～2019/03/29
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
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7月11日
平成３０年度筑後川管内筑後川等河川積算技術業務九州建設マネ
ジメントセンター・日本振興設計共同体
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９

一般競争
（総合評価） 247,093,200 196,560,000 79.50%

平成３０年度日田地区工事用測量設計外業務
筑後川河川事務所日田出張所管内
2018/07/18～2019/03/15
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
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7月17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） 42,487,200 34,182,000 80.50%

花月川友田地区（下流）掘削護岸災害復旧工事
大分県日田市友田地先
2018/08/01～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月31日
（株）谷組
大分県日田市大字日高３０４０

9320001010057
一般競争
（総合評価） 149,785,200 135,540,000 90.50%

巨瀬川高島樋管ゲート設備新設工事
福岡県久留米市田主丸町志塚島地先
2018/07/27～2019/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月26日
（株）タカセ・エンジニアリング
大分県日田市大字竹田４１６－９

8320001010215
一般競争
（総合評価） 34,430,400 33,480,000 97.20%

筑後川管内排水機場遠隔監視装置更新工事
福岡県久留米市高野１丁目２番１号外
2018/07/31～2019/02/28
機械設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月30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） 68,871,600 64,260,000 93.30%

花宗水門制御設備設置工事
福岡県大川市向島２６３１－２　花宗水門　外１箇所
2018/07/06～2019/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月5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） 126,986,400 118,800,000 93.60%

添田地区土地評価業務
福岡県田川郡添田町大字落合地内
2018/07/12～2018/09/20
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　遠賀川河川事務所長　大　野　良　徳
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成30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 4,212,000 3,186,000 75.60%

平成３０年度彦山川上流部河道詳細設計業務
福岡県田川郡添田町桝田から落合
2018/07/19～2019/02/28
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　遠賀川河川事務所長　大　野　良　徳
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成30年7月18日
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

6290001017728
指名競争契約
（総合評価） 21,708,000 17,280,000 79.60%

遠賀川河口堰水門扉（制水３号ゲート）修繕工事
福岡県遠賀郡水巻町大字猪熊地先
2018/07/04～2019/02/28
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　大　野　良　徳
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成30年7月3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） 30,283,200 29,376,000 97.00%

遠賀川水系添田地区外測量業務
福岡県田川郡添田町外
2018/07/24～2018/12/07
測量

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　大　野　良　徳
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成30年7月23日
マサキ測量設計（株）
福岡県直方市大字感田７２０－１

1290801014334 指名競争契約 5,886,000 5,562,000 94.50%

平成３０年度２０８号江浦地区外再算定等業務
福岡県みやま市外地内
2018/07/20～2018/12/14
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月19日
（株）孝栄設計コンサルタント
福岡県福岡市南区井尻１－３６－２０

4290001013019 指名競争契約 6,361,200 5,292,000 83.20%

平成３０年度３号辺春（黒岩地区）用地調査等業務
福岡県八女市立花町地内
2018/07/20～2018/11/30
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30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 11,264,400 10,692,000 94.90%

平成３０年度　博多バイパス（松崎〜松島）道路台帳修正業務
福岡県福岡市東区
2018/07/14～2019/02/28
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月13日
基洲測量（株）
福岡県福岡市東区多の津３－８－２６

9290001002941 指名競争契約 16,534,800 15,120,000 91.40%

平成３０年度　博多バイパス（香椎駅東〜松崎）道路台帳作成業務
福岡県福岡市東区
2018/07/14～2019/02/28
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7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 22,971,600 21,168,000 92.10%

平成３０年度　博多バイパス（下原〜香椎駅東）道路台帳作成業務
福岡県福岡市東区
2018/07/14～2019/02/28
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月13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 指名競争契約 18,921,600 17,712,000 93.60%
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今宿道路　前原多久地区外改築工事
福岡県糸島市東地先外
2018/07/31～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年7月30日
九州総合建設（株）
福岡県福岡市東区箱崎２－５４－２１

7290001002836
一般競争
（総合評価） 75,265,200 71,658,000 95.20%

今宿道路　内河原橋撤去外工事
福岡県糸島市有田地先外
2018/07/31～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年7月30日
（株）へいせい
福岡県糸島市前原西５－１－３１

7290001033113
一般競争
（総合評価） 69,616,800 63,396,000 91.10%

福岡市南区井尻４丁目外用地測量業務
福岡県福岡市南区井尻４丁目地内　外
2018/08/01～2019/02/28
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月31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 5,583,600 4,968,000 89.00%

福岡３号東比恵（２）地区舗装１工区工事
福岡県福岡市博多区東比恵２丁目地内から豊１丁目地内
2018/07/07～2019/02/28
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月6日
熊川工業（株）
福岡県福岡市東区水谷３－２６－２０

4290001018769
一般競争
（総合評価） 116,964,000 106,704,000 91.20%

福岡２０８号船津地区電線共同溝詳細設計外業務
福岡県大牟田市船津町地内
2018/07/26～2019/03/15
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月25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 21,924,000 79.50%

福岡２０２号前原地区電線共同溝詳細設計外業務
福岡県糸島市前原地内
2018/07/26～2019/03/15
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月25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） 22,291,200 17,701,200 79.40%

福岡３号吉塚・榎田地区電線共同溝詳細設計外業務
福岡県福岡市博多区吉塚地内
2018/07/31～2019/03/15
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月30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） 28,274,400 22,485,600 79.50%

平成３０・３１年度　福岡西維持管内橋梁点検業務
福岡西維持出張所管内
2018/07/03～2020/02/28
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月2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） 49,561,200 40,046,400 80.80%

福岡国道管内法面防災外工事
福岡県糸島市二丈鹿家地先外
2018/07/06～2019/02/22
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月5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） 93,420,000 88,344,000 94.60%

福岡２０８号　浦島橋側道橋上部工撤去外工事
福岡県みやま市高田町徳島地先から福岡県柳川市大和町中島地先
2018/07/19～2019/01/31
一般土木工事

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

平成30年7月18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） 146,361,600 130,680,000 89.30%

