
（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

鹿児島第３合同庁舎（３０）機械設備工事
鹿児島県鹿児島市山下町13番10号
2019/01/29～2022/11/11
暖冷房衛生設備工事

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30年9月26日
新日本空調（株）
東京都中央区日本橋浜町２－３１－１

2010001062912
一般競争
（総合評価）

940,032,000 876,960,000 93.30%

福岡第１合同庁舎（Ｈ３０）機械改修その他工事外１件工事
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
2018/09/21～2019/03/27
暖冷房衛生設備工事

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30年9月20日
坂口設備（株）
福岡県大牟田市大字歴木４６０－１５

2290001053842 指名競争契約 85,287,600 83,160,000 97.50%

赤谷川流域護岸災害復旧（１４号）工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2018/09/04～2019/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月3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）

199,249,200 197,316,000 99.00%

赤谷川流域護岸災害復旧（１１号）工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2018/09/04～2019/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月3日
森部建設（株）
福岡県朝倉市長渕６１８

9290001044208
一般競争
（総合評価）

200,275,200 180,435,600 90.10%

赤谷川流域護岸災害復旧（１３号）工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2018/09/04～2019/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月3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）

199,692,000 190,836,000 95.60%

赤谷川流域護岸災害復旧（１５号）工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2018/09/04～2019/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月3日
（株）近藤建設
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１９４９－１

9290001048828
一般競争
（総合評価）

199,022,400 181,332,000 91.10%

平成３０年度筑後川管内赤谷川等河川砂防工事監督支援業務
九州北部豪雨復興出張所
2018/09/03～2019/03/29
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9月3日
（株）アイ・デベロップ・コンサルタンツ
福岡県福岡市博多区板付４－７－３５

4290001005957
一般競争
（総合評価）

43,567,200 37,627,200 86.40%

筑後川浮島地区築堤及び道路受託合併工事
福岡県久留米市城島町浮島地先
2018/09/14～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月13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）

88,246,800 78,840,000 89.30%

筑後川古毛地区掘削外工事
福岡県朝倉市古毛地先
2018/09/14～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月13日
（株）荒巻組
福岡県三潴郡大木町大字筏溝６０５

5290001052602
一般競争
（総合評価）

138,078,000 124,362,000 90.10%

筑後川北野上流地区護岸外受託合併工事
福岡県久留米市北野町石崎地先
2018/09/15～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月14日
（株）南組
福岡県小郡市松崎１６６－１

1290001050510
一般競争
（総合評価）

252,968,400 227,880,000 90.10%

筑後川長田地区掘削外工事
福岡県朝倉市長田地先
2018/09/15～2019/02/28
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9月14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）

134,352,000 122,904,000 91.50%

筑後川大刀洗地区掘削外工事
福岡県三井郡大刀洗町三川地先外
2018/09/19～2019/02/28
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9月18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）

144,784,800 130,950,000 90.40%

巨瀬川高島樋管改築工事
福岡県久留米市田主丸町志塚島地先
2018/09/19～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月18日
（株）南組
福岡県小郡市松崎１６６－１

1290001050510
一般競争
（総合評価）

120,074,400 108,000,000 89.90%

筑後川大石地区掘削外工事
福岡県朝倉市杷木林田地先外
2018/09/19～2019/02/28
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9月18日
（株）中村組
福岡県柳川市大和町大坪２２

4290001053097
一般競争
（総合評価）

132,289,200 119,394,000 90.30%

筑後川志波地区掘削外工事
福岡県朝倉市志波地先
2018/09/19～2019/02/28
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9月18日
砥上建設（株）
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３番地

8290001053077
一般競争
（総合評価）

134,330,400 120,960,000 90.00%

筑後川田主丸地区掘削外工事
福岡県久留米市田主丸町菅原地先
2018/09/20～2019/02/28
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9月19日
新開建設（株）
福岡県柳川市三橋町中山２７

9290001052929
一般競争
（総合評価）

144,687,600 130,572,000 90.20%

筑後川長渕地区掘削外工事
福岡県朝倉市長渕地先
2018/09/21～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月20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）

143,208,000 131,544,000 91.90%

楠田川江浦地区（上流）築堤外工事
福岡県みやま市高田町江浦地先
2018/09/21～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月20日
（株）中村組
福岡県柳川市大和町大坪２２

4290001053097
一般競争
（総合評価）

70,999,200 64,800,000 91.30%

矢部川東津留地区掘削外工事
福岡県みやま市瀬高町東津留地先
2018/09/22～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月21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）

72,910,800 65,619,720 90.00%

平成３０年度筑後川河川事務所管内河川改修事業・施工調査業務
福岡県久留米市高野地先（筑後川河川事務所）
2018/09/21～2019/03/29
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9月21日
（株）アイ・デベロップ・コンサルタンツ
福岡県福岡市博多区板付４－７－３５

4290001005957
一般競争
（総合評価）

40,554,000 32,443,200 80.00%

早津江川大詫間地区築堤護岸工事
佐賀県佐賀市川副町大詫間地先
2018/09/26～2019/02/28
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9月25日
（株）上滝建設
佐賀県佐賀市今宿町２－５

6300001000319
一般競争
（総合評価）

94,478,400 85,536,000 90.50%

早津江川早津江地区築堤護岸工事
佐賀県佐賀市川副町早津江地先
2018/09/29～2019/02/28
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9月28日
（株）下村建設
佐賀県小城市三日月町久米１９４６

2300001003333
一般競争
（総合評価）

90,676,800 82,782,000 91.30%

平成３０年度　筑後川管内地質調査業務
筑後川河川事務所管内
2018/09/14～2019/03/15
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月13日
（株）九州地質コンサルタント
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－２１

9290001012503
指名競争契約
（総合評価）

18,921,600 15,465,600 81.70%

筑後川水系赤谷川流域砂防堰堤設計（その５）業務
筑後川河川事務所管内
2018/09/04～2019/03/29
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9月3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）

38,707,200 30,888,000 79.80%

筑後川水系赤谷川流域砂防堰堤設計（その６）業務
筑後川河川事務所管内
2018/09/04～2019/03/29
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9月3日
砂防エンジニアリング（株）
埼玉県川越市富士見町３１－９

