
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

令和２年度公共事業労務費調査（その１）業務
九州地方整備局
2020/08/07～2021/02/26
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8月6日
（一財）経済調査会
東京都港区新橋６－１７－１５

1010005002667
一般競争
（総合評価） 15,356,000 15,345,000 99.90%

令和２年度大淀川外堤防監視設備設置工事
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/19～2021/03/31
通信設備工事

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8月17日
（株）日立国際電気
東京都港区西新橋２－１５－１２

2010001098064
一般競争
（総合評価） 332,200,000 300,190,000 90.40%

令和２年度九州北部地区航空レーザ計測業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７
2020/08/07～2021/02/26
測量

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8月6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） 59,521,000 48,477,000 81.40%

令和２年度九州南部地区航空レーザ計測業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７
2020/08/07～2021/02/26
測量

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8月6日
大成ジオテック（株）
福岡県久留米市西町１１７４－１０

8290001049067
指名競争契約
（総合評価） 59,279,000 48,070,000 81.10%

春牧・船行森林事務所（Ｒ２）外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2020/08/20～2021/02/26
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8月19日
アトリエＢＢＳ（株）
福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１

9290001019829 指名競争契約 7,574,600 5,500,000 72.60%

農政局福岡市庁舎（Ｒ２）工事監理業務
福岡県福岡市博多区住吉3丁目17-21
2020/08/27～2021/02/16
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8月26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 3,129,500 2,750,000 87.90%

令和２年度矢部川下庄地区（上流）地盤変動影響事前調査業務
福岡県みやま市瀬高町下庄地内
2020/08/08～2021/01/31
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月7日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556 指名競争契約 8,932,000 8,745,000 97.90%

令和２年度出来島地区補償説明等業務
佐賀県神埼市千代田町迎島地内
2020/08/08～2021/03/19
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8月7日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ヶ江５－８－１１

1300001001362
指名競争契約
（総合評価） 10,274,000 8,074,000 78.60%

令和２年度乙石川右支渓０１砂防堰堤外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2020/08/05～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月4日
久富建設（株）
福岡県久留米市善導寺町飯田３６５

4290001049459
一般競争
（総合評価） 182,952,000 172,700,000 94.40%

赤谷川流域災害改良復旧（１９号）工事
福岡県朝倉市杷木林田地先外
2020/09/14～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月6日
江上建設（株）
福岡県大川市大字酒見４７４－９

6290001052667
一般競争
（総合評価） 290,158,000 262,900,000 90.60%

赤谷川流域災害改良復旧（２０号）工事
福岡県朝倉市杷木星丸地先外
2020/09/01～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月7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） 288,519,000 261,800,000 90.70%

赤谷川流域災害改良復旧（１８号）工事
福岡県朝倉市杷木林田地先外
2020/08/17～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月7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） 291,808,000 265,980,000 91.10%

赤谷川流域災害改良復旧（１７号）工事
福岡県朝倉市杷木林田地先外
2020/09/18～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月7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） 293,392,000 271,425,000 92.50%

矢部川下庄地区築堤護岸工事
福岡県みやま市瀬高町下庄地先
2020/08/22～2021/02/26
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8月21日
（株）瀬口組
福岡県大牟田市大字草木字北の前２９
３－１

8290001053894
一般競争
（総合評価） 121,418,000 109,010,000 89.80%

小石原川金島地区堤防補強工事
福岡県久留米市北野町金島地先外
2020/08/28～2021/02/26
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8月27日
（株）南組
福岡県小郡市松崎１６６－１

1290001050510
一般競争
（総合評価） 197,802,000 178,145,000 90.10%

楠田川左岸江浦地区（上流）築堤護岸工事
福岡県みやま市高田町江浦地先
2020/08/28～2021/02/26
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8月27日
井樋建設（株）
福岡県久留米市大石町５０７－２

2290001048405
一般競争
（総合評価） 126,390,000 113,608,000 89.90%

筑後川中鶴地区築堤護岸工事
福岡県うきは市吉井町桜井地先
2020/08/28～2021/02/26
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8月27日
（株）南組
福岡県小郡市松崎１６６－１

1290001050510
一般競争
（総合評価） 102,333,000 91,630,000 89.50%

巨瀬川田主丸地区築堤掘削外工事
福岡県久留米市田主丸町志塚島地先外
2020/08/29～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月28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） 134,123,000 120,835,000 90.10%

排水ポンプ車車庫新設工事
福岡県大川市大字向島２６３１－２
2020/08/04～2020/12/18
建築工事

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8月4日
（株）宝栄工業
福岡県柳川市上宮永町４１３

3290001053206 指名競争契約 32,230,000 27,533,000 85.40%

令和２年度筑後川下流河川管理施設等状態調査業務
久留米出張所、大川出張所、諸富出張所管内
2020/08/06～2021/03/31
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8月5日
（株）エスケイエンジニアリング
福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

3290001040484
指名競争契約
（総合評価） 17,050,000 15,950,000 93.50%

令和２年度筑後川中上流・矢部川河川管理施設等状態調査業務
片ノ瀬出張所、吉井出張所、日田出張所、矢部川出張所管内
2020/08/06～2021/03/31
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8月5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） 19,404,000 15,950,000 82.20%