平成３０年度　福岡国道管内橋梁予防措置点検業務
福岡国道事務所管内
2018/07/20～2019/03/15
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月19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） 60,102,000 48,600,000 80.90%

福岡２０８号　浦島橋下部工（Ａ１・Ｐ１）撤去外工事
福岡県みやま市高田町徳島地先から福岡県柳川市大和町中島地先
2018/07/20～2019/05/31
一般土木工事

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

平成30年7月19日
木原建設（株）
福岡県柳川市大和町皿垣開４６

3290001052785
一般競争
（総合評価） 257,839,200 234,144,000 90.80%

平成３０年度　板付（３工区）共同溝点検業務
福岡市博多区
2018/07/26～2019/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

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

平成30年7月25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
指名競争契約
（総合評価） 16,848,000 13,446,000 79.80%

平成３０年度　千鳥橋・板付（１・２工区）共同溝点検業務
福岡県福岡市博多区
2018/07/26～2019/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

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

平成30年7月25日
国際航業（株）
東京都千代田区六番町２

9010001008669
指名競争契約
（総合評価） 27,151,200 21,686,400 79.90%

平成３０年度　福岡国道管内防災点検外業務
福岡国道事務所管内
2018/07/26～2019/03/15
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年7月25日
（株）ダイヤコンサルタント
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７２－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 13,564,800 10,962,000 80.80%

福岡２０２号　周船寺橋迂回路設置外工事
福岡県福岡市西区周船寺３丁目から周船寺２丁目地先
2018/07/31～2019/03/15
一般土木工事

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

平成30年7月30日
アスミオ．（株）
福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９－４

8290001000302
一般競争
（総合評価） 119,782,800 111,240,000 92.90%

福岡２０８号　大川高架橋床版（Ｐ２７―Ｐ３１）工事
福岡県大川市大字津地内
2018/07/03～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年7月2日
木原建設（株）
福岡県柳川市大和町皿垣開４６

3290001052785
一般競争
（総合評価） 105,624,000 96,876,000 91.70%

福岡２０８号　大川高架橋床版（Ｐ３４―Ｐ３９）工事
福岡県大川市大字津地内
2018/07/04～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年7月3日
河建・河建（共）
福岡県みやま市高田町濃施６３４

一般競争
（総合評価） 124,858,800 111,576,960 89.40%

福岡３号西川側道橋外床版設置工事
福岡県遠賀郡遠賀町大字遠賀川〜別府地先
2018/07/03～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月2日
岡本土木（株）
福岡県北九州市小倉北区貴船町９－１３

6290801000486
一般競争
（総合評価） 113,000,400 101,196,000 89.60%

福岡２０１号唐子歩道橋架替外工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2018/07/03～2019/03/20
鋼橋上部工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月2日
（株）東亜工業所
福岡県北九州市小倉北区熊谷１－１５－２６

7290801002580
一般競争
（総合評価） 132,343,200 127,440,000 96.30%

福岡３号今古賀地区外舗装工事
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷〜遠賀町大字別府地先外
2018/07/05～2019/02/28
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30年7月4日
小西建設工業（株）
福岡県北九州市八幡西区折尾３－４－１５

9290801009987
一般競争
（総合評価） 110,959,200 101,863,440 91.80%

福岡３号今古賀地区外遮音壁等設置工事
福岡県遠賀郡遠賀町大字遠賀川〜福岡県遠賀郡遠賀町大字別府地先
2018/07/06～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月5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） 123,174,000 114,480,000 92.90%

福岡３号今古賀地区外側道舗装工事
福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡〜福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀地先
2018/07/18～2019/02/28
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30年7月17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） 99,306,000 91,767,600 92.40%

平成３０年度北九州国道管内地質調査業務
北九州国道事務所管内
2018/07/19～2018/12/20
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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） 12,517,200 10,238,400 81.80%

福岡３号戸切地区外側道舗装工事
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀〜福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切地先
2018/07/25～2019/02/28
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30年7月24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） 87,134,400 78,300,000 89.90%

福岡３号八並橋外５橋橋梁補修工事
八幡維持出張所管内
2018/07/18～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月17日
松山建設（株）
福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

1290001063297
一般競争
（総合評価） 115,948,800 106,596,000 91.90%
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平成３０年度北九州国道管内防災カルテ点検外業務
北九州国道事務所管内
2018/07/19～2019/02/28
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　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7月18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） 18,878,400 15,120,000 80.10%

平成３０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
2018/07/19～2019/02/28
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　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7月18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） 28,134,000 22,410,000 79.70%

平成３０年度北九州国道管内溝橋点検外業務
北九州国道事務所管内
2018/07/19～2019/02/28
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　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7月18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） 23,187,600 18,684,000 80.60%

福岡２０１号西大橋（下り）外４橋橋梁補修工事
筑豊維持出張所管内
2018/07/20～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月19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） 79,833,600 75,600,000 94.70%

福岡３号八幡管内構造物補修工事
八幡維持出張所管内
2018/07/21～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月20日
川本建設工業（株）
福岡県北九州市八幡西区東筑２－４－８

2290801009770
一般競争
（総合評価） 117,428,400 106,909,200 91.00%

福岡２０１号筑豊管内構造物補修工事
筑豊維持出張所管内
2018/07/21～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月20日
（有）横地組
福岡県田川郡川崎町大字安眞木２５７５

3290802024768
一般競争
（総合評価） 57,034,800 51,300,000 89.90%

平成３０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
2018/07/26～2019/02/28
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　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7月25日
平成３０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） 25,218,000 20,088,000 79.70%

平成３０年度北九州国道管内橋梁補修設計外業務
北九州国道事務所管内
2018/07/26～2019/02/28
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　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7月25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） 23,004,000 18,360,000 79.80%

福岡２０１号立岩大橋橋梁補修工事
福岡県飯塚市立岩地先
2018/07/31～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月30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） 165,488,400 158,900,400 96.00%