7030001054845
指名競争契約
（総合評価）

38,707,200 31,050,000 80.20%

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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植木地区上流掘削工事
福岡県直方市植木地先
2018/09/05～2019/01/31
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　大　野　良　徳
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成30年9月4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）

66,690,000 59,616,000 89.40%

下大隈地区上流掘削築堤工事
福岡県北九州市八幡西区楠橋地先
2018/09/06～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
（株）松原土木
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７６８－３７

2290801014432
一般競争
（総合評価）

67,111,200 59,940,000 89.30%

感田地区掘削築堤工事
福岡県直方市感田地先
2018/09/14～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13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）

69,012,000 61,560,000 89.20%

遠賀川管内排水樋管扉体取替外工事
福岡県田川郡大任町今任原地先外
2018/09/04～2019/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3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）

60,339,600 57,240,000 94.90%

平成３０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
2018/09/04～2019/03/10
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　大　野　良　徳
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

平成30年9月3日
（株）九州緑化建設
福岡県北九州市八幡西区幸神４－４－３

1290801009805
一般競争
（総合評価）

11,469,600 10,670,400 93.00%

平成３０年度伊加利地区上流部維持掘削工事
福岡県田川市伊加利地先
2018/09/04～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
光工業（株）
福岡県田川市大字伊田１７１６－１

8290801016885
一般競争
（総合評価）

49,669,200 44,442,000 89.50%

河口堰Ｐ９堰柱塩害対策工事
福岡県遠賀郡水巻町猪熊地先
2018/09/05～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4日
（株）黒瀬建設
福岡県北九州市八幡西区本城東４－８－９

2290801009903
一般競争
（総合評価）

43,092,000 42,120,000 97.70%

平成３０年度大行事地区上流部維持掘削工事
福岡県田川郡大任町大行事地先
2018/09/08～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7日
（株）鷹羽建設
福岡県田川郡大任町大字大行事４６７８－１４

9290801016884
一般競争
（総合評価）

42,692,400 38,037,600 89.10%

平成３０年度伊加利地区下流部維持掘削工事
福岡県田川市伊加利地先
2018/09/11～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
正木工業（株）
福岡県田川市大字伊田３４６４

7290801016960
一般競争
（総合評価）

48,416,400 43,686,000 90.20%

平成３０年度今任原地区下流部堤防補修工事
福岡県田川郡大任町今任原地先、伊加利地先
2018/09/20～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19日
（株）丹村組
福岡県田川郡大任町大字今任原１９７６

3290801018333
一般競争
（総合評価）

67,856,400 61,322,400 90.40%

平成３０年度川端地区護岸補修工事
福岡県直方市下境地先
2018/09/21～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20日
丸彦産業（株）
福岡県直方市大字中泉１１７２－３

3290801014332
一般競争
（総合評価）

66,495,600 59,346,000 89.20%

平成３０年度今任原地区上流部堤防補修工事
福岡県田川郡大任町今任原地先
2018/09/26～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25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）

49,161,600 44,280,000 90.10%

平成３０年度遠賀川管内電気通信設備設計業務
福岡県直方市溝堀１丁目１－１
2018/09/05～2019/02/28
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　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9月4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）

26,319,600 21,168,000 80.40%

河口堰放流警報表示設備設置工事
福岡県遠賀郡水巻町猪熊１０－７－１　河口堰管理支所
2018/09/20～2019/02/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19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）

22,248,000 21,921,840 98.50%

福岡３２２号　朝倉地区本線改築工事
福岡県朝倉市秋月野鳥地先
2018/09/15～2019/02/28
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9月14日
（株）大藪組
福岡県筑後市長浜２０４３－１

2290001047159
一般競争
（総合評価）

96,400,800 93,830,400 97.30%

平成３０年度　福岡国道北部地区道路予備設計業務
福岡国道事務所管内
2018/09/12～2019/03/15
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9月11日
（株）長大
東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４

5010001050435
指名競争契約
（総合評価）

15,454,800 12,366,000 80.00%

平成３０年度　東大川橋橋梁補修工事
福岡県糟屋郡粕屋町戸原地先
2018/09/04～2019/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
松鶴建設（株）
福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

3290001013845
一般競争
（総合評価）

133,779,600 124,200,000 92.80%

国道３号東比恵地区道路照明灯設置工事
福岡県福岡市博多区東比恵地先
2018/09/15～2019/02/28
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　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

平成30年9月14日
アユミ電業（株）
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－８

2290001011429
一般競争
（総合評価）

57,769,200 51,192,000 88.60%

福岡２０８号　大川地区改良外工事
福岡県大牟田市〜大川市
2018/09/19～2019/02/28
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9月18日
（株）荻島組
福岡県柳川市隅町２８

8290001052715
一般競争
（総合評価）

91,432,800 81,432,000 89.10%

平成３０年度　有明海沿岸道路構造物設計外業務
福岡県大牟田市新港町〜佐賀県佐賀市諸富町大字為重地先
2018/09/21～2019/03/08
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　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9月20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 17,668,800 15,660,000 88.60%

宇佐町宿舎外壁改修その他工事
福岡県北九州市小倉北区宇佐町２丁目２－２４　外１箇所
2018/10/01～2018/12/28
建築工事

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9月20日
エイケン塗装工業
福岡県田川市大字川宮１７８２－４

一般競争
（総合評価）

10,411,200 9,936,000 95.40%

平成３０年度福岡３号黒崎バイパス再算定等業務
福岡県北九州市八幡東区東田一丁目及び八幡西区陣原二丁目地内
2018/09/11～2018/12/14
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　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9月10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 3,283,200 3,132,000 95.40%

平成３０年度福岡２０１号香春拡幅用地関係図書作成業務
福岡県田川郡香春町地内
2018/09/26～2019/03/25
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9月25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）

5,745,600 5,076,000 88.30%

平成３０年度飯塚地区（第１０工区）敷地調査業務
福岡県飯塚市
2018/09/04～2019/03/15
測量

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

平成30年9月3日
（株）九州測量設計
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－２２－７

9290801009789
指名競争契約
（総合評価）

19,224,000 17,280,000 89.90%

平成３０年度飯塚地区（第１１工区）敷地調査業務
福岡県飯塚市地先〜田川市地先
2018/09/04～2019/03/15
測量

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

平成30年9月3日
（株）西日本測研社
福岡県北九州市小倉北区室町２－１１－１９

1290801002941
指名競争契約
（総合評価）

17,614,800 15,984,000 90.70%
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平成３０年度苅田地区敷地調査業務
福岡県京都郡苅田町地先
2018/09/04～2019/03/15
測量

