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令和２年度　九州地方ダム等管理フォローアップ資料作成業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７
2020/07/29～2021/03/05
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　村　山　一　弥
〒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

令和2年7月28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） 24,211,000 19,272,000 79.60%

農政局福岡市庁舎（Ｒ２）建築改修その他工事
福岡県福岡市博多区住吉3丁目17-21
2020/08/03～2021/02/16
建築工事

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　村　山　一　弥
〒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

令和2年7月20日
（有）質倹
長崎県長崎市若葉町７－１２

2310002006409
一般競争
（総合評価） 47,498,000 43,450,000 91.50%

西新法務出張所（Ｒ２）工事監理業務
福岡県福岡市早良区
2020/07/03～2021/02/04
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　村　山　一　弥
〒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

令和2年7月2日
（株）傳設計
福岡県福岡市中央区舞鶴１－６－１３

7290001003537 指名競争契約 2,860,000 2,596,000 90.80%

令和２年度筑後川河川事務所管内土地評価等業務
福岡県久留米市、大分県日田市、佐賀県佐賀市外
2020/07/28～2020/12/21
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
筑後川河川事務所長　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月27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 9,735,000 9,625,000 98.90%

令和２年度花月川吹上丸山地区土地評価業務
大分県日田市吹上町、丸山一丁目地内
2020/07/29～2021/02/26
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月28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 5,390,000 4,950,000 91.80%

筑後川長田地区堤防補強工事
福岡県朝倉市長田地先
2020/07/16～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月15日
（株）廣瀬組
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７
４－２

8290001053168
一般競争
（総合評価） 232,716,000 210,650,000 90.50%

筑後川北野地区外築堤護岸等施工計画検討業務
福岡県久留米市北野町上弓削地先外
2020/07/17～2021/02/26
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月16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） 40,139,000 32,065,000 79.90%

小石原川菅野地区堤防補強工事
福岡県三井郡大刀洗町菅野地先
2020/07/18～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月17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） 240,867,000 218,625,000 90.80%

佐田川八重津地区堤防補強工事
福岡県朝倉市八重津地先
2020/07/18～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月17日
九州環境建設（株）
福岡県久留米市津福本町１６４９－５１

4290001048626
一般競争
（総合評価） 293,535,000 265,870,000 90.60%

令和２年度筑後川及び矢部川護岸等測量設計業務
筑後川河川事務所管内
2020/07/02～2021/03/16
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月1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） 27,885,000 22,165,000 79.50%

令和２年度　筑後川水系吉井・片ノ瀬管内保全工事
吉井・片ノ瀬出張所管内
2020/07/10～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川河川事務所長　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月9日
（株）南組
福岡県小郡市松崎１６６－１

1290001050510
一般競争
（総合評価） 44,209,000 41,360,000 93.60%

新橋水門外機械設備改善設計業務
福岡県大川市大字向島外
2020/07/17～2021/02/26
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月16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） 37,862,000 30,316,000 80.10%

山ノ井上・下流排水機場外ポンプ設備改修設計業務
福岡県久留米市城島町字番所外
2020/07/17～2021/02/26
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月16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） 40,326,000 32,340,000 80.20%

矢部川高田堰外機械設備修繕工事
福岡県みやま市高田町大字開地先外
2020/07/18～2021/03/15
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月17日
佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町鉾木２２０

3230001006466
一般競争
（総合評価） 132,847,000 123,200,000 92.70%

矢部川松原堰３号ゲート更新工事
福岡県みやま市瀬高町大字本郷地先
2020/07/21～2021/03/15
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月20日
日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－７

8030001006291
一般競争
（総合評価） 260,931,000 253,000,000 97.00%

筑後川管内樋管等機械設備修繕工事
福岡県久留米市山川町神代地先外
2020/07/21～2021/03/15
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月20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） 91,619,000 85,690,000 93.50%

令和２年度　花月川丸山地区樋管詳細設計業務
大分県日田市丸山地区
2020/07/08～2021/03/15
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月7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） 33,847,000 26,983,000 79.70%

令和２年度　花月川丸山地区築堤護岸外設計業務
大分県日田市丸山地区
2020/07/08～2021/03/15
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月7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） 30,745,000 24,420,000 79.40%

令和２年度　筑後川河川事務所管内水文観測所設計業務
筑後川河川事務所管内
2020/07/21～2021/03/15
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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7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
（総合評価） 16,720,000 13,365,000 79.90%

令和２年度　赤谷川流域護岸設計外（その１）業務
筑後川河川事務所管内
2020/07/18～2021/03/31
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
筑後川河川事務所長　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月17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） 30,085,000 23,969,000 79.70%

令和２年度　赤谷川流域航空レーザ測量業務
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2020/07/18～2021/03/12
測量

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　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月17日
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町豊場殿釜２

3180001031924
指名競争契約
（総合評価） 27,346,000 21,857,000 79.90%
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令和２年度　赤谷川流域護岸設計外（その２）業務
筑後川河川事務所　九州北部豪雨復興出張所
2020/07/18～2021/03/31
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
筑後川河川事務所長　松　木　　洋　忠
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和2年7月17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） 29,282,000 23,342,000 79.70%

令和２年度遠賀川管内維持修繕測量設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2020/07/03～2021/03/15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長　柄　沢　祐　子
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

令和2年7月2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） 20,669,000 17,050,000 82.50%

令和２年度宮田管内樋管無動力化設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2020/07/03～2020/12/28
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　柄　沢　祐　子
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

令和2年7月2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） 25,817,000 20,515,000 79.50%

令和２年度飯塚管内樋管無動力化設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2020/07/03～2020/12/28
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　柄　沢　祐　子
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

令和2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） 20,240,000 16,060,000 79.30%

令和２年度遠賀川堤防監視設備設置工事
遠賀川河川事務所管内
2020/07/21～2021/03/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　遠賀川河川事務所長　柄　沢　祐　子
福岡県直方市溝堀１丁目１－１

令和2年7月20日
（株）有電社
東京都新宿区西新宿７－７－３０

1011001023797
一般競争
（総合評価） 249,997,000 225,610,000 90.20%

令和２年度２０８号酒見地区事業損失事後調査等業務
福岡県大川市大字酒見地内
2020/07/10～2021/01/29
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

令和2年7月9日
（株）久栄綜合コンサルタント
福岡県久留米市津福今町３４９－１８
久栄ビル

6290001048590 指名競争契約 9,493,000 7,447,000 78.40%

令和２年度３号東比恵地区事業損失事後調査等業務
福岡市博多区東比恵地内
2020/07/15～2021/02/26
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

令和2年7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
（総合評価） 34,749,000 29,700,000 85.50%

令和２年度３号千代地区事業損失事後調査等業務
福岡市博多区千代地内
2020/07/15～2021/02/26
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

令和2年7月14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
（総合評価） 33,638,000 28,600,000 85.00%

福岡２０１号　新城戸橋下部工（Ｐ１・Ｐ３）外工事
福岡県糟屋郡篠栗町内住地内
2020/07/08～2021/03/31
一般土木工事

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

令和2年7月7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） 150,601,000 138,600,000 92.00%

福岡２０１号　筑前山手橋下部工（Ｐ３・Ｐ４）外工事
福岡県糟屋郡篠栗町篠栗地内
2020/07/08～2021/10/29
一般土木工事

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

令和2年7月7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） 225,819,000 214,500,000 95.00%

令和２年度　今宿道路外地質調査業務
福岡県糸島市、糟屋郡篠栗町
2020/07/09～2020/12/25
地質調査業務

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

令和2年7月8日
産業開発コンサルタント（株）
福岡県福岡市東区筥松３－１３－９

2290001003153 指名競争契約 14,091,000 13,420,000 95.20%

福岡２０２号春吉橋下部工（Ｐ１）外工事
福岡県福岡市博多区中州１丁目〜中央区春吉３丁目地内
2020/07/23～2021/06/30
一般土木工事

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

令和2年7月22日
（株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－９２

4140001058111
一般競争
（総合評価） 567,622,000 513,260,000 90.40%

令和２年度　福岡国道管内交通安全対策測量設計業務
福岡国道事務所管内
2020/07/16～2021/03/12
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

令和2年7月15日
中央コンサルタンツ（株）
愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２
３

9180001026134
指名競争契約
（総合評価） 43,142,000 34,353,000 79.60%

令和２年度　福岡南部地区交通対策測量設計業務
福岡国道事務所管内
2020/07/16～2021/03/12
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

令和2年7月15日
パシフィックコンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－２２

8013401001509
指名競争契約
（総合評価） 31,779,000 25,333,000 79.70%

令和２年度　福岡南部地区交通安全調査設計業務
福岡国道事務所管内
2020/07/16～2021/03/12
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

令和2年7月15日
八千代エンジニヤリング（株）
東京都台東区浅草橋５－２０－８

2011101037696
指名競争契約
（総合評価） 24,805,000 19,690,000 79.40%

令和２年度　道の駅くるめ内装改修外工事
福岡県久留米市善導寺町木塚地内
2020/07/17～2021/02/26
建築工事

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

令和2年7月16日
（有）サヤ建設
福岡県直方市大字頓野３９２０－２

4290802020295
一般競争
（総合評価） 24,497,000 22,396,000 91.40%

令和２年度　道の駅たちばな情報施設増築外実施設計業務
福岡県八女市立花町下辺春３１５－３（道の駅たちばな内）外１箇所
2020/07/29～2020/12/18
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　福岡国道事務所長　鈴　木　　通　仁
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年7月28日
（株）ＹＳアーキテクツ
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２
－５　博多大島ビル