八幡維持出張所外大型表示設備更新工事
八幡維持出張所外３箇所
2018/07/11～2018/12/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月10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） 50,608,800 48,600,000 96.00%

馬場川排水機場上屋改修外工事
佐賀県神埼市神埼町鶴地先外
2018/09/03～2019/03/15
建築工事

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7月20日
富士建設（株）
佐賀県杵島郡白石町遠江３０３－１３

9300001005075
一般競争
（総合評価） 29,062,800 27,648,000 95.10%

平成３０年度武雄管内構造物修繕測量設計業務
佐賀県武雄市武雄町昭和７４５
2018/07/25～2019/03/15
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30年7月24日
九州技術開発（株）
佐賀県佐賀市鍋島５－７－２３

3300001000222
指名競争契約
（総合評価） 26,794,800 24,084,000 89.90%

平成３０年度　城原川ダムサイト地質調査（その２）業務
佐賀県神埼市
2018/07/25～2019/02/28
地質調査業務

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

平成30年7月24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） 38,016,000 31,698,000 83.40%

平成３０年度　城原川ダムサイト地質調査（その１）業務
佐賀県神埼市
2018/07/25～2019/02/28
地質調査業務

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

平成30年7月24日
（株）ダイヤコンサルタント
埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７２－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 38,404,800 31,741,200 82.60%

平成３０年度　城原川ダムサイト地質調査（その３）業務
佐賀県神埼市
2018/07/25～2019/02/28
地質調査業務

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

平成30年7月24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） 37,011,600 30,618,000 82.70%

平成３０年度　城原川ダムサイト地質調査（その４）業務
佐賀県神埼市
2018/07/25～2019/02/28
地質調査業務

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

平成30年7月24日
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

6290001017728
指名競争契約
（総合評価） 36,838,800 30,812,400 83.60%

平成３０年度国道３号鳥栖拡幅事業損失事前調査業務
佐賀県鳥栖市曽根崎町地内
2018/07/24～2018/12/28
補償関係コンサルタント業務

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

平成30年7月23日
（株）大日測量設計
佐賀県鳥栖市今泉町２４２９－３

4300001006788 指名競争契約 5,464,800 5,184,000 94.90%

平成３０年度大川佐賀道路諸富地区外土地評価業務
佐賀市諸富町、川副町及び西与賀町地内
2018/07/06～2019/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年7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 7,074,000 6,804,000 96.20%

平成３０年度　伊万里道路地質調査業務
佐賀県伊万里市脇田町
2018/07/06～2018/11/30
地質調査業務

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

平成30年7月5日
（株）精工コンサルタント
佐賀県唐津市北波多岸山６１１－１６

3300001007572 指名競争契約 13,392,000 10,746,000 80.20%

平成３０年度　伊万里道路実施設計業務
佐賀県伊万里市脇田町
2018/07/12～2019/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年7月11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） 29,181,600 23,598,000 80.90%

平成３０年度　伊万里道路橋梁詳細設計業務
佐賀県伊万里市大坪町
2018/07/27～2019/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年7月26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） 50,371,200 40,262,400 79.90%

平成３０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
2018/07/26～2019/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30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） 29,516,400 23,522,400 79.70%

鳥栖管内交通安全施設等設置工事
鳥栖維持出張所管内
2018/07/18～2019/02/28
維持修繕工事

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

平成30年7月17日
（株）西九州道路
佐賀県佐賀市鍋島１－８－２

6300001000599
一般競争
（総合評価） 67,338,000 63,720,000 94.60%

武雄・唐津管内交通安全施設等設置工事
武雄及び唐津維持出張所管内
2018/08/01～2019/02/28
維持修繕工事

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

平成30年7月31日
黒木建設（株）
佐賀県伊万里市松島町１００－１

7300001005523
一般競争
（総合評価） 64,854,000 57,564,000 88.80%

松浦佐々道路江迎地区外用地調査等業務
長崎県佐世保市、松浦市地内
2018/07/05～2019/02/28
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月4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） 36,482,400 28,782,000 78.90%

長崎５７号森山ＩＣ西ＯＦＦランプ橋上部工工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2018/09/28～2019/07/30
鋼橋上部工事

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

平成30年7月2日
（株）大島造船所
長崎県西海市大島町１６０５－１

9310001006519
一般競争
（総合評価） 92,048,400 82,728,000 89.90%
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長崎５７号森山ＩＣ西ＯＮランプ橋上部工工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2018/07/03～2019/05/15
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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月2日
矢田工業（株）
福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１

6380001006829
一般競争
（総合評価） 92,728,800 83,700,000 90.30%

長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工Ｐ１９外工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2018/07/04～2019/01/31
一般土木工事

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

平成30年7月3日
増崎建設（株）
長崎県諫早市小川町１２７８－３

3310001008157
一般競争
（総合評価） 107,503,200 96,481,800 89.70%

平成３０年度板橋免地区道路詳細設計業務
長崎県松浦市御厨町地先
2018/07/05～2019/02/28
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月4日
日本工営（株）
東京都千代田区九段北１－１４－６

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 30,520,800 27,648,000 90.60%

平成３０年度松浦１号トンネル詳細設計業務
長崎県松浦市御厨町
2018/07/05～2019/02/28
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月4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） 36,050,400 28,803,600 79.90%

平成３０年度江迎１号橋詳細設計外業務
長崎県佐世保市江迎町地先
2018/07/05～2019/02/28
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30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） 47,109,600 37,584,000 79.80%

平成３０年度松浦１号トンネル地質調査業務
長崎県松浦市志佐町地先
2018/07/05～2019/02/28
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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月4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） 42,789,600 35,348,400 82.60%

長崎２０５号指方地区改良外工事
長崎県佐世保市指方町地先
2018/07/21～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年7月20日
（株）長崎西部建設
長崎県長崎市玉園町２－３７