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

平成30年9月3日
旭測量設計（株）
福岡県北九州市八幡西区香月西３－２－１２

8290801009575
指名競争契約
（総合評価）

15,336,000 13,500,000 88.00%

平成３０年度行橋地区敷地調査業務
福岡県行橋市地先〜京都郡苅田町地先
2018/09/04～2019/03/15
測量

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

平成30年9月3日
（株）中村測建事務所
福岡県北九州市小倉北区田町１２－９

9290801002736
指名競争契約
（総合評価）

13,899,600 11,880,000 85.50%

福岡１０号豊前地区外改良工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山、築上郡上毛町〜大分県中津市三光佐知地先
2018/09/14～2019/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13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）

147,528,000 133,164,000 90.30%

福岡３号野間地区函渠外工事
福岡県遠賀郡岡垣町野間地先
2018/09/14～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
柴田建設工業（株）
福岡県飯塚市柏の森４７７－１

6290001045588
一般競争
（総合評価）

111,985,200 101,520,000 90.70%

福岡３号城山地区外改築工事
福岡県遠賀郡岡垣町野間〜福岡県宗像市武丸地先
2018/09/14～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
柴田建設工業（株）
福岡県飯塚市柏の森４７７－１

6290001045588
一般競争
（総合評価）

60,447,600 56,376,000 93.30%

平成３０年度北九州国道管内交通状況調査業務
北九州国道事務所管内
2018/09/13～2019/03/15
測量

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

平成30年9月12日
（株）東亜コンサルタント
福岡県福岡市博多区東比恵３－２８－１０

2290001014828 指名競争契約 9,784,800 7,668,000 78.40%

平成３０年度八幡維持出張所管内占用物件調査業務
福岡県北九州市、水巻町、遠賀町、岡垣町、宗像市、福津市
2018/09/22～2019/02/28
測量

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

平成30年9月21日
石橋開発（株）
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－１４－４５

5290801009611 指名競争契約 4,125,600 3,888,000 94.20%

平成３０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
2018/09/15～2019/02/28
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9月14日
（株）長大
東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４

5010001050435
指名競争契約
（総合評価）

30,866,400 25,056,000 81.20%

平成３０年度嘉瀬川徳万地区事業損失事前調査業務
佐賀県佐賀市久保田町大字徳万地内
2018/09/07～2018/11/20
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　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9月6日
（株）トップコンサルタント
佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉字古村２７１３－３

7300001000540 指名競争契約 1,879,200 1,782,000 94.80%

山本河原３号排水樋管改築（地盤改良）外工事
佐賀県唐津市石志地先外
2018/09/13～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12日
笠原建設（株）
佐賀県唐津市二タ子３丁目１番１号

1300001007112
一般競争
（総合評価）

80,395,200 79,110,000 98.40%

水取樋管改築工事
佐賀県佐賀市久保田町徳万地先
2018/09/14～2019/06/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
（株）山崎建設
佐賀県武雄市橘町大日８２９２

4300001004676
一般競争
（総合評価）

219,358,800 200,340,000 91.30%

松浦大堰１号機械設備修繕工事
佐賀県唐津市原地先
2018/09/14～2019/03/29
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30年9月13日
（株）田中鉄工所
佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町１１９４－１

5300001000781
一般競争
（総合評価）

32,821,200 31,536,000 96.10%

鳴瀬排水機場機械設備修繕工事
佐賀県武雄市橘町鳴瀬地先
2018/09/19～2019/03/22
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30年9月18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）

28,792,800 26,460,000 91.90%

平成３０年度　松浦川上流定期縦横断測量業務
佐賀県伊万里市外
2018/09/26～2019/03/15
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30年9月25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 22,842,000 18,522,000 81.10%

平成３０年度　徳須恵川定期縦横断測量業務
佐賀県唐津市外
2018/09/26～2019/03/15
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30年9月25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 17,236,800 13,705,200 79.50%

平成３０年度　松浦川下流定期縦横断測量業務
佐賀県唐津市
2018/09/26～2019/03/15
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30年9月25日
（株）親和コンサルタント
佐賀県佐賀市卸本町７－２５

4300001003819 指名競争契約 24,926,400 19,926,000 79.90%

平成３０年度　厳木川定期縦横断測量業務
佐賀県唐津市
2018/09/26～2019/03/15
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30年9月25日
（株）トップコンサルタント
佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉字古村２７１３－３

7300001000540 指名競争契約 18,057,600 14,364,000 79.50%

平成３０年度国道３４号神埼佐賀拡幅事業損失費用負担説明等業務
佐賀県神埼市姉川地内
2018/09/12～2019/02/28
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9月11日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ケ江５－８－１１

1300001001362
指名競争契約
（総合評価）

8,985,600 7,182,000 79.90%

平成３０年度国道２０２号下山谷地区外用地調査等業務
佐賀県西松浦郡有田町・小城市三日月町・唐津市厳木町地内
2018/09/12～2019/02/28
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9月11日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556
指名競争契約
（総合評価）

25,779,600 22,248,000 86.30%

佐賀２０８号諸富地区南改良工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2018/09/14～2019/03/15
一般土木工事

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

平成30年9月13日
（株）山崎建設
佐賀県武雄市橘町大日８２９２

4300001004676
一般競争
（総合評価）

130,021,200 118,022,400 90.80%

武雄維持管内舗装修繕工事
佐賀県杵島郡大町町福母地先外
2018/09/14～2019/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年9月13日
山口建設（株）
佐賀県嬉野市塩田町五町田甲２６９

3300001005031
一般競争
（総合評価）

65,404,800 57,780,000 88.30%

唐津維持管内舗装修繕工事
佐賀県唐津市浜玉町地先外
2018/09/20～2019/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年9月19日
（株）中島工務店
佐賀県小城市三日月町久米２１１１－８