9290001062192 指名競争契約 8,877,000 4,708,000 53.00%

令和２年度　福岡国道管内道路附属物点検業務
福岡国道事務所管内
2020/07/16～2021/02/26
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

令和2年7月15日
西日本建技（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３
－６

4290001015329
指名競争契約
（総合評価） 45,716,000 36,905,000 80.70%

令和２年度　福岡国道管内共同溝点検業務
福岡国道事務所管内
2020/07/16～2021/02/26
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

令和2年7月15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） 43,604,000 34,947,000 80.10%

令和２年度　福岡北部地区橋梁補修工事
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗地先外
2020/07/21～2021/03/12
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

令和2年7月20日
飯田建設（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１
４

1290001074807
一般競争
（総合評価） 160,325,000 156,200,000 97.40%

令和２年度　福岡維持管内橋梁補修工事
福岡県太宰府市五条３丁目地先外
2020/07/22～2021/03/12
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

令和2年7月21日
日本乾溜工業（株）
福岡県福岡市東区馬出１－１１－１１

1290001028382
一般競争
（総合評価） 104,896,000 99,000,000 94.40%
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福岡３号黒崎地区舗装外工事
福岡県北九州市八幡西区筒井町地先
2020/07/09～2021/03/15
アスファルト舗装工事

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

令和2年7月8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） 107,734,000 97,768,000 90.70%

令和２年度本谷高架橋橋梁詳細設計業務
福岡県飯塚市内住
2020/07/15～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7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） 54,098,000 43,120,000 79.70%

令和２年度赤松尾橋橋梁詳細設計業務
福岡県飯塚市内住
2020/07/15～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月14日
大日本コンサルタント（株）
東京都千代田区神田練塀町３００

8013301006938
指名競争契約
（総合評価） 65,791,000 52,415,000 79.70%

令和２年度黒崎西ランプ橋（Ａ１ーＲＰ２）橋梁詳細設計外業務
福岡県北九州市八幡西区筒井町
2020/07/15～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月14日
中央コンサルタンツ（株）
愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２
３

9180001026134
指名競争契約
（総合評価） 71,346,000 57,002,000 79.90%

令和２年度九郎原トンネル詳細設計業務
福岡県飯塚市内住
2020/07/15～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月14日
（株）エイト日本技術開発
岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１

7260001000735
指名競争契約
（総合評価） 31,119,000 24,915,000 80.10%

福岡２０１号久保山橋下部工（Ｐ２・Ａ２）工事
福岡県飯塚市内住地先
2020/07/16～2021/03/31
一般土木工事

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

令和2年7月15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） 115,643,000 107,800,000 93.20%

令和２年度北九州国道管内交通実態調査業務
北九州国道事務所管内
2020/07/23～2021/03/15
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月22日
（株）東亜コンサルタント
福岡県福岡市博多区東比恵３－２８－１
０

2290001014828 指名競争契約 8,657,000 6,776,000 78.30%

令和２年度行橋筑豊管内道路修繕設計外業務
行橋維持出張所および筑豊維持出張所管内
2020/07/17～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月16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） 34,859,000 27,742,000 79.60%

令和２年度北九州国道管内道路修繕設計外業務
北九州国道事務所管内
2020/07/17～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月16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） 30,602,000 24,442,000 79.90%

令和２年度北九州国道管内橋梁補修外工事
行橋・筑豊維持出張所管内
2020/08/03～2021/03/10
維持修繕工事

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

令和2年7月27日
岡本土木（株）
福岡県北九州市小倉北区貴船町９－１
３

6290801000486
一般競争
（総合評価） 164,945,000 155,100,000 94.00%

令和２年度北九州国道管内交通安全施設整備工事
福岡県田川市夏吉地先外
2020/07/08～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月7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） 167,321,000 149,490,000 89.30%

北九州国道管内簡易型発電設備設置工事
福岡県飯塚市内住地先外
2020/07/17～2021/01/29
受変電設備工事

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

令和2年7月16日
若戸電設（株）
福岡県北九州市戸畑区千防２－６－３

5290801004026
一般競争
（総合評価） 44,649,000 43,186,000 96.70%

福岡１０号辻垣地区歩道設置外工事
福岡県行橋市辻垣地先外
2020/07/23～2021/02/26
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　谷　川　征　嗣
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和2年7月22日
岡本土木（株）
福岡県北九州市小倉北区貴船町９－１
３

6290801000486
一般競争
（総合評価） 142,934,000 138,600,000 97.00%

令和２年度牛津川池上地区（その３）用地調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/14～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月13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 31,878,000 29,700,000 93.20%

令和２年度牛津川池上地区（その６）用地調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/14～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月13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 36,058,000 34,100,000 94.60%

令和２年度牛津川池上地区（その７）用地調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/16～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月15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 37,070,000 29,755,000 80.30%

令和２年度牛津川池上地区（その４）用地調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/16～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月15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 35,827,000 28,732,000 80.20%

令和２年度牛津川池上地区（その１）用地調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/16～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月15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 32,329,000 25,883,000 80.10%

令和２年度牛津川池上地区（その２）用地調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/16～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月15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 33,132,000 26,543,000 80.10%

令和２年度牛津川池上地区（その５）用地調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/31～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月30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 35,486,000 28,457,000 80.20%

令和２年度武雄河川事務所管内用地調査点検等技術業務
佐賀県武雄市
2020/07/02～2021/03/31
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　武雄河川事務所長　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月1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
一般競争
（総合評価） 10,527,000 9,900,000 94.00%
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令和２年度嘉瀬川荻野地区外事業損失事前調査業務
佐賀県佐賀市嘉瀬町荻野地区及び佐賀市久保田町新田地内
2020/07/17～2020/12/18
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　武雄河川事務所長　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月16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 9,823,000 7,711,000 78.50%

令和２年度嘉瀬川嘉瀬地区外事業損失事前調査業務
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五及び大和町大字東山田地内
2020/07/17～2020/12/18
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　武雄河川事務所長　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月16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 9,724,000 9,240,000 95.00%

令和２年度　武雄河川事務所管内測量設計業務
武雄河川事務所管内
2020/07/23～2021/03/15
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月22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） 38,192,000 31,526,000 82.50%

令和２・３年度厳木ダム予備ゲート開閉装置修繕工事
佐賀県唐津市厳木町広瀬地先
2020/07/08～2022/03/18
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月7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） 91,619,000 85,965,000 93.80%

六角川水系河川環境基図作成調査外業務
佐賀県武雄市
2020/07/03～2021/03/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月2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） 22,451,000 17,875,000 79.60%

令和２年度牛津川右原地区地質調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/09～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月8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 34,067,000 28,292,000 83.00%

令和２年度牛津川山崎地区地質調査業務
武雄河川事務所管内
2020/07/09～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月8日
西日本総合コンサルタント（株）
佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉３１
１４－３

8300001000630 指名競争契約 34,408,000 28,657,200 83.30%

令和２年度牛津川山崎地区外測量業務
武雄河川事務所管内
2020/07/31～2021/02/26
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　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月30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 23,859,000 19,019,000 79.70%

令和２年度武雄河川事務所管内発電設備設置工事
佐賀県小城市牛津町外
2020/07/04～2021/01/29
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　武雄河川事務所長　藤　本　　幸　司
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和2年7月3日
（有）南海電気サービス
宮崎県宮崎市大字新名爪１０８７－４

1350002003254
一般競争
（総合評価） 84,238,000 75,625,000 89.80%

令和２年度六角川外堤防監視設備設置工事
佐賀県武雄市武雄町外
2020/07/21～2021/02/26
通信設備工事

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

令和2年7月20日
日米電子（株）
福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

8290001009483
一般競争
（総合評価） 296,582,000 271,700,000 91.60%

令和２年度伊万里道路永山地区事業損失事前調査業務
佐賀県伊万里市大坪町永山地内
2020/07/18～2020/12/18
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月17日
（株）大建補償コンサルタント
福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３　４
階

9290001008443 指名競争契約 9,801,000 9,405,000 96.00%

令和２年度　伊万里高架橋（八谷搦地区）橋梁詳細設計業務
佐賀県伊万里市二里町八谷搦地先
2020/07/02～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月1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） 103,202,000 82,225,000 79.70%

令和２年度　佐賀国道管内改築事業設計及び測量業務
佐賀国道事務所管内
2020/07/02～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月1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） 30,767,000 24,398,000 79.30%

令和２年度　高田川橋詳細設計業務
佐賀県伊万里市山代町久原地先
2020/07/02～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月1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） 58,949,000 46,959,000 79.70%

令和２年度　佐賀国道管内改築事業構造物設計外業務
佐賀国道事務所管内
2020/07/04～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月3日
大日本コンサルタント（株）
東京都千代田区神田練塀町３００

8013301006938
指名競争契約
（総合評価） 29,095,000 23,375,000 80.30%

令和２年度　湯ノ谷川橋詳細設計業務
佐賀県伊万里市山代町峰地先
2020/07/04～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月3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） 40,568,000 32,340,000 79.70%

佐賀４９７号木須地区改良工事
佐賀県伊万里市木須町地先
2020/09/01～2021/01/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月8日
（株）岸本組
佐賀県唐津市竹木場５２０６－８２

7300001007437
一般競争
（総合評価） 83,941,000 74,690,000 89.00%

令和２年度　伊万里松浦道路福川内高架橋予備設計業務
佐賀県伊万里市山代町楠久
2020/07/04～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月3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） 17,061,000 13,640,000 79.90%