1310001001345
一般競争
（総合評価） 79,390,800 71,226,000 89.70%

平成３０年度　ダム事業用地保全外工事
長崎県諫早市富川町地先外
2018/07/11～2019/02/28
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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月10日
（株）長崎西部建設
長崎県長崎市玉園町２－３７

1310001001345
一般競争
（総合評価） 19,429,200 17,280,000 88.90%

平成３０年度大曲地区防災工事
長崎県長崎市宿町地先
2018/07/19～2019/02/28
法面処理工事

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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月18日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 85,168,800 76,194,000 89.50%

平成３０年度　長崎管内道路管理測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2018/07/21～2019/03/31
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月20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） 25,725,600 20,714,400 80.50%

松原本町地区改良工事
長崎県大村市松原本町地先
2018/07/05～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年7月4日
柴崎建設（株）
長崎県雲仙市国見町土黒丙４３４

5310001008618
一般競争
（総合評価） 145,843,200 130,852,800 89.70%

平成３０年度　松浦佐々道路江迎佐々地区地質調査業務
長崎県北松浦郡佐々町地先外
2018/07/04～2019/02/22
地質調査業務

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

平成30年7月3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） 26,978,400 22,550,400 83.60%

平成３０年度　大村諫早拡幅外道路予備設計業務
長崎県大村市、諫早市
2018/07/10～2019/02/28
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月9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） 29,602,800 23,608,800 79.80%

平成３０年度　大村諫早拡幅路線測量（その１）業務
長崎県大村市、諫早市
2018/07/21～2019/01/31
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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月20日
（株）工藤測量設計
長崎県長崎市高尾町４６－２７

6310001000490
指名競争契約
（総合評価） 9,849,600 7,776,000 78.90%

平成３０年度　大村諫早拡幅路線測量（その２）業務
長崎県大村市
2018/07/21～2019/01/31
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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年7月20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） 9,406,800 7,527,600 80.00%

雲仙管内土砂掘削運搬その他工事
長崎県島原市
2018/07/13～2018/12/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　雲仙復興事務所長　田村　毅
長崎県島原市南下川尻町７－４

平成30年7月12日
（株）吉川組
長崎県島原市中町８０３－１

1310001009727
一般競争
（総合評価） 69,735,600 62,240,400 89.30%

平成３０年度　雲仙管内砂防設備点検調査その他業務
長崎県島原市
2018/07/19～2019/03/15
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　雲仙復興事務所長　田村　毅
長崎県島原市南下川尻町７－４

平成30年7月18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） 38,696,400 30,877,200 79.80%

平成３０年度　雲仙管内砂防設備設計業務
長崎県島原市
2018/08/01～2019/02/28
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　雲仙復興事務所長　田村　毅
長崎県島原市南下川尻町７－４

平成30年7月31日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価） 33,307,200 26,535,600 79.70%

平成３０年度　熊本管内地質調査業務
熊本県宇土市外
2018/07/06～2019/01/31
地質調査業務

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

平成30年7月5日
（株）アイエステー
熊本県熊本市中央区平成３－１６－１３

8290001040059
一般競争
（総合評価） 17,010,000 13,975,200 82.20%

平成３０年度災害復旧熊本５７号的石地区道路改良（その３）工事
熊本県阿蘇市的石地先
2018/07/10～2019/02/20
一般土木工事

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

平成30年7月9日
池田・明興地域維持型建設共同企業体
熊本県玉名市天水町小天７３７１

一般競争
（総合評価） 433,177,200 393,120,000 90.80%

平成３０年度災害復旧熊本５７号赤水地区道路改良（その２）工事
熊本県阿蘇市赤水地先
2018/07/14～2019/02/20
一般土木工事

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

平成30年7月13日
中内・杉本地域維持型建設共同企業体
熊本県宇城市不知火町松合８４２

一般競争
（総合評価） 364,899,600 328,752,000 90.10%

平成３０年度　宇土道路構造物外詳細設計業務
熊本県宇土市城塚町〜熊本県宇土市上網田町
2018/07/24～2019/02/28
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　熊本河川国道事務所長　鈴　木　学
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成30年7月23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） 41,547,600 33,177,600 79.90%

熊本３号　四方寄町地区改良工事
熊本県熊本市北区四方寄町地先
2018/07/31～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年7月30日
三州建設（株）
熊本県熊本市東区保田窪４－１０－７４

1330001002036
一般競争
（総合評価） 178,750,800 161,352,000 90.30%

九州横断道（嘉島〜山都）杉木地区改良８期工事
熊本県上益城郡山都町杉木地内
2018/08/01～2019/01/31
一般土木工事

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

平成30年7月31日
（株）江川組
熊本県八代市鏡町両出１３２４－１

6330001013838
一般競争
（総合評価） 120,625,200 108,000,000 89.50%

平成３０年度　熊本管内道路防災カルテ点検外業務
熊本河川国道事務所管内
2018/07/18～2019/03/15
土木関係建設コンサルタント業務

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

平成30年7月17日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区三番町６－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 23,306,400 18,759,600 80.50%

平成３０年度　佐敷トンネル外点検業務
熊本市北区龍田町弓削〜葦北郡芦北町白岩
2018/07/18～2019/01/31
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　鈴　木　学
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成30年7月17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） 15,562,800 12,690,000 81.50%
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平成３０年度　熊本管内道路管理測量設計外業務
熊本河川国道事務所管内
2018/07/20～2019/02/28
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　熊本河川国道事務所長　鈴　木　学
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成30年7月19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） 37,011,600 32,184,000 87.00%

平成３０年度　白川緑川水文観測資料整理業務
白川水系、緑川水系
2018/07/13～2019/02/28
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　鈴　木　学
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成30年7月12日
（株）エコー設計
熊本県熊本市東区花立５－１４－３２