5300001003339
一般競争
（総合評価）

70,545,600 61,830,000 87.60%

鳥栖維持管内舗装修繕工事
佐賀県佐賀市北川副町地先外
2018/09/21～2019/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年9月20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）

63,244,800 55,296,000 87.40%

平成３０・３１年度　鳥栖管内（東部地区）橋梁点検外業務
鳥栖維持出張所管内（３号・３４号）
2018/09/13～2020/01/28
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9月12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）

40,240,800 32,259,600 80.20%

平成３０・３１年度　鳥栖管内（西部地区）橋梁点検外業務
鳥栖維持出張所管内（３４号・２０３号・２０８号）
2018/09/13～2020/01/28
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）

50,252,400 40,143,600 79.90%
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平成３０・３１年度　国道４９７号西九州自動車道橋梁点検外業務
唐津維持出張所管内（国道４９７号西九州自動車道）
2018/09/13～2020/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年9月12日
日本工営（株）
東京都千代田区九段北１－１４－６

2010001016851
指名競争契約
（総合評価）

59,238,000 47,520,000 80.20%

平成３０・３１年度　武雄管内橋梁点検外業務
武雄維持出張所管内
2018/09/13～2020/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30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）

57,542,400 45,900,000 79.80%

平成３０・３１年度　唐津管内橋梁点検外業務
唐津維持出張所管内
2018/09/13～2020/02/28
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

平成30年9月12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）

40,888,800 33,134,400 81.00%

平成３０年度国道２０５号川棚地区外補償説明業務
長崎県東彼杵郡川棚町外
2018/09/05～2019/03/18
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9月4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
（総合評価）

10,011,600 7,992,000 79.80%

長崎４９７号松浦４号橋下部工（Ａ１）工事
長崎県松浦市志佐町地先
2018/09/04～2019/02/28
一般土木工事

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

平成30年9月3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）

99,154,800 90,180,000 90.90%

長崎５７号釜の鼻２号橋床版工工事
長崎県諫早市森山町地先
2018/09/05～2019/03/15
一般土木工事

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

平成30年9月4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）

133,822,800 120,819,600 90.30%

長崎４９７号松浦４号橋下部工（Ｐ２）工事
長崎県松浦市志佐町地先
2018/09/06～2019/02/28
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9月5日
（株）梅村組
長崎県佐世保市福石町２０－８

7310001005167
一般競争
（総合評価）

86,475,600 77,308,560 89.40%

長崎２０５号深谷地区改良３期工事
長崎県佐世保市指方町地先
2018/09/19～2019/03/15
一般土木工事

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

平成30年9月18日
（株）田浦組
長崎県長崎市滑石２－６－２４

8310001001033
一般競争
（総合評価）

121,413,600 110,430,000 91.00%

平成３０年度森山拡幅外構造物詳細設計業務
長崎県諫早市外
2018/09/21～2019/02/28
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9月20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）

24,116,400 19,224,000 79.70%

長崎５７号下井牟田赤崎高架橋上部工（Ｐ１１〜Ｐ１７）工事
長崎県諫早市赤崎地先
2018/09/26～2019/12/16
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9月25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）

433,328,400 392,688,000 90.60%

長崎２０５号深谷地区改良４期工事
長崎県佐世保市指方町地先
2018/09/27～2019/03/15
一般土木工事

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

平成30年9月26日
大坪建設（株）
長崎県平戸市田平町山内免６２５－４

7310001010407
一般競争
（総合評価）

90,806,400 82,620,000 91.00%

長崎４９７号松浦１号橋上部工工事
長崎県松浦市志佐町地先
2018/09/27～2019/05/31
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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年9月26日
（株）富士ピー・エス
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８

6290001010204
一般競争
（総合評価）

192,790,800 173,739,600 90.10%

長崎５７号森山ＩＣ西地区改良工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2018/09/29～2019/02/28
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9月28日
（株）荒木組
長崎県諫早市小船越町２－３

6310001007841
一般競争
（総合評価）

116,370,000 104,112,000 89.50%

平成３０年度　不法占用物件調査等業務
佐世保国道維持出張所管内及び大村維持出張所管内
2018/09/06～2019/02/28
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　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年9月5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 2,203,200 2,052,000 93.10%

長崎局直流電源設備設置工事
長崎県長崎市宿町３１６番地１
2018/09/06～2019/02/28
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

平成30年9月5日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園２－６－３

8010401009458
一般競争
（総合評価）

11,512,800 10,800,000 93.80%

平成３０年度　白川託麻原樋管及び築堤護岸外工事
熊本県熊本市中央区渡鹿地先
2018/09/04～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
佐藤企業（株）
熊本県熊本市東区尾ノ上４－１９－４

9330001002045
一般競争
（総合評価）

258,854,400 233,280,000 90.10%

平成３０年度　白川渡鹿堰土砂吐改築外工事
熊本県熊本市中央区渡鹿地先
2018/09/04～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3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）

263,725,200 238,982,400 90.60%

平成３０年度　白川桜山樋管及び築堤護岸外工事
熊本県熊本市中央区黒髪地先
2018/09/06～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5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）

234,327,600 214,833,600 91.70%

平成３０年度　浜戸川走潟中流地区築堤工事
熊本県宇土市走潟町地先
2018/09/07～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6日
（株）南州土木
熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

1330001003372
一般競争
（総合評価）

218,883,600 198,936,000 90.90%

平成３０年度　浜戸川走潟上流地区築堤工事
熊本県宇土市走潟町地先
2018/09/11～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
（株）橋口組
熊本県熊本市南区良町４－１０－９８

6330001003756
一般競争
（総合評価）

236,930,400 215,568,000 91.00%

平成３０年度　緑川走潟上流地区築堤工事
熊本県宇土市走潟町地先
2018/09/12～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11日
（有）八十建設
熊本県熊本市東区新南部６－１－５３

7330002008282
一般競争
（総合評価）

261,435,600 235,980,000 90.30%

平成３０年度　緑川走潟下流地区築堤工事
熊本県宇土市走潟町地先
2018/09/12～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11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）

220,492,800 199,152,000 90.30%

平成３０年度　浜戸川走潟下流地区築堤工事
熊本県宇土市走潟町地先
2018/09/14～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
（株）雲仙建設
熊本県熊本市南区八幡５－１０－４５