令和２年度佐賀管内道路管理データ作成業務
佐賀国道事務所管内
2020/07/02～2021/02/12
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月1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） 18,931,000 15,092,000 79.70%

佐賀国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
佐賀国道事務所管内
2020/07/17～2021/02/26
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月16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） 80,014,000 73,194,000 91.50%

厳木地区外道路情報表示設備設置工事
佐賀県唐津市厳木町中島地先外
2020/07/21～2021/02/26
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月20日
コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区前田町１００

6080101015719
一般競争
（総合評価） 157,564,000 142,065,000 90.20%
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開成地区電線共同溝詳細設計業務
佐賀国道事務所管内
2020/07/23～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月22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） 25,168,000 20,790,000 82.60%

有田トンネル照明設備設置工事
佐賀県西松浦郡有田町　有田トンネル
2020/08/01～2021/02/26
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月31日
大久保電機（株）
佐賀県鹿島市中村宮前１６０２－３

4300001004890
一般競争
（総合評価） 122,342,000 113,300,000 92.60%

令和２年度　佐賀国道管内横断歩道橋補修設計外業務
佐賀国道事務所管内
2020/07/04～2021/02/26
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月3日
ジーアンドエスエンジニアリング（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

1290001013608
指名競争契約
（総合評価） 36,036,000 28,787,000 79.90%

令和２・３年度　鳥栖管内橋梁点検外業務
鳥栖維持出張所管内(３４号・２０３号・２０８号)
2020/07/14～2021/12/27
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月13日
日本工営（株）
東京都千代田区九段北１－１４－６

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 74,129,000 59,180,000 79.80%

令和２・３年度　武雄管内橋梁点検外業務
武雄維持出張所管内(３４号・３５号・２０２号)
2020/07/14～2021/12/27
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月13日
大日本コンサルタント（株）
東京都千代田区神田練塀町３００

8013301006938
指名競争契約
（総合評価） 52,239,000 41,712,000 79.80%

呼子大橋舗装修繕外工事
佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦地先
2020/07/18～2020/12/25
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月17日
唐津土建工業（株）
佐賀県唐津市二夕子２－７－５１

1300001007260
一般競争
（総合評価） 68,442,000 60,830,000 88.90%

令和２・３年度　国道４９７号西九州自動車道橋梁点検外業務
唐津・武雄維持出張所管内
2020/07/21～2021/12/27
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月20日
ジーアンドエスエンジニアリング（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

1290001013608
指名競争契約
（総合評価） 63,030,000 50,589,000 80.30%

令和２・３年度　唐津管内橋梁点検外業務
唐津維持出張所管内
2020/07/22～2021/12/27
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年7月21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） 52,107,000 41,580,000 79.80%

令和２年度城原川ダム用地調査等（その１）業務
佐賀県神埼市広滝外地内
2020/07/16～2021/02/15
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　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月15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 32,164,000 30,580,000 95.10%

令和２年度城原川ダム用地調査等（その２）業務
佐賀県神埼市広滝地内
2020/07/16～2021/02/26
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　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月15日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

2330001001086 指名競争契約 24,596,000 23,100,000 93.90%

令和２年度城原川ダム用地調査等（その３）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝外地内
2020/07/23～2021/02/26
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　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月22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 33,044,000 31,350,000 94.90%

令和２年度佐賀導水路外流量観測業務
佐賀県佐賀市金立町大字千布地先外
2020/07/14～2021/03/31
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月13日
（株）島内エンジニア
佐賀県佐賀市水ヶ江２－４－１７

1300001000323 指名競争契約 18,238,000 17,380,000 95.30%

令和２年度佐賀導水路液状化対策検討外業務
佐賀県佐賀市外
2020/07/17～2021/01/29
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　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月16日
（株）エイト日本技術開発
岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１

7260001000735
指名競争契約
（総合評価） 21,703,000 17,501,000 80.60%

令和２年度　城原川上流域流量観測業務
佐賀県神埼市
2020/07/14～2021/03/31
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月13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 7,579,000 7,150,000 94.30%

令和２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
2020/07/16～2020/12/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月15日
応用地質（株）
東京都千代田区神田美土代町７番地

2010001034531
指名競争契約
（総合評価） 41,789,000 34,650,000 82.90%

令和２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
2020/07/16～2020/12/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月15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） 41,767,000 34,738,000 83.20%

令和２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
2020/07/17～2020/12/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和2年7月16日
中央開発（株）
東京都新宿区西早稲田３－１３－５

5011101012993
指名競争契約
（総合評価） 35,739,000 29,535,000 82.60%

令和２年度松浦佐々道路佐々地区外補償説明等業務
長崎県佐世保市江迎町外地内
2020/07/04～2021/02/26
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

令和2年7月3日
扇精光コンサルタンツ（株）
長崎県長崎市田中町５８５－４

7310001000283
指名競争契約
（総合評価） 19,195,000 15,026,000 78.30%

令和２年度松浦佐々道路江迎町根引地区外補償説明等業務
長崎県佐世保市江迎町外地内
2020/07/04～2021/02/26
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

令和2年7月3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） 19,778,000 15,477,000 78.30%

令和２年度松浦佐々道路江迎町奥川内地区外補償説明等業務
長崎県佐世保市江迎町外地内
2020/07/17～2021/02/26
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

令和2年7月16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） 14,124,000 11,055,000 78.30%

令和２年度松浦佐々道路佐々地区外物件調査等業務
長崎県佐世保市江迎町外地内
2020/07/17～2021/02/26
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

令和2年7月16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） 17,061,000 13,640,000 79.90%
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長崎４９７号松浦地区１工区改良工事
長崎県松浦市志佐町地先
2020/07/02～2021/03/19
一般土木工事

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

令和2年7月1日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 131,725,000 117,689,000 89.30%

長崎３４号新日見トンネル内付属物設置外工事
長崎県長崎市芒塚地先から本河内地先
2020/07/03～2021/01/31
維持修繕工事

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

令和2年7月2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） 111,078,000 99,435,600 89.50%

令和２年度乱橋地区地質調査業務
長崎県佐世保市江迎町地先
2020/07/08～2021/01/29
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

令和2年7月7日
（株）長崎地研
長崎県佐世保市柚木元町２１９２番地

1310001005791
一般競争
（総合評価） 8,151,000 6,873,900 84.30%

令和２年度松浦佐々道路測量業務
長崎県松浦市志佐町〜北松浦郡佐々町地先
2020/07/16～2021/02/26
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

令和2年7月15日
Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント（株）
長崎県佐世保市田原町９－１５

4310001005772 指名競争契約 16,632,000 14,960,000 89.90%

本明川ダム工事用道路古場地区外改良２期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2020/07/21～2021/02/26
一般土木工事

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

令和2年7月20日
宅島建設（株）
長崎県雲仙市小浜町南本町７－２２

1310001008514
一般競争
（総合評価） 130,141,000 116,160,000 89.30%

本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2020/08/03～2021/12/28
一般土木工事

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

令和2年7月20日
宅島建設（株）
長崎県雲仙市小浜町南本町７－２２

1310001008514
一般競争
（総合評価） 185,801,000 166,540,000 89.60%

令和２年度本明川ダム調査設計検討業務
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2020/07/29～2021/02/26
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

令和2年7月28日
（株）ウヱノ
長崎県長崎市宿町１６３－６

7310001000192 指名競争契約 22,891,000 17,809,000 77.80%

令和２年度長崎河川国道管内道路管理データベース更新業務
長崎河川国道事務所管内
2020/07/29～2021/02/26
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

令和2年7月28日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２５－４１

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 12,771,000 10,186,000 79.80%

令和２年度雲仙地区電線共同溝予備設計外業務
長崎河川国道事務所管内
2020/07/29～2021/03/31
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

令和2年7月28日
ジーアンドエスエンジニアリング（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

1290001013608
指名競争契約
（総合評価） 36,707,000 29,447,000 80.20%

令和２年度　佐世保地区地質調査業務
長崎県佐世保市大和町
2020/07/29～2021/02/26
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

令和2年7月28日
（株）ウヱノ
長崎県長崎市宿町１６３－６

7310001000192 指名競争契約 10,978,000 8,888,000 81.00%

佐世保管内防災外工事
佐世保国道維持出張所管内
2020/08/01～2021/02/26
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

令和2年7月31日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 106,183,000 102,465,000 96.50%

令和２年度　本明川水系河川水辺の国勢調査（底生動物）業務
長崎県諫早市
2020/07/04～2021/03/15
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

令和2年7月3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） 15,235,000 12,122,000 79.60%

令和２年度本明川ダム左岸部地質調査業務
長崎県諫早市富川町外
2020/07/04～2021/02/26
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

令和2年7月3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） 42,570,000 35,255,000 82.80%

令和２年度本明川堤防監視設備設置工事
長崎県諫早市八天町２０－１５諫早出張所外
2020/07/22～2021/02/26
通信設備工事

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

令和2年7月21日
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都文京区後楽２－６－１

6010001135680
一般競争
（総合評価） 194,128,000 175,230,000 90.30%

仲沖救急排水機場ポンプ用発電装置更新工事
長崎県諫早市仲沖町地先
2020/07/22～2021/05/31
機械設備工事

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

令和2年7月21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） 71,797,000 66,220,000 92.20%