1330001000502 指名競争契約 13,467,600 12,420,000 92.20%

平成３０年度　白川緑川流況資料整理業務
白川水系、緑川水系
2018/07/13～2019/01/31
測量

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

平成30年7月12日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３－１７

2330001001086 指名競争契約 6,188,400 5,724,000 92.50%

平成３０年度　緑川中島地区樋管外詳細設計業務
緑川水系
2018/07/20～2019/01/31
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　鈴　木　学
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

平成30年7月19日
日鉄鉱コンサルタント（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３

3010001025538
指名競争契約
（総合評価） 38,944,800 31,104,000 79.90%

白川渡鹿堰土砂吐ゲート外機械設備工事
熊本県熊本市中央区渡鹿地先
2018/07/03～2019/03/15
機械設備工事

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

平成30年7月2日
開成工業（株）
熊本県熊本市北区植木町石川４５０－１

7330001010454
一般競争
（総合評価） 126,522,000 115,344,000 91.20%

平成３０年度南九州西回り自動車道設計及び測量業務
熊本県葦北郡津奈木町千代〜水俣市袋
2018/07/19～2019/02/28
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　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7月18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） 20,822,400 17,550,000 84.30%

球磨川管内河川維持管理工事
熊本県球磨郡湯前町地先外
2018/07/18～2019/03/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月17日
松本土建（資）
熊本県八代市日奈久大坪町８４３－１

6330003003333
一般競争
（総合評価） 51,958,800 49,680,000 95.60%

平成３０年度球磨川堤防点検及び調査設計業務
八代河川国道事務所管内
2018/07/20～2019/03/20
土木関係建設コンサルタント業務

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

平成30年7月19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） 34,516,800 27,432,000 79.50%

平成３０年度球磨川水系水文資料整理業務
球磨川流域
2018/07/19～2019/03/15
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30年7月18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 8,640,000 7,776,000 90.00%

平成３０年度　川辺川管内維持（その２）工事
熊本県球磨郡五木村地先
2018/07/12～2019/01/31
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30年7月11日
（株）技建日本
熊本県球磨郡五木村甲１０４６－９

4330001015877
一般競争
（総合評価） 82,026,000 73,980,000 90.20%

立野ダム管内土捨場整備その他工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先外
2018/07/26～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月25日
（株）荒牧組
熊本県菊池郡大津町外牧３３９

1330001009114
一般競争
（総合評価） 151,286,400 140,410,800 92.80%

三光本耶馬渓道路（三光田口地区外）事業損失事前調査等業務
大分県中津市地内
2018/07/07～2018/09/21
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7月6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 5,983,200 5,724,000 95.70%

平成３０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
2018/07/06～2019/02/28
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　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7月5日
東洋技術（株）
大分県大分市畑中４３３

6320001001926
指名競争契約
（総合評価） 36,212,400 28,728,000 79.30%

道の駅ゆふいん情報室増築外設計業務
大分県由布市湯布院町川北８９９－７８外
2018/07/21～2019/02/15
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7月20日
（株）九友設計コンサルタント
福岡県福岡市中央区大名１－９－２７

2290001007179 指名競争契約 17,625,600 7,862,400 44.60%

大分２１０号横瀬拡幅道路詳細設計業務
大分県大分市横瀬
2018/07/27～2019/01/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大分河川国道事務所長　今田　一典
大分市西大道１丁目１番７１号

平成30年7月26日
（株）冨士設計
大分県大分市大字羽田９３０－１

2320001002399
指名競争契約
（総合評価） 20,358,000 16,254,000 79.80%

大分１０号高江地区構造物詳細設計業務
大分県大分市鴛野〜中判田
2018/07/27～2019/02/28
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　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7月26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
（総合評価） 22,647,600 18,090,000 79.90%

大分２１２号三光本耶馬渓道路田口ＩＣ地区第５工区改良工事
大分県中津市三光田口地先
2018/07/31～2018/12/20
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7月30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） 72,468,000 65,124,000 89.90%

平成３０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
2018/07/28～2019/02/28
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　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） 24,634,800 19,764,000 80.20%

平成３０年度日田国道維持管内維持管理事業測量設計業務
日田国道維持出張所管内
2018/07/06～2019/02/28
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　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7月5日
東洋技術（株）
大分県大分市畑中４３３

6320001001926
指名競争契約
（総合評価） 12,992,400 10,368,000 79.80%

平成３０年度大分維持管内維持管理事業測量設計業務
大分維持出張所管内
2018/07/06～2019/02/28
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　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7月5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） 13,035,600 10,584,000 81.20%

平成３０・３１年度大分維持管内橋梁点検業務
大分河川国道事務所管内
2018/07/21～2019/12/20
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7月20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） 37,335,600 30,024,000 80.40%

平成３０・３１年度中津維持管内橋梁点検業務
大分河川国道事務所管内
2018/07/21～2019/12/20
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7月20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） 22,928,400 18,306,000 79.80%

平成３０・３１年度日田国道維持管内橋梁点検業務
大分河川国道事務所管内
2018/07/21～2019/12/20
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7月20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） 39,916,800 32,184,000 80.60%

平成３０年度大分川水系定期縦横断測量業務
大分川水系大分川、七瀬川、賀来川の直轄管理区間
2018/07/28～2019/02/28
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30年7月27日
東洋測量設計（株）
大分県津久見市津久見５１５

8320201000247 指名競争契約 32,432,400 30,240,000 93.20%

羽田樋管外ＣＣＴＶ設備設置工事
大分県大分市羽田地先外
2018/07/18～2018/12/28
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7月17日
大徳電業（株）
大分県大分市牧１－４－１３

3320001001648
一般競争
（総合評価） 24,008,400 22,140,000 92.20%

大分局直流電源設備外更新工事
大分県大分市西大道一丁目１番７１号　大分河川国道事務所外
2018/07/21～2018/12/28
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　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7月20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） 37,854,000 34,776,000 91.90%
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大分管内電気通信設備設計業務
大分河川国道事務所管内
2018/08/01～2019/02/15
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30年7月31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） 24,570,000 19,580,400 79.70%