8330001000438
一般競争
（総合評価）

223,171,200 201,636,000 90.40%

平成３０年度　白川明午橋迂回路撤去工事
熊本県熊本市中央区新屋敷地先
2018/09/29～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28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）

218,970,000 199,972,800 91.30%

熊本５７号　城塚地区改良４期工事
熊本県宇土市城塚町地先
2018/09/05～2019/01/31
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9月4日
五領建設（株）
熊本県熊本市東区御領６－３－５７

9330001001889
一般競争
（総合評価）

118,594,800 106,056,000 89.40%
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九州横断道（嘉島〜山都）山中地区改良２期工事
熊本県上益城郡山都町上寺地内
2018/09/11～2019/02/28
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9月10日
岩田建設（株）
熊本県下益城郡美里町遠野２６８番地１

1330001013074
一般競争
（総合評価）

46,731,600 42,660,000 91.30%

熊本河川国道事務所　熊本地震災害復旧支援業務（その３）
熊本県阿蘇市赤水〜熊本県菊池郡大津町引水
2018/09/13～2019/01/31
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9月12日
（株）アバンス
熊本県熊本市東区江津１－３－４８

2330001000204
指名競争契約
（総合評価）

20,001,600 16,740,000 83.70%

平成３０年度災害復旧熊本５７号古城地区道路改良（その５）工事
熊本県菊池郡大津町古城地先
2018/09/19～2019/03/29
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9月18日
八方・宇都宮地域維持型建設共同企業体
熊本県菊池市赤星２１１４－１

一般競争
（総合評価）

437,054,400 395,496,000 90.50%

平成３０年度災害復旧熊本５７号平川地区道路改良（その３）工事
熊本県菊池郡大津町平川地先
2018/09/20～2019/03/29
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9月19日
松本・大政地域維持型建設共同企業体
熊本県熊本市南区城南町隈庄５０５－３

一般競争
（総合評価）

401,565,600 363,960,000 90.60%

平成３０年度災害復旧熊本５７号平川地区道路改良（その４）工事
熊本県菊池郡大津町平川地先
2018/09/20～2019/03/29
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9月19日
緒方・髙野地域維持型建設共同企業体
熊本県菊池市野間口１０９７

一般競争
（総合評価）

415,638,000 380,700,000 91.60%

九州横断道（嘉島〜山都）水ノ田尾地区改良５期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2018/09/28～2019/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月27日
諫山工業（株）
熊本県熊本市中央区白山３－２－１５

3330001000310
一般競争
（総合評価）

246,855,600 222,480,000 90.10%

白川管内土砂撤去その他工事
白川出張所管内　河口（０ｋ－３５０）〜管理区間上流端（１７ｋ３００）
2018/09/20～2019/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月19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）

150,368,400 149,580,000 99.50%

平成３０年度　不法占用物件調査及び適正化業務
熊本維持出張所管内及び山鹿維持出張所管内
2018/09/28～2019/02/28
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9月27日
（株）興和測量設計
熊本県熊本市北区改寄町２１４１－１

2330001001796 指名競争契約 2,700,000 2,538,000 94.00%

平成３０年度　熊本管内道路管理データ作成業務
熊本河川国道事務所管内
2018/09/13～2019/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12日
平成３０年度熊本管内道路管理データ作成業務日本工営・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）

24,030,000 19,137,600 79.60%

平成３０年度　緑川測量業務
緑川
2018/09/28～2019/02/15
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
（総合評価）

25,812,000 20,671,200 80.10%

平成３０年度　白川測量業務
白川
2018/09/28～2019/02/15
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9月27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）

15,919,200 13,068,000 82.10%

白川桜山樋管外２件機械設備工事
熊本県熊本市中央区黒髪地先外
2018/09/14～2019/03/15
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9月13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）

32,551,200 29,484,000 90.60%

滝室坂トンネル外電気通信設備詳細設計業務
熊本県阿蘇市波野大字小地野地先〜熊本県阿蘇市一の宮坂梨地先外
2018/09/26～2019/03/11
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9月25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）

97,848,000 79,704,000 81.50%

平成３０・３１年度萩原地区護岸その他工事
熊本県八代市萩原町地先
2018/09/10～2019/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6日
（資）三共建設
熊本県八代市本町１丁目１３－２２

4330003003178
一般競争
（総合評価）

104,781,600 103,140,000 98.40%

熊本３号水俣地区改良外工事
熊本県水俣市月浦地先外
2018/09/28～2019/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月27日
（株）松下組
熊本県芦北郡芦北町湯浦２４５－１

4330001014210
一般競争
（総合評価）

250,927,200 226,800,000 90.40%

平成３０年度萩原地区河床整正その他工事
熊本県八代市萩原町萩原地先外
2018/09/04～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3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）

197,996,400 189,000,000 95.50%

平成３０年度豊水地区建物事前調査業務
熊本県菊池市泗水町豊水地内
2018/09/13～2018/12/21
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　菊池川河川事務所長　鶴﨑　秀樹
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成30年9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 1,609,200 1,533,600 95.30%

合志川改修附帯舟島橋下部工（１期）工事
熊本県熊本市北区植木町
2018/09/07～2019/03/31
一般土木工事

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

平成30年9月6日
（株）緒方建設
熊本県菊池市野間口１０９７

1330001009601
一般競争
（総合評価）

255,268,800 230,580,000 90.30%

合志川平島堰改築（４期）工事
熊本県熊本市北区植木町
2018/09/07～2019/03/31
一般土木工事

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

平成30年9月6日
（株）緒方建設
熊本県菊池市野間口１０９７

1330001009601
一般競争
（総合評価）

138,661,200 126,036,000 90.90%

合志川定期縦横断測量業務
菊池川水系合志川
2018/09/27～2019/03/15
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30年9月26日
（株）パスコ
東京都目黒区東山１－１－２

5013201004656
指名競争契約
（総合評価）

20,390,400 16,733,520 82.10%

猪郷谷土捨場場内整備工事
熊本県菊池郡大津町大字高尾野地先
2018/09/12～2019/03/31
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9月11日
佐藤企業（株）
熊本県熊本市東区尾ノ上４－１９－４