令和２年度　雲仙岳レーザー測量業務
長崎県島原市
2020/07/02～2021/02/26
測量

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

令和2年7月1日
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町豊場殿釜２

3180001031924
指名競争契約
（総合評価） 27,159,000 21,890,000 80.60%

令和２年度　島原半島北部航空レーザー測量外業務
長崎県島原市
2020/07/02～2021/02/26
測量

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

令和2年7月1日
アジア航測（株）
東京都新宿区西新宿６－１４－１　新宿
グリーンタワービル

6011101000700
指名競争契約
（総合評価） 44,869,000 37,202,000 82.90%

令和２年度　島原半島南部航空レーザー測量外業務
長崎県島原市
2020/07/02～2021/02/26
測量

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

令和2年7月1日
（株）パスコ
東京都目黒区青葉台３－１０－１

5013201004656
指名競争契約
（総合評価） 47,366,000 40,480,000 85.50%

令和２年度国道３号植木バイパス用地関係図書作成業務
熊本県熊本市北区植木町地先外
2020/07/29～2021/02/26
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年7月28日
扇精光コンサルタンツ（株）
長崎県長崎市田中町５８５－４

7310001000283
指名競争契約
（総合評価） 8,261,000 7,370,000 89.20%

令和２年度浜戸川上流築堤護岸設計測量業務
熊本河川国道事務所管内
2020/07/31～2021/02/26
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

令和2年7月30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） 35,255,000 28,050,000 79.60%

九州中央道　戸ノ上地区改良７期工事
熊本県上益城郡山都町金内地内
2020/07/21～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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

令和2年7月20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） 104,522,000 93,500,000 89.50%



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）

九州中央道　西原地区改良１５期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2020/07/28～2021/07/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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

令和2年7月27日
明治建設（株）
熊本県熊本市南区近見６－３－２０

1330001004643
一般競争
（総合評価） 137,907,000 123,310,000 89.40%

令和２年度　滝室坂道路修正設計業務
熊本県阿蘇市
2020/07/30～2021/02/28
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

令和2年7月29日
（株）オリエンタルコンサルタンツ
東京都渋谷区本町

4011001005165
指名競争契約
（総合評価） 15,191,000 12,155,000 80.00%

令和２年度　熊本・阿蘇管内道路附属物等点検業務
熊本・阿蘇国道維持出張所管内
2020/07/31～2021/02/26
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

令和2年7月30日
（株）熊本建設コンサルタント
熊本県熊本市東区榎町１６－５２

6330001001405
指名競争契約
（総合評価） 37,873,000 30,855,000 81.50%

令和２年度　八代管内道路附属物等点検業務
八代維持出張所及び八代河川国道事務所管内
2020/07/31～2021/02/26
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

令和2年7月30日
（株）建設プロジェクトセンター
熊本県熊本市北区弓削４－１８－１（８０
２号）

9330001001708
指名競争契約
（総合評価） 37,587,000 30,800,000 81.90%

令和２年度　国道３号道路附属物等点検業務
熊本河川国道事務所管内
2020/07/31～2021/02/26
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

令和2年7月30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
（総合評価） 37,279,000 30,569,000 82.00%

令和２年度　国道５７号道路附属物等点検業務
熊本維持出張所管内
2020/07/31～2021/02/26
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

令和2年7月30日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

2330001001086
指名競争契約
（総合評価） 36,498,000 29,920,000 82.00%

令和２年度熊本管内交通安全施設等測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2020/07/30～2021/02/26
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

令和2年7月29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） 34,529,000 28,820,000 83.50%

令和２年度　三本松堰管理橋詳細設計業務
白川下流
2020/07/31～2021/03/15
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

令和2年7月30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） 43,472,000 34,760,000 80.00%

令和２年度　白川管内築堤護岸等設計検討業務
白川管内
2020/07/31～2021/01/29
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　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

令和2年7月30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） 32,329,000 25,795,000 79.80%

令和２年度　緑川管内河道測量設計（その２）業務
緑川水系
2020/07/31～2021/02/26
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

令和2年7月30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） 17,446,000 13,860,000 79.40%

令和２年度　緑川管内河道測量設計（その１）業務
緑川水系
2020/07/31～2021/02/26
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

令和2年7月30日
令和２年度緑川管内河道測量設計（そ
の１）業務日本工営・有明測量開発社設
計共同体

指名競争契約
（総合評価） 22,275,000 17,644,000 79.20%

令和２年度　熊本管内電気通信設備詳細設計業務
熊本河川国道事務所管内
2020/07/21～2021/01/29
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　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

令和2年7月20日
電設コンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－６

9010001023230
指名競争契約
（総合評価） 41,547,000 33,660,000 81.00%

球磨川改修植柳新町地区外事業損失事前調査業務
熊本県八代市植柳新町外
2020/07/03～2020/10/30
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　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和2年7月2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 9,735,000 9,350,000 96.00%

令和２年度国道５７号宇土道路網津地区外用地調査等業務
熊本県宇土市網津町〜熊本県宇土市上網田町地内
2020/07/03～2021/01/29
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　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和2年7月2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 14,619,000 13,860,000 94.80%

熊本５７号城塚地区改良７期工事
熊本県宇土市城塚町地先
2020/07/10～2021/02/26
一般土木工事

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

令和2年7月9日
三洲建設（株）
熊本県宇城市三角町波多２８８６－９

6330001013111
一般競争
（総合評価） 279,455,000 251,130,000 89.90%

令和２年度　芦北出水道路（出水地区）地下水調査業務
鹿児島県出水市
2020/07/11～2021/03/31
地質調査業務

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

令和2年7月10日
（株）アーステクノ
鹿児島県鹿児島市新栄町２６－６

8340001000206 指名競争契約 11,539,000 9,350,000 81.00%

令和２年度　芦北出水道路（水俣地区）外測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2020/07/23～2021/01/29
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　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和2年7月22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） 33,979,000 27,005,000 79.50%

令和２年度　宇土道路外測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2020/07/23～2021/03/15
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　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和2年7月22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） 26,290,000 20,867,000 79.40%

令和２年度球磨川管内掘削伐採外工事
熊本県球磨郡相良村地先外
2020/07/07～2021/03/30
維持修繕工事

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

令和2年7月6日
丸昭建設（株）
熊本県人吉市西間上町２４７９－１

4330001016000
一般競争
（総合評価） 150,458,000 136,400,000 90.70%

令和２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
2020/07/30～2021/03/19
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　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和2年7月29日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 22,770,000 19,250,000 84.50%

令和２年度球磨川水系水文資料整理業務
球磨川流域
2020/07/17～2021/03/19
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　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和2年7月16日
建設情報コンサルタンツ（株）
鹿児島県薩摩川内市宮内町４１２５－２

3340001008492 指名競争契約 9,306,000 7,029,000 75.50%
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球磨川上流域航空レーザ計測業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2020/07/16～2021/03/31
測量

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　竹　村　雅　樹
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和2年7月15日
アジア航測（株）
東京都新宿区西新宿６－１４－１　新宿
グリーンタワービル

6011101000700
指名競争契約
（総合評価） 88,968,000 72,589,000 81.60%

熊本県中部航空レーザ計測業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2020/07/16～2021/02/26
測量

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　竹　村　雅　樹
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和2年7月15日
（株）タナカコンサルタント
北海道苫小牧市新開町２－１－３

8430001053211
指名競争契約
（総合評価） 84,634,000 69,080,000 81.60%

川辺川上流流域砂防堰堤補修設計業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2020/07/31～2021/03/12
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所長　竹　村　雅　樹
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和2年7月30日
川辺川上流流域砂防堰堤補修設計業
務日本工営・萩原技研設計共同体

指名競争契約
（総合評価） 20,856,000 16,687,000 80.00%

川辺川中流流域砂防堰堤補修設計業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2020/07/31～2021/03/12
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所長　竹　村　雅　樹
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和2年7月30日
砂防エンジニアリング（株）
埼玉県川越市富士見町３１番９

7030001054845
指名競争契約
（総合評価） 19,063,000 15,191,000 79.70%

令和２年度山城地区外事業損失調査等業務
菊池川河川事務所管内
2020/07/03～2021/02/10
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年7月2日
（株）中原総合鑑定所
鹿児島県鹿児島市鴨池１－７－８

7340001003102
指名競争契約
（総合評価） 10,197,000 7,986,000 78.30%

前原地区河道掘削工事
熊本県玉名郡和水町前原地先
2020/07/04～2020/12/21
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　杉町　英明
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和2年7月3日
（有）古田建設
熊本県山鹿市久原２８７－３

6330002018704
一般競争
（総合評価） 125,840,000 121,000,000 96.20%

小原地区河道掘削工事
熊本県山鹿市小原地先
2020/07/07～2020/12/21
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　杉町　英明
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和2年7月6日
（株）八方建設
熊本県菊池市赤星２１１４－１

2330001009674
一般競争
（総合評価） 157,960,000 141,820,800 89.80%

下津原下流地区河道掘削工事
熊本県玉名郡和水町下津原地先
2020/07/10～2020/12/21
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　杉町　英明
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和2年7月9日
（株）中川組
熊本県玉名市河崎７９３－３

1330001011474
一般競争
（総合評価） 116,039,000 107,800,000 92.90%

合志川山城堰改築（二期）工事
熊本県熊本市北区植木町米塚地先
2020/07/22～2021/07/30
一般土木工事

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

令和2年7月21日
（株）福田組
新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１
０

9110001004880
一般競争
（総合評価） 565,510,000 513,700,000 90.80%

令和２年度山鹿大堰放流警報設備更新工事
熊本県山鹿市志々岐１０－２　山鹿出張所外
2020/07/04～2021/02/26
通信設備工事

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

令和2年7月3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） 89,507,000 84,480,000 94.40%