大分５７号大野竹田道路竹田地区標識設置工事
大分県竹田市三宅地先〜竹田市会々地先
2018/07/13～2019/01/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月12日
ＡＮＡＩ（株）
大分県大分市大字中戸次４４６３－１

3320001001994
一般競争
（総合評価） 66,916,800 60,048,000 89.70%

大分５７号大野竹田道路朝地地区標識設置工事
大分県豊後大野市朝地町板井迫地先〜豊後大野市朝地町坪泉地先
2018/07/18～2019/01/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月17日
（株）盛田組
大分県佐伯市弥生大字小田１０８９－２

9320001009132
一般競争
（総合評価） 56,872,800 51,840,000 91.20%

佐伯出張所耐震診断業務
大分県佐伯市城南町３１－１０
2018/07/11～2018/11/30
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　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7月10日
（株）傳設計
福岡県福岡市東区香椎駅前２－１－１５

7290001003537 指名競争契約 3,736,800 2,754,000 73.70%

平成３０・３１年度　佐伯維持管内橋梁点検業務
佐伯維持出張所管内
2018/07/18～2020/02/28
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30年7月17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） 45,500,400 38,340,000 84.30%

平成３０・３１年度　竹田維持管内橋梁点検業務
竹田維持出張所管内
2018/07/18～2020/02/28
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30年7月17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） 38,242,800 34,020,000 89.00%

大野竹田道路道路照明灯設置工事
大分県豊後大野市朝地町板井迫〜竹田市会々
2018/07/07～2018/12/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月6日
河野電気（株）
大分県大分市田室町８番３３号

9320002011178
一般競争
（総合評価） 22,777,200 20,952,000 92.00%

付替林道河内地区（１工区）工事
大分県大分市大字荷尾杵地先
2018/07/27～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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30年7月26日
後藤建設（株）
大分県大分市青崎２－３－４

4320001001127
一般競争
（総合評価） 162,788,400 147,960,000 90.90%

平成３０年度日南・志布志道路（東郷地区）用地調査等業務
宮崎県日南市大字益安地内
2018/07/06～2019/02/28
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　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7月5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 29,970,000 28,620,000 95.50%

平成３０年度日南・志布志道路（東弁分地区）用地調査等業務
宮崎県日南市大字東弁分外地内
2018/07/24～2019/02/28
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　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7月23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 23,770,800 18,802,800 79.10%

平成３０年度日南・志布志道路（益安地区）用地調査等業務
宮崎県日南市大字益安地内
2018/07/24～2019/02/28
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　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7月23日
（株）ロードリバーコンサルタント
宮崎県宮崎市霧島２－１６２－２

3350001002189 指名競争契約 23,414,400 17,020,800 72.70%

平成３０年度都城道路外用地調査等業務
宮崎県都城市及び日南市地内
2018/07/24～2019/02/28
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　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7月23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） 25,412,400 20,088,000 79.00%

平成３０年度都城道路外用地取得関係資料作成業務
宮崎県都城市及び日南市地内
2018/07/24～2019/02/20
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7月23日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556
指名競争契約
（総合評価） 22,928,400 19,656,000 85.70%

平成３０年度本庄川（金崎上流地区）事業損失事前調査等業務
宮崎県宮崎市大字金崎地内
2018/07/28～2018/11/20
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7月27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 9,784,800 7,754,400 79.20%

平成３０年度本庄川（金崎下流地区）事業損失事前調査等業務
宮崎県宮崎市大字金崎地内
2018/07/28～2018/11/20
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 9,687,600 9,396,000 97.00%

大淀川高浜地区外堤防基本設計業務
宮崎県宮崎市高岡町高浜地先外
2018/07/11～2019/01/31
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　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7月10日
（株）オリエンタルコンサルタンツ
東京都渋谷区本町３－１２－１

4011001005165
指名競争契約
（総合評価） 16,081,200 12,916,800 80.30%

本庄川岩地野地区堤防基本設計業務
宮崎県東諸県郡国富町岩知野地先
2018/07/11～2019/01/31
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　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7月10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） 15,778,800 12,571,200 79.70%

皇子川１第１砂防堰堤管理用道路３期工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2018/07/13～2019/02/28
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30年7月12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） 124,642,800 114,231,600 91.60%

丸谷第１砂防堰堤左岸工事
宮崎県都城市夏尾町
2018/07/14～2019/02/28
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30年7月13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） 162,432,000 146,631,600 90.30%

皇子川１第１砂防堰堤右岸工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2018/07/14～2019/02/28
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30年7月13日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 147,517,200 133,272,000 90.30%

大淀川水系砂防施設整備保全工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田外
2018/07/31～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月30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） 107,557,200 97,092,000 90.30%

平成３０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
2018/07/25～2019/03/08
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30年7月24日
（株）西部技建コンサルタント
宮崎県小林市細野４１５８

4350001009860
指名競争契約
（総合評価） 31,147,200 25,056,000 80.40%

平成３０年度都城道路乙房地区橋梁詳細設計外業務
宮崎県都城市乙房町
2018/07/25～2019/03/20
土木関係建設コンサルタント業務

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

平成30年7月24日
（株）オリエンタルコンサルタンツ
東京都渋谷区本町３－１２－１

4011001005165
指名競争契約
（総合評価） 59,529,600 47,628,000 80.00%

宮崎１０号南横市地区道路付属物設置外工事
宮崎県都城市南横市地内
2018/07/31～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月30日
丸宮建設（株）
宮崎県都城市庄内町８０３１－２

1350001008295
一般競争
（総合評価） 78,969,600 71,280,000 90.30%

川南横断歩道橋外補修工事
宮崎維持出張所管内
2018/07/03～2018/12/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月2日
森塗装（株）
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－２８２

5350001002096
一般競争
（総合評価） 67,597,200 59,994,000 88.80%

宮浦地区道路防災工事
日南国道維持出張所管内
2018/07/06～2019/02/15
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7月5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） 119,199,600 113,400,000 95.10%
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平成３０年度日南地区橋梁補修工事
日南国道維持出張所管内
2018/07/07～2019/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月6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） 130,161,600 123,444,000 94.80%