9330001002045
一般競争
（総合評価）

282,970,800 259,200,000 91.60%

立野ダム左岸上流斜面対策（中段部）工事
熊本県菊池郡大津町大字外牧地先
2018/09/27～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
（株）橋口組
熊本県熊本市南区良町４－１０－９８

6330001003756
一般競争
（総合評価）

288,597,600 259,956,000 90.10%

大分２１０号庄内登坂車線工事用地調査等業務
大分県由布市庄内町後田地内
2018/09/15～2019/02/28
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 16,372,800 15,984,000 97.60%

宮谷樋門改築工事
大分県大分市宮河内字宮谷地先
2018/09/26～2019/08/20
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9月25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）

225,331,200 207,036,000 91.90%

大分川・大野川河川整備工事
大分県大分市横瀬地先外
2018/09/28～2019/02/28
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9月27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）

83,786,400 75,600,000 90.20%



（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）

大分２１２号本耶馬渓ＩＣ西地区外地質調査業務
大分県中津市
2018/09/05～2019/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4日
（株）ソイルテック
大分県大分市大字鶴崎２００２－１

7320001001537
指名競争契約
（総合評価）

15,130,800 14,040,000 92.80%

大分２１２号本耶馬渓ＩＣ東地区外地質調査業務
大分県中津市
2018/09/05～2019/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4日
明大工業（株）
大分県別府市船小路町３－４３

4320001006613
指名競争契約
（総合評価）

21,092,400 19,980,000 94.70%

大分２１２号三光本耶馬渓道路跡田地区第１工区改良工事
大分県中津市本耶馬渓町跡田地先
2018/09/14～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13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）

93,376,800 84,672,000 90.70%

平成３０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
2018/09/12～2018/12/28
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9月11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 3,553,200 3,510,000 98.80%

天神橋外２橋橋梁補修工事
大分県由布市庄内町柿原〜大分県大分市大字横瀬
2018/09/07～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6日
（株）安部組
大分県別府市京町４－１９

1320001006178
一般競争
（総合評価）

92,556,000 82,080,000 88.70%

天ヶ瀬第一高架橋（Ｐ１１〜Ｐ１３）耐震補強外工事
大分県日田市天瀬町桜竹字岩ノ下
2018/09/19～2019/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月18日
新成建設（株）
大分県大分市大字羽屋２７９－１

4320001001358
一般競争
（総合評価）

124,902,000 113,400,000 90.80%

宮谷樋門機械設備新設工事
大分県大分市大字宮河内字宮谷地先
2018/09/05～2019/11/29
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9月4日
西田鉄工（株）
熊本県宇土市松山町４５４１

6330001012889
一般競争
（総合評価）

61,344,000 59,076,000 96.30%

尾岩地区護岸工事
大分県佐伯市弥生大字細田地先
2018/09/04～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
（株）松井組
大分県竹田市大字拝田原１８８

9320001009512
一般競争
（総合評価）

106,876,800 96,012,000 89.80%

平成３０年度　佐伯管内舗装修繕工事
大分県豊後大野市犬飼町〜豊後大野市千歳町、豊後大野市朝地町、竹田市大
2018/09/06～2019/02/28
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　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9月5日
（株）安部組
大分県別府市京町４－１９

1320001006178
一般競争
（総合評価）

53,848,800 47,790,000 88.70%

平成３０年度　佐伯管内橋梁補修外工事
佐伯市宇目、豊後大野市朝地町、竹田市大字挾田、竹田市大字会々
2018/09/19～2019/02/28
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9月18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）

112,168,800 102,600,000 91.50%

大分川ダムＣＣＴＶ設備外設置工事
大分県大分市大字下原１５４６－４　大分川ダム管理庁舎
2018/09/19～2019/03/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月18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）

118,238,400 113,400,000 95.90%

平成３０年度小丸川（高城地区）用地調査等業務
宮崎県児湯郡木城町大字高城地内
2018/09/15～2019/02/28
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 10,195,200 9,828,000 96.40%

大淀川高浜地区外堤防測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2018/09/08～2019/03/15
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　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9月7日
九州工営（株）
宮崎県宮崎市大工２－１１７

3350001000399 指名競争契約 30,402,000 29,160,000 95.90%

平成３０年度金崎地区堤防浸透対策工事
宮崎県宮崎市金崎地先
2018/09/13～2019/02/28
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9月12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）

78,548,400 71,258,400 90.70%

平成３０年度福島地区堤防浸透対策工事
宮崎県宮崎市大塚町地先
2018/09/15～2019/02/28
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9月14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）

185,490,000 171,612,000 92.50%

平成３０年度下川東上流地区浸透対策工事
宮崎県都城市下川東地先
2018/09/27～2019/02/28
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9月26日
（株）田村産業
宮崎県宮崎市福島町３－２－１

1350001001052
一般競争
（総合評価）

107,071,200 95,914,800 89.60%

本庄川岩地野地区外堤防測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2018/09/27～2019/02/28
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　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9月26日
（株）西田技術開発コンサルタント
宮崎県宮崎市大字田吉６１８６－５

8350001001269 指名競争契約 22,312,800 21,060,000 94.40%

宮崎１０号金田地区橋（その１）下部工外工事
宮崎県都城市金田地内外
2018/09/04～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3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）

114,858,000 103,302,000 89.90%

平成３０年度日南・志布志道路構造物詳細設計業務
宮崎県日南市大字益安地内
2018/09/12～2019/03/15
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　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9月11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）

22,237,200 19,440,000 87.40%

宮崎１０号都城道路２工区乙房跨道橋下部工（Ａ２）設置工事
宮崎県都城市乙房町地内
2018/09/27～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
富岡建設（株）
宮崎県日南市大字平山２２９２－４

3350001009473
一般競争
（総合評価）

128,790,000 116,640,000 90.60%

平成３０年度東九州道水文調査業務
宮崎県宮崎市〜日南市
2018/09/27～2019/03/31
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9月26日
（株）八光開発コンサルタント
宮崎県都城市都北町５５１１－２

6350001008209 指名競争契約 19,072,800 18,036,000 94.60%

平成３０年度芳ノ元Ａ・Ｂ地区地すべり観測業務
宮崎県宮崎市清武町今泉〜宮崎市大字鏡洲地内
2018/09/29～2019/03/31
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9月28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）