令和２年度菊池川・八代管内電気通信設備詳細設計業務
熊本県山鹿市山鹿１７８　菊池川河川事務所　外
2020/07/21～2021/01/29
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　菊池川河川事務所長　杉町　英明
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和2年7月20日
電設コンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－６

9010001023230
指名競争契約
（総合評価） 34,639,000 28,270,000 81.60%

令和２年度竜門ダム法面災害復旧工事
熊本県菊池市龍門地先
2020/07/30～2021/02/28
一般土木工事

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

令和2年7月29日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 83,050,000 76,890,000 92.60%

令和２年度　迫間川測量設計業務
菊池川河川事務所管内
2020/07/17～2021/01/29
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　菊池川河川事務所長　杉町　英明
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和2年7月16日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 13,068,000 10,340,000 79.10%

令和２年度赤瀬川１外砂防用地調査等業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内外
2020/07/28～2021/01/29
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本復興事務所長　大　榎　　謙
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３５７４番地

令和2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 22,715,000 22,000,000 96.90%

上の小屋川２砂防堰堤新設（２期）工事
熊本県阿蘇市上の小屋地内
2020/07/20～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本復興事務所長　大　榎　　謙
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３５７４番地

令和2年7月6日
（株）土井組
熊本県八代市鏡町有佐２２６

9330001013868
一般競争
（総合評価） 270,061,000 259,600,000 96.10%

令和２年度阿蘇地域砂防堰堤予備設計（その２）業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村
2020/07/16～2021/02/28
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　熊本復興事務所長　大　榎　　謙
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３５７４番地

令和2年7月15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） 19,866,000 15,884,000 80.00%

令和２年度阿蘇地域砂防堰堤予備設計（その１）業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村
2020/07/16～2021/02/28
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　熊本復興事務所長　大　榎　　謙
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３５７４番地

令和2年7月15日
アジア航測（株）
東京都新宿区西新宿６－１４－１　新宿
グリーンタワービル

6011101000700
指名競争契約
（総合評価） 25,894,000 20,658,000 79.80%

大野川種具地区根固設置外工事
大分県大分市種具地先外
2020/08/01～2021/01/08
一般土木工事

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

令和2年7月31日
下村建設（株）
大分県宇佐市安心院町下毛１８９０－１

8320001007748
一般競争
（総合評価） 119,240,000 114,180,000 95.80%

大分２１２号三光本耶馬渓道路長野橋下部工（Ｐ４・Ａ２）工事
大分県中津市本耶馬渓町落合地先
2020/07/02～2021/06/30
一般土木工事

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

令和2年7月1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） 116,622,000 104,500,000 89.60%

大分２１２号三光本耶馬渓道路上ツル地区第１工区改良外工事
大分県中津市本耶馬渓町落合地先
2020/07/11～2021/02/26
一般土木工事

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

令和2年7月10日
梅林建設（株）
大分県大分市舞鶴町１－３－１８

3320001000575
一般競争
（総合評価） 84,854,000 76,450,000 90.10%

令和２年度大分管内電線共同溝地質調査業務
大分河川国道事務所管内
2020/07/11～2021/01/29
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月10日
九州特殊土木（株）
大分県豊後高田市高田２８７８

6320001007790 指名競争契約 7,139,000 6,820,000 95.50%
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大分１０号高江拡幅鴛野地区（第２工区）改良工事
大分県大分市鴛野地先
2020/08/01～2021/06/30
一般土木工事

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

令和2年7月17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） 126,214,000 113,575,000 90.00%

令和２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
2020/07/31～2021/02/26
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月30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） 19,239,000 15,290,000 79.50%

令和２年度中津維持管内東部地区舗装補修工事
大分県速見郡日出町大字藤原地先〜日出町大字片向地先
2020/07/02～2020/11/13
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月1日
谷川建設工業（株）
大分県佐伯市常盤南町８－３３

9320001009000
一般競争
（総合評価） 101,552,000 89,650,000 88.30%

令和２年度大分維持管内中部地区舗装補修工事
大分県大分市生石港町地先〜大分市顕徳町地先
2020/07/04～2020/12/11
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月3日
前田道路（株）
東京都品川区大崎１－１１－３

6010701009184
一般競争
（総合評価） 163,625,000 158,400,000 96.80%

令和２年度日田国道維持管内東部地区舗装補修工事
大分県由布市湯布院町大字川西地先〜由布市湯布院町大字下湯
平地先
2020/07/04～2020/11/13

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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月3日
西日本土木（株）
大分県豊後高田市新地１０７１

4320001007842
一般競争
（総合評価） 92,433,000 81,950,000 88.70%

九重地区橋梁補修外工事
大分県玖珠郡九重町大字粟野地先〜玖珠郡九重町大字野上地先
2020/07/14～2021/02/26
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月13日
（株）大鐵
大分県大字日吉原１ー８

8320001001651
一般競争
（総合評価） 157,069,000 153,340,000 97.60%

令和２年度中津維持管内西部地区橋梁点検業務
中津維持出張所管内
2020/07/17～2021/02/15
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月16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） 22,484,000 18,040,000 80.20%

令和２年度日田国道維持管内西部地区橋梁点検業務
日田国道維持出張所管内
2020/07/17～2021/02/15
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月16日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市田中町１－１－８

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 20,284,000 16,610,000 81.90%

令和２年度中津・大分維持管内横断歩道橋補修設計業務
中津維持出張所、大分維持出張所管内
2020/07/18～2020/12/11
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
大分河川国道事務所長　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月17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） 20,856,000 16,643,000 79.80%

令和２年度日田国道・大分維持管内横断歩道橋補修設計業務
日田国道維持出張所、大分維持出張所管内
2020/07/18～2020/12/11
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
大分河川国道事務所長　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月17日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市田中町１－１－８

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 24,068,000 19,195,000 79.80%

令和２・３年度中津・大分維持管内橋梁点検業務
中津維持出張所、大分維持出張所管内
2020/07/18～2021/12/13
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月17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） 36,168,000 29,040,000 80.30%

令和２・３年度大分・日田国道維持管内橋梁点検業務
大分維持出張所、日田国道維持出張所管内
2020/07/18～2021/12/13
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月17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） 34,287,000 28,644,000 83.50%

令和２年度大分河川国道管内道路防災点検診断外業務
大分河川国道事務所管内
2020/08/01～2021/02/26
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月31日
応用地質（株）
東京都千代田区神田美土代町７番地

2010001034531
指名競争契約
（総合評価） 20,009,000 16,478,000 82.40%

令和２年度神崎交差点改良外工事
大分県大分市大字神崎地先外
2020/07/02～2021/02/19
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月1日
大道産業（株）
大分県大分市向原沖１－２－６２

2320001000725
一般競争
（総合評価） 108,108,000 99,000,000 91.60%

令和２年度広瀬交差点改良工事
大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑地内
2020/07/23～2021/02/19
一般土木工事

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

令和2年7月22日
（株）谷組
大分県日田市大字日高３０４０

9320001010057
一般競争
（総合評価） 103,818,000 98,780,000 95.10%

令和２年度大分管内交通安全施設整備工事
大分河川国道事務所管内
2020/07/28～2021/02/19
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月27日
（株）ジョーナン
大分県大分市永興１－４－１

8320001001412
一般競争
（総合評価） 148,324,000 132,946,000 89.60%

令和２年度大分川ダム試験湛水点検等管理支援業務
大分県大分市大字下原１５４６－４（ななせダム管理庁舎）
2020/08/01～2021/01/31
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月31日
（株）九州建設計画エンジニアリング
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９
－３

9290001067547
一般競争
（総合評価） 51,260,000 48,400,000 94.40%

令和２年度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
2020/07/14～2020/12/25
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
大分河川国道事務所長　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月13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） 28,831,000 23,408,000 81.20%

大分管内排水機場遠隔制御装置更新工事
大分県大分市西大道１丁目１－７１　大分河川国道事務所外
2020/07/18～2021/03/31
機械設備工事

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

令和2年7月17日
（株）日立インダストリアルプロダクツ
東京都千代田区外神田１－５－１

6010001196062
一般競争
（総合評価） 129,492,000 128,700,000 99.40%

国道２１０号由布地区外屋外用電源装置設置工事
大分県由布市湯布院町大字川北外
2020/08/11～2021/02/26
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月22日
（株）九建テクノス
大分県大分市三佐２－４－１０

3320002002224
一般競争
（総合評価） 51,546,000 47,080,000 91.30%

国道１０号上尾トンネル照明設備更新工事
大分県大分市大字上戸次地先
2020/07/31～2021/02/26
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　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和2年7月29日
（株）大分電設
大分県大分市向原沖１－１－３０

8320001000224
一般競争
（総合評価） 142,296,000 127,897,000 89.90%



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）

久留須川三股地区災害復旧工事
大分県佐伯市本匠三股地先
2020/07/11～2021/02/26
一般土木工事

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

令和2年7月10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） 64,724,000 57,695,000 89.10%

番匠川中流根固製作据付工事
大分県佐伯市弥生小田地先外
2020/07/21～2021/01/29
一般土木工事

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

令和2年7月20日
谷川建設工業（株）
大分県佐伯市常盤南町８－３３

9320001009000
一般競争
（総合評価） 95,469,000 85,360,000 89.40%

堅田川蛇崎地区堤防補強工事
大分県佐伯市蛇崎地先
2020/07/30～2021/03/30
一般土木工事

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

令和2年7月29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） 117,018,000 104,808,000 89.60%