平成３０年度都城地区橋梁補修工事
都城国道維持出張所管内
2018/07/07～2019/02/25
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30年7月6日
大和開発（株）
宮崎県宮崎市高洲町２３５－３

2350001002124
一般競争
（総合評価） 158,911,200 144,720,000 91.10%

平成３０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
2018/07/11～2019/02/28
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30年7月10日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区三番町６－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 26,805,600 21,567,600 80.50%

平成３０年度都城道路外地質調査業務
宮崎県都城市
2018/07/05～2019/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月4日
（株）宮崎産業開発
宮崎県宮崎市大橋３－２２５

1350001001779
一般競争
（総合評価） 21,092,400 17,280,000 81.90%

平成３０年度都城道路太郎坊地区橋梁予備設計業務
宮崎県都城市
2018/07/11～2019/02/15
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30年7月10日
（株）西部技建コンサルタント
宮崎県小林市細野４１５８

4350001009860
指名競争契約
（総合評価） 29,862,000 23,922,000 80.10%

平成３０年度宮崎県南地域環境調査（評価書作成外）業務
宮崎県日南市
2018/07/11～2019/03/25
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30年7月10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） 37,497,600 29,862,000 79.60%

平成３０年度広渡川橋梁予備設計業務
宮崎県日南市
2018/07/11～2019/02/15
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30年7月10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） 28,328,400 22,658,400 80.00%

飛江田川樋門機械設備工事
宮崎県宮崎市赤江地先
2018/08/01～2019/02/28
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月31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） 83,030,400 76,356,000 92.00%

平成３０年度大瀬川事業損失事後調査等業務
宮崎県延岡市大瀬町及び春日町地内
2018/07/25～2019/02/28
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　延岡河川国道事務所長　田　浦　峰　星
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成30年7月24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） 8,931,600 7,074,000 79.20%

大瀬川方財地区導流堤災害復旧その他工事
宮崎県延岡市方財町地先
2018/07/25～2019/03/15
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　田　浦　峰　星
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成30年7月24日
（株）山崎産業
宮崎県延岡市貝の畑町２９０３

2350001007065
一般競争
（総合評価） 181,072,800 163,080,000 90.10%

平成３０年度　塩見大橋（上り線）耐震補強設計業務
宮崎県日向市大字財光寺地内
2018/07/12～2019/02/28
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　延岡河川国道事務所長　田　浦　峰　星
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成30年7月11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） 18,792,000 15,033,600 80.00%

平成３０・３１年度　延岡管内橋梁点検業務
延岡河川国道事務所管内
2018/07/12～2019/12/20
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　延岡河川国道事務所長　田　浦　峰　星
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成30年7月11日
（株）共同技術コンサルタント
宮崎県宮崎市大島町山田ヶ窪１９２６－１

1350001000467
指名競争契約
（総合評価） 66,668,400 55,404,000 83.10%

平成３０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
2018/07/31～2019/02/28
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　延岡河川国道事務所長　田　浦　峰　星
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成30年7月30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） 9,093,600 7,473,600 82.20%

平成３０年度　延岡管内橋梁補強補修工事
宮崎県延岡市北川町ほか（公告文記載のとおり）
2018/08/01～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長　田　浦　峰　星
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成30年7月31日
（株）竹尾組
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸６９２番地のイ

4350001007253
一般競争
（総合評価） 43,070,400 42,120,000 97.80%

東九州道（蒲江波当津ＩＣ外）遠隔式交通遮断機設置工事
大分県佐伯市蒲江大字波当津浦地先　外
2018/07/31～2018/12/25
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　田　浦　峰　星
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

平成30年7月30日
大徳電業（株）
大分県大分市牧１－４－１３

3320001001648
一般競争
（総合評価） 37,357,200 35,100,000 94.00%

平成３０年度国道２２０号境川歩道整備事業物件調査等業務
鹿児島県垂水市牛根境地内
2018/07/28～2019/02/28
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30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） 16,070,400 12,679,200 78.90%

平成３０年度長谷川上流渓流保全工工事
鹿児島県鹿児島市桜島武町地先
2018/07/12～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月11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） 80,773,200 72,252,000 89.50%

岩弘下地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡東串良町岩弘下地先外
2018/07/24～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月23日
（有）山之口建設
鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５

6340002026689
一般競争
（総合評価） 94,392,000 86,940,000 92.10%

中福良橋架替下部工（Ａ１）工事
鹿児島県鹿屋市吾平町上名地先
2018/07/26～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月25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） 123,260,400 110,916,000 90.00%

持木川砂防施設改築工事
鹿児島県鹿児島市持木町地先
2018/07/27～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26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） 116,877,600 104,760,000 89.60%

東九州道（志布志〜大崎）小牧地区（第３工区）改良工事
鹿児島県志布志市志布志町安楽
2018/08/01～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月31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） 291,416,400 262,440,000 90.10%

東九州道（志布志〜大崎）稲荷地区外改良工事
鹿児島県志布志市志布志町安楽
2018/08/01～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月31日
山下建設（株）
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿１７４１番地

2340001015093
一般競争
（総合評価） 298,695,600 268,920,000 90.00%

浜平地区簡易パーキング施設屋外衛生設備その他工事
鹿児島県垂水市浜平地先
2018/07/19～2018/10/19
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　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7月18日
（株）エコロン
鹿児島県鹿児島市吉野町１１０７６－１７

9340001000601
一般競争
（総合評価） 44,280,000 42,768,000 96.60%

平成３０年度大隅管内橋梁点検業務
大隅河川国道事務所管内
2018/07/28～2019/02/28
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　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7月27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） 17,301,600 14,623,200 84.50%

平成３０年度大隅管内防災点検外業務
大隅河川国道事務所管内
2018/07/28～2019/02/28
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　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7月27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
（総合評価） 12,214,800 9,644,400 79.00%