28,252,800 25,488,000 90.20%

平成３０年度鏡洲地区地すべり観測業務
宮崎県宮崎市清武町今泉〜宮崎市大字鏡洲地内
2018/09/29～2019/03/31
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9月28日
基礎地盤コンサルタンツ（株）
東京都江東区亀戸１－５－７

2010601036670
指名競争契約
（総合評価）

26,049,600 21,978,000 84.40%

平成３０年度芳ノ元Ｃ・Ｄ・Ｅ地区地すべり観測業務
宮崎県宮崎市清武町今泉〜宮崎市大字鏡洲地内
2018/09/29～2019/03/31
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9月28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）

21,999,600 19,440,000 88.40%

平成３０年度平田橋外橋梁耐震補強・補修工事
宮崎維持出張所管内
2018/09/21～2019/03/29
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20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）

138,337,200 129,600,000 93.70%



（別紙様式1）
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一般競争入札・指名競争の
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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３０年度高鍋大橋耐震補強工事
宮崎維持出張所管内
2018/09/21～2019/03/29
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20日
旭建設（株）
宮崎県日向市向江町１－２００

2350001005944
一般競争
（総合評価）

116,164,800 103,788,000 89.30%

古川排水機場制御設備修繕工事
宮崎県延岡市古川町地内
2018/09/15～2019/02/28
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）荏原電産
東京都大田区大森北３－２－１６

3010801001754
一般競争
（総合評価）

36,180,000 35,640,000 98.50%

宮崎１０号　財光寺中の原南地区改築工事
宮崎県日向市財光寺地先
2018/09/13～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12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）

81,788,400 73,332,000 89.70%

船倉地区（下流）護岸補修外工事
宮崎県延岡市船倉町地内外
2018/09/11～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
（株）盛武組
宮崎県延岡市北川町長井３９１４

5350001007112
一般競争
（総合評価）

84,477,600 75,816,000 89.70%

船倉地区（上流）護岸補修外工事
宮崎県延岡市船倉町地内外
2018/09/14～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
矢野建設（株）
宮崎県延岡市北方町角田丑１０５６

1350001007099
一般競争
（総合評価）

81,777,600 73,224,000 89.50%

平成３０年度　延岡管内不法占用物件調査等業務
延岡河川国道事務所管内
2018/09/14～2019/02/28
測量

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9月13日
太陽技術コンサルタント（株）
宮崎県延岡市松山町１１７０－１

4350001006833 指名競争契約 1,155,600 1,069,200 92.50%

平成３０・３１年度　鳴子大橋（Ｐ１）耐震補強工事
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草
2018/09/21～2019/05/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20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）

108,615,600 100,008,000 92.10%

平成３０年度　東九州道安全施設設置工事
宮崎県延岡市宇和田町〜宮崎県延岡市伊形町
2018/09/29～2019/02/28
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9月28日
矢野建設（株）
宮崎県延岡市北方町角田丑１０５６

1350001007099
一般競争
（総合評価）

140,022,000 136,468,800 97.50%

平成３０年度　九州中央道外安全施設設置工事
宮崎県延岡市松山町〜宮崎県延岡市岡元町
2018/09/29～2019/02/28
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9月28日
（株）南九州みかど
宮崎県宮崎市田代町１６８

3350001001975
一般競争
（総合評価）

126,964,800 116,640,000 91.90%

今西地区河道整備工事
宮崎県えびの市今西地先
2018/09/11～2019/03/15
一般土木工事

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

平成30年9月10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）

96,951,600 86,940,000 89.70%

久見崎地区上流護岸補修工事
鹿児島県薩摩川内市久見崎地先
2018/09/14～2019/03/29
一般土木工事

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

平成30年9月13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）

81,712,800 72,824,400 89.10%

久見崎地区下流護岸補修工事
鹿児島県薩摩川内市久見崎地先
2018/09/14～2019/03/29
一般土木工事

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

平成30年9月13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）

75,708,000 67,608,000 89.30%

菱刈出張所管内環境整備工事
鹿児島県姶良郡湧水町恒次地先
2018/09/14～2019/03/20
一般土木工事

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

平成30年9月13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）

82,954,800 76,032,000 91.70%

湯之尾地区環境整備工事
鹿児島県伊佐市菱刈川北地先
2018/09/21～2019/03/20
一般土木工事

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

平成30年9月20日
（株）藤井建設
鹿児島県伊佐市大口里１２６番地

5340001007518
一般競争
（総合評価）

44,366,400 39,528,000 89.10%

平成３０年度日南・志布志道路（宗妻地区外）建物調査等業務
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/09/20～2019/02/28
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9月19日
新和技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

3340001005358
指名競争契約
（総合評価）

18,360,000 14,828,400 80.80%

平成３０年度日南・志布志道路（内堀地区外）建物調査等業務
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/09/20～2019/02/28
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9月19日
（株）萩原技研
鹿児島県鹿児島市山下町１６－２０

3340001003493
指名競争契約
（総合評価）

15,714,000 12,506,400 79.60%

平成３０年度日南・志布志道路（五官仙地区外）建物調査等業務
鹿児島県志布志市志布志町地内
2018/09/20～2019/02/28
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）

14,137,200 13,878,000 98.20%

平成３０年度春松川砂防施設改築工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先
2018/09/07～2019/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6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）

209,844,000 189,000,000 90.10%

東九州道（志布志〜大崎）甚堀地区改良工事
鹿児島県志布志市有明町野井倉
2018/09/04～2019/03/29
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9月3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）

144,817,200 130,032,000 89.80%

平成３０年度日南・志布志道路（第１工区）詳細設計業務
鹿児島県志布志市志布志町
2018/09/14～2019/06/30
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9月13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）

39,549,600 31,536,000 79.70%

平成３０年度日南・志布志道路（第２工区）詳細設計業務
鹿児島県志布志市志布志町
2018/09/14～2019/06/30
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9月13日
（株）橋梁コンサルタント
東京都中央区新川１－８－６

8013301003456
指名競争契約
（総合評価）

33,285,600 26,622,000 80.00%

平成３０年度日南・志布志道路（第３工区）詳細設計業務
鹿児島県志布志市志布志町
2018/09/14～2019/06/30
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9月13日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価）