令和２年度　竹田管内交通安全事業測量設計業務
竹田維持出張所管内
2020/07/10～2021/02/26
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　鈴　木　　昭　人
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

令和2年7月9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） 16,929,000 13,431,000 79.30%

令和２年度　野津野口地区道路詳細設計業務
大分県臼杵市野津町大字野津市地先
2020/07/10～2021/02/26
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　鈴　木　　昭　人
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

令和2年7月9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） 13,805,000 11,055,000 80.10%

佐伯管内電気通信設備設計業務
佐伯河川国道事務所管内
2020/07/02～2021/02/26
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　鈴　木　　昭　人
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

令和2年7月1日
中電技術コンサルタント（株）
広島県広島市南区出汐２－３－３０

6240001006974 指名競争契約 24,068,000 19,162,000 79.60%

令和２年度　番匠川堤防監視設備設置工事
佐伯河川国道事務所管内
2020/07/07～2021/03/15
通信設備工事

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

令和2年7月6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） 293,403,000 266,200,000 90.70%

令和２年度日南・志布志道路補償説明等業務
宮崎県日南市地内
2020/07/21～2021/02/26
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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月20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） 13,145,000 10,329,000 78.60%

本庄川崎ノ田地区堤防浸透対策（その２）工事
宮崎県東諸県郡綾町入野地先
2020/08/20～2021/03/31
一般土木工事

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

令和2年7月22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） 160,820,000 144,969,000 90.10%

本庄川崎ノ田地区堤防浸透対策（その１）工事
宮崎県東諸県郡綾町入野地先
2020/08/20～2021/03/31
一般土木工事

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

令和2年7月28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） 164,428,000 148,698,000 90.40%

本庄川崎ノ田地区堤防浸透対策（その３）工事
宮崎県東諸県郡国富町向高地先
2020/08/20～2021/03/31
一般土木工事

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

令和2年7月28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） 154,715,000 140,030,000 90.50%

大淀川下流河道掘削（その１）外工事
宮崎県宮崎市大塚地先外
2020/07/29～2021/02/26
一般土木工事

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

令和2年7月28日
吉原建設（株）
宮崎県都城市中原町３２－１

5350001008432
一般競争
（総合評価） 129,019,000 115,951,000 89.90%

小丸川高城地区河道掘削（その６）工事
宮崎県児湯郡木城町高城地先
2020/07/29～2021/02/19
一般土木工事

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

令和2年7月28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） 111,111,000 99,990,000 90.00%

大淀川新地地区河道掘削（その２）工事
宮崎県都城市高城町新地地先
2020/07/29～2021/01/29
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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月28日
（株）徳満建設
宮崎県都城市山田町山田９３５９

2350001008501
一般競争
（総合評価） 78,738,000 70,235,000 89.20%

串間地区休憩施設新築工事
宮崎県串間市西方地先
2020/08/01～2021/03/19
建築工事

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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月31日
吉原建設（株）
宮崎県都城市中原町３２－１

5350001008432
一般競争
（総合評価） 233,101,000 215,545,000 92.50%

令和２年度大淀川砂防施設設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/07/08～2021/03/26
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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月7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） 25,861,000 20,680,000 80.00%

東九州道（清武〜北郷）丸目トンネル外内装塗装工事
宮崎県宮崎市清武町今泉〜宮崎市大字鏡洲地先
2020/07/15～2020/11/30
塗装工事

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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月14日
エスイーリペア（株）
福岡県福岡市南区日佐５－１５－２４

1290001001819
一般競争
（総合評価） 104,654,000 93,720,000 89.60%

宮崎１０号都城道路２工区志比田地区橋上部工工事
宮崎県都城市志比田町地内
2020/07/15～2021/02/26
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　宮崎河川国道事務所長　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月14日
コーアツ工業（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷５－１７－５

8340001001600
一般競争
（総合評価） 103,840,000 102,850,000 99.00%

宮崎１０号高木地区改良工事
宮崎県都城市高木町地内
2020/07/29～2021/03/10
一般土木工事

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

令和2年7月28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） 265,287,000 241,505,000 91.00%

小丸川持田地区法面補修外工事
宮崎県児湯郡高鍋町持田地先
2020/07/29～2021/03/10
維持修繕工事

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

令和2年7月28日
（株）藤元建設
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８
番地

6350001004174
一般競争
（総合評価） 102,102,000 94,105,000 92.20%

大淀川瓜田地区河道掘削外維持管理工事
宮崎県宮崎市高岡町瓜田地先外
2020/07/31～2021/03/15
維持修繕工事

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

令和2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） 130,482,000 117,590,000 90.10%
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令和２年度日南地区舗装修繕外（その１）工事
日南国道維持出張所管内
2020/07/09～2021/02/05
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　宮崎河川国道事務所長　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月8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） 116,094,000 111,100,000 95.70%

令和２年度宮崎管内橋梁耐震補強・補修設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/07/23～2021/02/26
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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月22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） 43,318,000 35,750,000 82.50%

令和２年度　宮崎管内河川地質調査及び測量業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/07/10～2020/12/28
地質調査業務

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

令和2年7月9日
（株）晃和コンサルタント
宮崎県宮崎市大字本郷北方３００９－１

6350001000594
指名競争契約
（総合評価） 23,056,000 18,480,000 80.20%

令和２年度吉尾地区外無電柱化調査設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/07/07～2021/02/26
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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月6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） 32,593,000 26,235,000 80.50%

令和２年度都城地区舗装修繕外工事
宮崎県都城市上川東地先
2020/07/10～2021/02/26
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　宮崎河川国道事務所長　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月9日
（株）藤元建設
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８
番地

6350001004174
一般競争
（総合評価） 108,559,000 97,900,000 90.20%

令和２年度宮崎管内交通安全施設整備工事
宮崎河川国道事務所管内
2020/07/30～2021/03/19
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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月29日
（株）園田グリーンセンター
宮崎県都城市都北町４９６８

2350001008071
一般競争
（総合評価） 82,181,000 81,180,000 98.80%

令和２年度串間地区休憩施設整備外工事
宮崎県串間市西方地先
2020/07/30～2021/03/19
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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月29日
（株）園田グリーンセンター
宮崎県都城市都北町４９６８

2350001008071
一般競争
（総合評価） 98,527,000 94,050,000 95.50%

令和２年度宮崎管内道路トンネル照明設備設置工事
宮崎県宮崎市高岡町高浜地先外
2020/08/01～2021/03/15
電気設備工事

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　金　納　　聡　志
宮崎市大工２丁目３９番地

令和2年7月31日
（株）九南
宮崎県宮崎市大字赤江２

1350001004212
一般競争
（総合評価） 84,634,000 75,295,000 89.00%

令和２年度　松山地区堤防整備外工事
宮崎県延岡市松山町・天下町地先
2020/07/28～2021/02/28
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月27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） 102,421,000 91,740,000 89.60%

令和２・３年度　延岡管内（道路）工事監督支援業務
宮崎県延岡市大貫町、松原町、北川町、西臼杵郡高千穂町
2020/07/01～2022/03/31
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　延岡河川国道事務所長　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月1日
日本振興（株）
大阪府泉南市りんくう南浜３－２

5120101044326
一般競争
（総合評価） 208,890,000 173,800,000 83.20%

宮崎２１８号　平底地区改築工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地先
2020/07/11～2021/03/15
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月10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） 87,340,000 78,100,000 89.40%

令和２年度　延岡管内改築測量設計業務
延岡河川国道事務所管内
2020/07/28～2021/02/26
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月27日
九州工営（株）
宮崎県宮崎市大工２－１１７

3350001000399
指名競争契約
（総合評価） 19,195,000 15,290,000 79.70%

令和２年度　祝子トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2020/07/23～2021/02/26
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月22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） 42,933,000 35,310,000 82.20%

令和２年度　三須トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2020/07/23～2021/02/26
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月22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） 38,192,000 30,514,000 79.90%

令和２年度　新宇和田トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2020/07/23～2021/02/26
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月22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） 33,407,000 27,170,000 81.30%

令和２年度　東九州道舗装修繕工事
大分県佐伯市青山地先外
2020/07/28～2021/02/26
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月27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） 210,100,000 189,530,000 90.20%

令和２・３年度　延岡管内橋梁点検業務
延岡河川国道事務所管内
2020/07/28～2021/12/20
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月27日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市田中町１－１－８

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 72,281,000 58,025,000 80.30%

令和２年度　延岡管内舗装修繕外工事
宮崎県延岡市昭和町地先外
2020/08/01～2021/02/26
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年7月31日
三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１３－２７

1011101036179
一般競争
（総合評価） 124,586,000 124,300,000 99.80%

令和２年度　宮崎２１８号平底トンネル非常用設備外設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地内
2020/07/10～2021/03/15
通信設備工事

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

令和2年7月9日
旭進興業（株）
宮崎県延岡市別府町３９０３－２

5350001006700
一般競争
（総合評価） 296,483,000 291,500,000 98.30%

令和２年度　延岡管内電気通信設備設計業務
延岡河川国道事務所管内
2020/07/28～2021/01/29
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年7月27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） 49,379,000 39,600,000 80.20%