平成３０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
2018/07/31～2019/02/28
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　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7月30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） 28,134,000 22,366,800 79.50%



（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）

浜平地区簡易パーキング情報室その他新築工事
鹿児島県垂水市
2018/08/01～2019/03/15
建築工事

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7月31日
末重建設（株）
鹿児島県霧島市溝辺町麓５１３－１

8340001007754
一般競争
（総合評価） 69,271,200 62,964,000 90.90%

平成３０年度大隅管内道路不法占用物件調査業務
大隅河川国道事務所管内
2018/08/01～2018/12/10
測量

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7月31日
（株）アジア技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市南郡元町２５－１

4340001000275 指名競争契約 2,516,400 1,782,000 70.80%

平成３０年度国道２２５号清水地区外補償説明等業務
鹿児島県南九州市川辺町地内外
2018/07/18～2019/01/31
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30年7月17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） 19,699,200 15,562,800 79.00%

平成３０年度芦北出水道路用地測量等業務
鹿児島県出水市地内
2018/07/07～2018/12/14
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7月6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 12,517,200 11,880,000 94.90%

平成３０年度阿久根川内道路（西目ＩＣ国道部分）用地調査等業務
鹿児島県阿久根市西目地内
2018/07/24～2019/03/15
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30年7月23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 24,516,000 23,436,000 95.60%

平成３０年度芦北出水道路（関外地区外）補償説明等業務
鹿児島県出水市地内
2018/07/28～2019/02/28
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30年7月27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） 30,639,600 24,159,600 78.90%

平成３０年度鹿児島東西道路外道路設計業務
鹿児島県鹿児島市外
2018/07/11～2019/02/28
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　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7月10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） 35,175,600 28,382,400 80.70%

平成３０年度阿久根川内道路（阿久根〜西目）道路詳細設計業務
鹿児島県阿久根市鶴川内〜鹿児島県阿久根市西目
2018/07/11～2019/03/15
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30年7月10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） 77,101,200 61,776,000 80.10%

武岡トンネル管理所改修実施設計業務
鹿児島県鹿児島市田上町１１００－１
2018/07/21～2018/10/10
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 2,959,200 2,052,000 69.30%

鹿児島３号下鯖地区１工区改良工事
鹿児島県出水市下鯖地内
2018/07/27～2019/02/08
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7月26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） 94,554,000 84,661,200 89.50%

平成３０年度鹿児島国道管内道路管理データベース更新業務
鹿児島国道事務所管内
2018/07/28～2019/02/20
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7月27日
平成３０年度鹿児島国道管内道路管理データベース更新業務日本
工営・萩原技研設計共同体
福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２

指名競争契約
（総合評価） 18,262,800 14,569,200 79.80%

平成３０年度国道１０号隼人真孝地区外舗装工事
鹿児島県霧島市隼人町真孝地内外
2018/08/01～2019/02/28
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　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7月31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） 65,145,600 57,780,000 88.70%

松原ダム外直流電源装置設置工事
大分県日田市大山町西大山８４９２－２松原ダム管理支所外１箇所
2018/07/06～2018/11/30
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
筑後川ダム統合管理事務所長　村上　博
久留米市高野１丁目２－２

平成30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） 13,273,200 12,960,000 97.60%

竹ノ首外放流警報表示設備設置工事
大分県日田市大山町西大山６８７７－９外２箇所
2018/07/20～2019/01/31
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川ダム統合管理事務所長　村上　博
久留米市高野１丁目２－２

平成30年7月19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） 62,110,800 56,700,000 91.30%

鶴田ダムクレストゲート修繕工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地内
2018/07/06～2019/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鶴田ダム管理所長　竹下　真治
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

平成30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） 44,550,000 43,740,000 98.20%

鶴田ダム右岸法面補修その他工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先
2018/07/06～2019/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鶴田ダム管理所長　竹下　真治
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

平成30年7月17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） 61,408,800 57,240,000 93.20%

平成３０年度　九州地方ダム等管理フォローアップ資料作成業務
鶴田ダム管理所
2018/07/26～2019/02/28
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　鶴田ダム管理所長　竹下　真治
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

平成30年7月25日
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

6290001017728
指名競争契約
（総合評価） 18,500,400 14,752,800 79.70%

平成３０年度耶馬渓ダム管内測量設計業務
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂外
2018/07/27～2019/03/15
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　山国川河川事務所長　鹿毛　英樹
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

平成30年7月26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） 8,316,000 7,614,000 91.60%

耶馬溪ダム水質保全設備修繕工事
大分県中津市耶馬渓町大字柿坂地先
2018/07/31～2019/01/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　山国川河川事務所長　鹿毛　英樹
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

平成30年7月30日
ノダック（株）
大阪府豊中市宝山町２３－１５

1120901030611
一般競争
（総合評価） 18,014,400 17,280,000 95.90%

平成３０年度九州管内路面調査及び路面性状調査外業務
九州地方整備局管内
2018/07/31～2019/02/28
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　九州技術事務所長　島本　卓三
久留米市高野１－３－１

平成30年7月30日
国際航業（株）
東京都千代田区六番町２

9010001008669
指名競争契約
（総合評価） 75,600,000 65,448,000 86.60%

平成３０年度九州管内路面下空洞調査業務
九州地方整備局管内
2018/08/01～2019/02/28
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　九州技術事務所長　島本　卓三
久留米市高野１－３－１

平成30年7月31日
ジオ・サーチ（株）
東京都大田区西蒲田７－３７－１０

3010801005185
指名競争契約
（総合評価） 91,292,400 84,240,000 92.30%

平成３０年度　玄界灘松林環境保全工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2018/07/03～2018/11/30
造園工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
国営海の中道海浜公園事務所長　森口　俊宏
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

平成30年7月2日
（株）中村緑地建設
福岡県福岡市南区長住１－８－２６

1290001001835
一般競争
（総合評価） 27,572,400 24,840,000 90.10%

（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。