37,033,200 29,592,000 79.90%

東九州道（志布志〜大崎）蓬原跨道橋外下部工工事
鹿児島県志布志市有明町蓬原外
2018/09/14～2019/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
（株）吉留組
鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

8340001014189
一般競争
（総合評価）

128,952,000 115,560,000 89.60%

東九州道（大崎〜鹿屋）丸尾後地区（第２工区）外改良工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田
2018/09/14～2019/07/31
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30年9月13日
（株）吉留組
鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

8340001014189
一般競争
（総合評価）

299,851,200 270,000,000 90.00%

平成３０年度肝属川水系肝属川鹿屋市街部詳細設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2018/09/15～2019/01/31
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9月14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）

19,407,600 15,519,600 80.00%
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平成３０年度肝属川水系水辺現地調査（河川環境基図作成）業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2018/09/15～2019/01/31
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9月14日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢３－１５－１

7010901005494
指名競争契約
（総合評価）

20,898,000 16,642,800 79.60%

平成３０年度大隅管内ＣＣＴＶ設備設置工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先外
2018/09/21～2019/02/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20日
（株）福重電工
鹿児島県薩摩川内市青山町４０８９－１

5340001008672
一般競争
（総合評価）

53,287,200 51,300,000 96.30%

鹿児島３号東西道路田上高架橋下部工（Ｐ３〜Ｐ４）工事
鹿児島県鹿児島市田上地内
2018/09/04～2019/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
こうかき建設（株）
鹿児島県鹿児島市小野４－３－１９

1340001001607
一般競争
（総合評価）

120,884,400 107,784,000 89.20%

鹿児島３号切通地区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/09/07～2019/02/08
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9月6日
（株）小園建設
鹿児島県薩摩川内市東郷町南瀬２２１３

3340001008526
一般競争
（総合評価）

48,232,800 42,660,000 88.40%

鹿児島３号櫓木地区５工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/09/19～2019/02/08
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9月18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）

119,264,400 106,704,000 89.50%

鹿児島３号出水北ＩＣ９工区改良工事
鹿児島県出水市境町地内
2018/09/19～2019/02/08
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9月18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）

77,338,800 69,012,000 89.20%

平成３０・３１年度鹿児島国道事務所管内道路防災点検設計業務
鹿児島国道事務所管内
2018/09/12～2020/02/28
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　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9月11日
平成３０・３１年度鹿児島国道事務所管内道路防災点検設計業務
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）

45,792,000 37,044,000 80.90%

国道３号波留地区側溝整備外工事
鹿児島県阿久根市波留地先外
2018/09/21～2019/03/08
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成30年9月20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）

45,446,400 43,416,000 95.50%

平成３０年度鹿児島維持出張所管内橋梁補修外工事
鹿児島維持出張所管内
2018/09/26～2019/03/08
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　武　藤　　聡
鹿児島県鹿児島市浜町２－５

平成30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）

47,660,400 42,228,000 88.60%

武岡トンネル管理所発電設備設置工事
鹿児島県鹿児島市田上町１１００番地
2018/09/05～2019/03/15
受変電設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4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）

39,420,000 36,180,000 91.80%

南郡元地区道路照明灯設置工事
鹿児島県鹿児島市南郡元町〜東郡元町　国道225号48ｋ500〜49ｋ150
2018/09/15～2019/02/28
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30年9月14日
（株）大鹿電業
鹿児島県鹿児島市平之町８－３１

5340001002502
一般競争
（総合評価）

82,458,000 74,520,000 90.40%

筑後川ダム統管管内電気通信設備設計業務
筑後川ダム統合管理事務所
2018/09/14～2019/01/31
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
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9月13日
（株）建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

7010001042703
指名競争契約
（総合評価）

15,368,400 12,484,800 81.20%

筑後川ダム統管管内ＣＣＴＶ設備設置工事
大分県日田市大山町西大山８４９２－２松原ダム管理支所外２箇所
2018/09/15～2019/02/28
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9月14日
福岡芝浦電子（株）
福岡県福岡市南区大橋１－２－１９

3290001002096
一般競争
（総合評価）

24,170,400 23,004,000 95.20%

下筌ダム管理用制御処理設備改修工事
熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕５８２７－３　下筌ダム管理支所
2018/09/15～2019/03/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月14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）

40,597,200 40,284,000 99.20%

鶴田ダムクレストゲート塗替工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地内
2018/09/05～2019/03/15
塗装工事

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9月4日
今泉工業（株）
佐賀県西松浦郡有田町南原丁８０－８

7300001005853
一般競争
（総合評価）

35,866,800 33,480,000 93.30%

山国川管内樋門樋管遠隔監視操作設備改造外工事
大分県中津市大字高瀬地先外
2018/09/26～2019/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25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）

27,820,800 27,270,000 98.00%

小友田地区災害復旧外工事
中津市耶馬溪町小友田地先、中津市小祝地先及び築上郡上毛町百留地先
2018/09/26～2019/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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）

72,608,400 66,960,000 92.20%

森の池利活用拠点施設外建築設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2018/09/07～2019/02/28
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30年9月6日
（株）ｍ３建築事務所
福岡県福岡市西区下山門１－１２－３

7290001027817 指名競争契約 9,277,200 3,963,600 42.70%

復元建物補修外工事
国営吉野ヶ里歴史公園内
2018/09/25～2019/02/21
木造建築工事

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

平成30年9月18日
（株）中野建設
佐賀県佐賀市水ヶ江２－１１－２３

8300001000564
一般競争
（総合評価）

33,577,200 32,940,000 98.10%

佐伯税務署（３０）敷地調査業務
大分県佐伯市中村西町３番１５
2018/09/15～2018/12/10
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30年9月14日
豊國建設（株）
大分県大分市城崎町１－３－２８

4320001002496 指名競争契約 7,192,800 6,804,000 94.60%

人吉労働総合庁舎（平成３０）建築改修その他工事
熊本県人吉市下薩摩瀬町字竹原１６０２－１
2018/10/09～2019/03/22
建築工事

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30年9月27日
（株）都市建設
熊本県宇城市不知火町高良１２１０－１

6330001013144 指名競争契約 42,476,400 34,209,000 80.50%

（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。