令和２年度　五ヶ瀬川堤防監視設備設置工事
宮崎県延岡市古川町地先　古川排水機場外
2020/07/31～2021/03/15
通信設備工事

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

令和2年7月30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） 226,512,000 206,800,000 91.30%
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令和２年度川内川（えびの地区外）事業損失調査業務
川内川河川事務所管内
2020/07/23～2021/02/26
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年7月22日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556 指名競争契約 9,812,000 9,460,000 96.40%

堂崎地区右岸掘削護岸その３工事
鹿児島県伊佐市大口堂崎地先
2020/08/01～2021/03/15
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

令和2年7月6日
鎌田建設（株）
鹿児島県霧島市国分敷根１４１

1340001007199
一般競争
（総合評価） 94,259,000 84,480,000 89.60%

堂崎地区右岸掘削護岸その４工事
鹿児島県伊佐市大口堂崎地先
2020/08/01～2021/03/15
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

令和2年7月7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） 93,786,000 84,150,000 89.70%

吉松地区右岸堤防強化その２工事
鹿児島県姶良郡湧水町川西地先
2020/07/08～2021/03/15
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

令和2年7月7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） 87,483,000 78,210,000 89.40%

堂崎地区右岸掘削護岸その５工事
鹿児島県伊佐市大口堂崎地先
2020/08/01～2021/03/15
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

令和2年7月8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） 93,170,000 83,820,000 90.00%

堂崎地区右岸掘削護岸その２工事
鹿児島県伊佐市大口堂崎地先
2020/08/01～2021/03/15
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

令和2年7月9日
林建設（株）
鹿児島県鹿児島市真砂町２－１１

5340001005422
一般競争
（総合評価） 92,213,000 82,379,000 89.30%

吉松地区右岸堤防強化その１工事
鹿児島県姶良郡湧水町川西地先外
2020/07/10～2021/03/15
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

令和2年7月9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） 84,722,000 82,500,000 97.40%

堂崎地区右岸掘削護岸その１工事
鹿児島県伊佐市大口堂崎地先
2020/08/01～2021/03/15
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

令和2年7月9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） 94,864,000 85,206,000 89.80%

樋渡川左岸堤防強化その４工事
鹿児島県薩摩川内市東郷地先
2020/07/22～2021/03/15
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

令和2年7月21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） 147,796,000 132,660,000 89.80%

樋渡川左岸堤防強化その３工事
鹿児島県薩摩川内市東郷地先
2020/07/28～2021/03/15
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

令和2年7月27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） 156,992,000 141,207,000 89.90%

久見崎地区築堤工事
鹿児島県薩摩川内市久見崎地先
2020/07/29～2021/03/15
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

令和2年7月28日
（株）宇都組
鹿児島県薩摩川内市大小路町８０－８

4340001008467
一般競争
（総合評価） 46,871,000 41,910,000 89.40%

令和２年度川内川河川管理施設測量設計業務
川内川河川事務所管内
2020/07/09～2021/03/15
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　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

令和2年7月8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） 20,977,000 17,974,000 85.70%

令和２年度川内川菱刈地区地質調査業務
鹿児島県伊佐市菱刈地先
2020/08/01～2020/12/18
地質調査業務

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

令和2年7月31日
南九地質（株）
鹿児島県鹿児島市永吉１－２－２２

4340001003121 指名競争契約 8,250,000 6,622,000 80.30%

三堂川排水機場除塵設備更新工事
鹿児島県薩摩川内市天辰町馬場地内
2020/07/14～2021/02/26
機械設備工事

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

令和2年7月13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） 160,468,000 144,650,000 90.10%

令和２年度川内川管内機械設備改修設計業務
川内川河川事務所管内
2020/07/28～2021/02/26
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年7月27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） 28,479,000 23,100,000 81.10%

令和２年度日南・志布志道路用地測量等業務
鹿児島県志布志市志布志町地内
2020/07/14～2021/01/29
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月13日
（株）建設技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－１

5340001001578 指名競争契約 12,375,000 9,680,000 78.20%

令和２年度日南・志布志道路物件調査等業務
鹿児島県志布志市志布志町
2020/07/23～2021/02/26
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月22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
（総合評価） 36,608,000 33,000,000 90.10%

令和２年度国道２２０号益丸地区自歩道整備事業補償説明等業務
鹿児島県曽於郡大崎町
2020/07/29～2021/01/29
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月28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） 15,785,000 12,397,000 78.50%

令和２年度国道２２０号菱田地区歩道整備事業補償説明等業務
鹿児島県曽於郡大崎町
2020/07/29～2021/01/29
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月28日
（株）旭総合コンサルタント
宮崎県都城市安久町６３３８－５

8350001007828
指名競争契約
（総合評価） 11,187,000 8,789,000 78.60%

令和２年度持木川砂防設備改築工事
鹿児島県鹿児島市
2020/08/03～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月8日
（株）森組
鹿児島県垂水市市木２２８－１

4340001014168
一般競争
（総合評価） 151,899,000 136,400,000 89.80%

令和２年度日南・志布志道路立山橋詳細設計業務
鹿児島県志布志市志布志町
2020/07/09～2021/02/26
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月8日
中央コンサルタンツ（株）
愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２
３

9180001026134
指名競争契約
（総合評価） 53,790,000 42,999,000 79.90%
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令和２年度日南・志布志道路立山橋地質調査業務
鹿児島県志布志市志布志町
2020/07/10～2020/12/15
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月9日
（株）日本地下技術
鹿児島県鹿児島市伊敷５－１６－３

1340001003413 指名競争契約 22,077,000 18,029,000 81.70%

東九州道（志布志ー大崎）志布志ＩＣ舗装工事
鹿児島県志布志市志布志町志布志地先外
2020/08/20～2021/02/26
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　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月15日
東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－３－７

7010401020201
一般競争
（総合評価） 344,003,000 311,300,000 90.50%

令和２年度大隅管内道路改築測量設計業務
鹿児島県志布志市、鹿屋市、曽於郡大崎町
2020/07/18～2021/02/26
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月17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 28,303,000 22,407,000 79.20%

東九州道（大崎ー鹿屋）天神地区外舗装工事
鹿児島県曽於郡大崎町永吉地先
2020/09/10～2021/02/26
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　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月22日
日本道路（株）
東京都港区新橋１－６－５

9010401023409
一般競争
（総合評価） 359,469,000 326,480,000 90.80%

令和２・３年度肝属川水系樋管外測量設計業務
大隅河川国道事務所管内
2020/07/09～2021/08/31
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　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月8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） 19,206,000 15,235,000 79.30%

益丸地区自歩道整備外工事
鹿児島県曽於郡大崎町益丸地内外
2020/07/15～2021/03/19
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月14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） 118,547,000 106,480,000 89.80%

国道２２０号一里山道路情報表示装置外設置工事
鹿児島県鹿屋市白水町外
2020/07/03～2021/02/10
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月2日
西部電気工業（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－
１

5290001037925
一般競争
（総合評価） 89,991,000 81,840,000 90.90%

桜島火山観測坑情報処理設備外設置工事
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１外
2020/07/03～2021/01/29
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月2日
（株）拓和
東京都千代田区内神田１－４－１５

7010001022589
一般競争
（総合評価） 154,660,000 152,680,000 98.70%

令和２年度肝属川堤防監視設備設置外工事
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１外
2020/07/07～2021/02/26
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月6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） 244,244,000 242,000,000 99.10%

令和２年度野尻川砂防施設設計外業務
鹿児島県鹿児島市
2020/07/29～2021/01/29
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月28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） 25,993,000 20,592,000 79.20%

令和２年度牛根境地区（２工区）測量業務
鹿児島県垂水市牛根境
2020/07/04～2021/01/29
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月3日
（株）丸建技術
鹿児島県鹿屋市川東町８０２１－４

7340001014124
一般競争
（総合評価） 11,286,000 8,921,000 79.00%

令和２年度牛根境地区外測量業務
鹿児島県垂水市牛根境外
2020/07/11～2021/02/26
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月10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 20,900,000 16,654,000 79.70%

令和２年度大隅地区道路調査測量設計業務
鹿児島県志布志市外
2020/07/11～2021/01/29
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月10日
（株）丸建技術
鹿児島県鹿屋市川東町８０２１－４

7340001014124 指名競争契約 19,228,000 13,970,000 72.70%

令和２年度牛根境地区（１工区）測量業務
鹿児島県垂水市
2020/07/14～2021/01/29
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　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和2年7月13日
（株）建設技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－１

5340001001578 指名競争契約 12,254,000 9,680,000 79.00%

令和２年度国道３号小山田地区外用地調査等業務
鹿児島県鹿児島市小山田町外
2020/07/28～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月27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） 12,826,000 10,021,000 78.10%

令和２年度国道２２５号平山地区外用地調査等業務
鹿児島県南九州市川辺町平山地内外
2020/07/28～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月27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） 37,565,000 37,510,000 99.90%

令和２年度国道２２６号喜入地区外用地調査等業務
鹿児島県鹿児島市喜入中名町外
2020/07/28～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2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
（総合評価） 12,386,000 9,669,000 78.10%

令和２年度南九州西回り自動車道外地質調査業務
鹿児島県阿久根市山下外
2020/07/03～2021/01/29
地質調査業務

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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月2日
（株）日本ジオテック
鹿児島県鹿児島市伊敷台６－２７－６

1340001003396 指名競争契約 29,656,000 24,200,000 81.60%

令和２年度阿久根川内道路網津トンネル詳細設計業務
鹿児島県薩摩川内市水引町地内
2020/07/08～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月7日
パシフィックコンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－２２

8013401001509
指名競争契約
（総合評価） 31,647,000 25,190,000 79.60%

鹿児島１０号白浜地区改良３工区工事
鹿児島県姶良市脇元地先
2020/07/09～2020/12/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月8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） 144,474,000 130,350,000 90.20%

鹿児島３号高松地区改良外工事
鹿児島県阿久根市山下地先
2020/07/10～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月9日
（株）森山（清）組
鹿児島県鹿児島市唐湊１－１３－２５

9340001004370
一般競争
（総合評価） 104,313,000 103,400,000 99.10%
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鹿児島１０号白浜地区改良４工区工事
鹿児島県姶良市脇元地先
2020/07/11～2021/03/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月10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） 147,895,000 133,650,000 90.40%

鹿児島３号堂満山地区改良外工事
鹿児島県阿久根市鶴川内地先外
2020/07/14～2021/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7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） 224,268,000 201,080,000 89.70%

鹿児島１０号祇園之洲橋仮桟橋設置（２期）外工事
鹿児島県鹿児島市祇園之洲町地先外
2020/08/01～2021/03/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月31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） 179,652,000 160,820,000 89.50%

令和２年度阿久根川内道路大川橋橋梁予備設計業務
鹿児島県阿久根市大川地内
2020/07/08～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月7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） 29,095,000 23,199,000 79.70%

令和２年度阿久根川内道路尻無川橋橋梁予備設計業務
鹿児島県阿久根市大川地内
2020/07/08～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月7日
（株）オリエンタルコンサルタンツ
東京都渋谷区本町

4011001005165
指名競争契約
（総合評価） 24,541,000 19,580,000 79.80%

令和２年度阿久根川内道路大川地区地質調査業務
鹿児島県薩摩川内市大川
2020/07/14～2020/12/18
地質調査業務

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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月13日
南九地質（株）
鹿児島県鹿児島市永吉１－２－２２

4340001003121 指名競争契約 13,332,000 10,747,000 80.60%

国道３号武岡トンネル補修工事
鹿児島市田上〜鹿児島市武
2020/07/02～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月1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） 192,247,000 173,910,000 90.50%

令和２年度鹿児島国道事務所管内維持修繕測量設計業務
鹿児島国道事務所管内
2020/07/11～2021/01/29
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　鹿児島国道事務所長　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月10日
朝日開発コンサルタンツ（株）
鹿児島県鹿児島市西千石町５－１

7340001000297
指名競争契約
（総合評価） 27,764,000 22,220,000 80.00%

令和２・３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
2020/07/11～2022/02/28
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月10日
令和２・３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

指名競争契約
（総合評価） 49,896,000 40,370,000 80.90%

令和２年度鹿児島国道管内トンネル点検補修設計業務
鹿児島国道事務所管内
2020/07/28～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月27日
応用地質（株）
東京都千代田区神田美土代町７番地

2010001034531
指名競争契約
（総合評価） 57,519,000 46,068,000 80.10%

令和２年度鹿児島３号高尾野地区防護柵設置外工事
鹿児島県出水市高尾野町外
2020/07/30～2021/03/19
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月29日
丸福建設（株）
鹿児島県鹿児島市易居町４番３号

4340001004037
一般競争
（総合評価） 121,902,000 109,450,000 89.80%

令和２年度指宿維持管内交通安全対策工事
指宿維持出張所管内
2020/07/31～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月30日
今別府産業（株）
鹿児島県鹿児島市新栄町１５－７

9340001000485
一般競争
（総合評価） 84,392,000 77,000,000 91.20%

令和２年度鹿児島・加治木維持管内交通安全対策工事
鹿児島・加治木維持出張所管内
2020/07/31～2021/02/26
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月30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） 144,133,000 132,000,000 91.60%

令和２年度鹿児島３号野田地区防護柵設置外工事
鹿児島県出水市野田町外
2020/08/01～2021/03/19
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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月31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） 178,002,000 162,250,000 91.20%

牟礼岡局外通信用鉄塔改修工事
鹿児島県姶良市平松字平田５７３５－２９　牟礼岡中継所外
2020/07/29～2021/02/26
通信設備工事

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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月28日
日本鉄塔工業（株）
福岡県北九州市若松区北浜１－７－１

1010601031771
一般競争
（総合評価） 43,912,000 39,160,000 89.20%

令和２年度鹿児島国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
鹿児島県霧島市福山町牧之原外
2020/08/20～2021/02/26
通信設備工事

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　鈴　木　　淳
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和2年7月31日
（株）福重電工
鹿児島県薩摩川内市青山町４０８９番地
１

5340001008672
一般競争
（総合評価） 60,478,000 58,300,000 96.40%

令和２年度　緑川ダム水辺の国勢調査（環境基図作成）業務
緑川ダム管理所管内
2020/07/30～2021/03/19
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　緑川ダム管理所長　吉村　俊一
〒８６１－４７０３　熊本県下益城郡美里町畝野３４５６

令和2年7月29日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

2330001001086
指名競争契約
（総合評価） 22,451,000 17,875,000 79.60%

令和２年度　鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外
2020/08/01～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鶴田ダム管理所長　三浦　錠二
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

令和2年7月27日
（株）久保興業
鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬３１９３番
地５

4340001009102
一般競争
（総合評価） 44,627,000 40,370,000 90.50%

令和２年度　鶴田ダム管内環境整備測量設計外業務
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外
2020/07/28～2020/11/30
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　鶴田ダム管理所長　三浦　錠二
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

令和2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） 13,486,000 10,868,000 80.60%

令和２年度山国川堤防監視設備設置工事
山国川河川事務所管内
2020/09/10～2021/03/31
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　山国川河川事務所長　伊藤　太一
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

令和2年7月22日
柳井電機工業（株）
大分県大分市弁天２－７－１

6320001002742
一般競争
（総合評価） 166,980,000 152,900,000 91.60%

山国川百留地区下流掘削護岸工事
福岡県築上郡上毛町大字上唐原地先
2020/07/30～2021/03/15
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　伊藤　太一
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

令和2年7月29日
（株）川原建設
大分県中津市耶馬溪町大字樋山路３８

3320001011028
一般競争
（総合評価） 130,372,000 119,570,000 91.70%
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令和２年度山国川樋門・樋管無動力化設計業務
山国川河川事務所
2020/07/30～2021/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　山国川河川事務所長　伊藤　太一
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

令和2年7月29日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価） 25,773,000 20,504,000 79.60%

令和２年度山国川管内測量業務
山国川河川事務所管理区間内
2020/07/31～2021/02/19
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　山国川河川事務所長　伊藤　太一
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

令和2年7月30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） 22,319,000 17,820,000 79.80%

令和２年度相原地区築堤設計業務
大分県中津市相原地先
2020/07/29～2021/02/26
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　伊藤　太一
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

令和2年7月28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） 17,721,000 14,168,000 80.00%

佐賀２０８号　諸富高架橋床版（上り線Ｐ７―Ａ２）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重
2020/07/10～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　有明海沿岸国道事務所長　福崎　昌博
福岡県柳川市三橋町藤吉４９５

令和2年7月9日
松尾建設（株）
佐賀県佐賀市多布施１－４－２７

6300001000905
一般競争
（総合評価） 324,335,000 292,820,000 90.30%

福岡２０８号　道路付属物設置工事
福岡県大川市大字三丸地先
2020/09/01～2021/02/26
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　有明海沿岸国道事務所長　福崎　昌博
福岡県柳川市三橋町藤吉４９５

令和2年7月9日
（株）廣瀬組
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７
４－２

8290001053168
一般競争
（総合評価） 92,598,000 83,050,000 89.70%

福岡２０８号　大川高架橋舗装（３工区）工事
福岡県大川市大字三丸地先
2020/09/01～2021/02/26
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　有明海沿岸国道事務所長　福崎　昌博
福岡県柳川市三橋町藤吉４９５

令和2年7月9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） 70,697,000 62,150,000 87.90%

佐賀２０８号　諸富高架橋床版（下り線Ｐ７―Ｐ１２）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2020/07/18～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　有明海沿岸国道事務所長　福崎　昌博
福岡県柳川市三橋町藤吉４９５

令和2年7月17日
唐津土建工業（株）
佐賀県唐津市二夕子２－７－５１

1300001007260
一般競争
（総合評価） 173,129,000 154,440,000 89.20%

福岡２０８号　筑後川橋舗装（２工区）工事
福岡県大川市大字九網地先
2020/09/01～2021/03/29
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　有明海沿岸国道事務所長　福崎　昌博
福岡県柳川市三橋町藤吉４９５

令和2年7月22日
岡本土木（株）
福岡県北九州市小倉北区貴船町９－１
３

6290801000486
一般競争
（総合評価） 165,264,000 161,700,000 97.80%

水俣病研究センター（Ｒ２）建築改修その他工事
熊本県水俣市浜4058-18
2020/07/02～2021/02/22
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　田之上　和久
熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎２Ｆ

令和2年7月1日
松本建設（株）
熊本県八代市出町８－２５

6330001013722
一般競争
（総合評価） 35,717,000 35,708,200 100.00%

三角港湾合同庁舎（Ｒ２）機械改修その他工事
熊本県宇城市三角町三角浦1160-20
2020/07/02～2021/03/18
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　熊本営繕事務所長　田之上　和久
熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎２Ｆ

令和2年7月1日
（株）熊電施設
熊本県熊本市東区小峯２－６－６４

4330001001258
一般競争
（総合評価） 99,407,000 90,200,000 90.70%

（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。
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