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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令和２年度　島内堰制御設備設置工事
大分県日田市中ノ島町６０８－１４　日田出張所
2020/09/01～2021/02/26
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月31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） 66,869,000 60,830,000 91.00%

令和２年度彦山川（添田地区）用地調査等業務
福岡県田川郡添田町大字落合地内
2020/08/22～2021/02/26
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　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8月21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 9,801,000 9,680,000 98.80%

令和２年度遠賀川（勝野地区）用地調査等業務
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野地内
2020/08/28～2021/03/12
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年8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） 14,641,000 11,440,000 78.10%

彦山川中流部護岸詳細設計業務
福岡県田川郡福智町伊方地先外
2020/08/28～2021/03/12
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　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8月27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） 19,987,000 15,884,000 79.50%

彦山川上流部護岸詳細設計業務
福岡県田川郡大任町伊加利地先外
2020/08/28～2021/03/12
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　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8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） 18,117,000 14,575,000 80.40%

遠賀川目尾地区左岸下流掘削土砂改良工事
福岡県飯塚市口原地内
2020/09/01～2021/02/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31日
（株）大和土木
福岡県田川市大字川宮３３３－１

8290801016687
一般競争
（総合評価） 83,809,000 75,075,000 89.60%

遠賀川小竹地区左岸下流掘削土砂改良工事
福岡県鞍手郡小竹町勝野地内
2020/09/01～2021/02/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31日
（株）堀組土建
福岡県宮若市本城１４７９

8290801014518
一般競争
（総合評価） 80,366,000 71,720,000 89.20%

遠賀川目尾地区左岸上流掘削土砂改良工事
福岡県飯塚市口原地内
2020/09/01～2021/02/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31日 崎村組
一般競争
（総合評価） 89,386,000 80,058,000 89.60%

令和２年度遠賀川管内機械設備修繕設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2020/08/19～2021/02/26
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　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8月18日
第一復建（株）
福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－９

7290001014419
指名競争契約
（総合評価） 27,049,000 21,560,000 79.70%

福岡２０２号　春吉橋旧橋（Ａ１）撤去工事
福岡県福岡市博多区中洲１丁目〜中央区春吉３丁目地先
2020/08/04～2020/12/28
一般土木工事

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

令和2年8月3日
（株）東田中建設
福岡県福岡市東区和白丘２－３－１０

6290001003843
一般競争
（総合評価） 130,141,000 121,000,000 93.00%

令和２年度　福岡国道北部地区地質調査業務
福岡県福岡市、糸島市
2020/08/07～2021/02/26
地質調査業務

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

令和2年8月6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 21,747,000 20,548,000 94.50%

令和２年度　福岡西維持管内交通安全施設設置工事
福岡西維持出張所管内
2020/08/06～2021/02/26
維持修繕工事

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

令和2年8月5日
ミカドコーポレーション（株）
福岡県福岡市博多区金の隈２－１－５

9290001016859
一般競争
（総合評価） 168,080,000 156,750,000 93.30%

令和２年度　福岡維持管内交通安全施設設置工事
福岡維持出張所管内
2020/08/07～2021/02/26
維持修繕工事

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

令和2年8月6日
興和道路（株）
福岡県福岡市中央区平尾３－１６－１７

3290001007467
一般競争
（総合評価） 177,012,000 160,600,000 90.70%

令和２年度　うきは地区舗装修繕外工事
うきは市吉井町吉井地先外
2020/08/08～2021/02/26
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　福岡国道事務所長　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年8月7日
（株）ガイアート
東京都新宿区新小川町８－２７

8011101004344
一般競争
（総合評価） 164,527,000 147,400,000 89.60%

令和２年度　久留米地区防災工事
福岡県久留米市善導寺町島地先外
2020/08/05～2021/03/12
一般土木工事

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

令和2年8月4日
成央建設（株）
福岡県八女市高塚６７９

9290001047292
一般競争
（総合評価） 127,699,000 117,700,000 92.20%

令和２・３年度　福岡維持管内橋梁点検業務
福岡国道事務所管内
2020/08/06～2022/03/15
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　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年8月5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） 105,501,000 85,800,000 81.30%

令和２年度　福岡北部地区舗装修繕工事
福岡県古賀市美明地先外
2020/08/08～2021/02/26
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　福岡国道事務所長　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年8月7日
日東道路（株）
福岡県福岡市博多区比恵町１－１８

3290001015486
一般競争
（総合評価） 87,417,000 77,770,000 89.00%

令和２年度　国道２０１号舗装修繕工事
篠栗町大字篠栗地先外
2020/08/08～2021/02/26
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　福岡国道事務所長　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年8月7日
フジタ道路（株）
東京都中央区晴海１－８－１０

7010001034923
一般競争
（総合評価） 226,501,000 204,490,000 90.30%

令和２年度　福岡維持管内舗装修繕工事
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈地先外
2020/08/12～2021/02/26
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　福岡国道事務所長　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年8月11日
福岡道路（株）
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

9290001005829
一般競争
（総合評価） 114,928,000 102,597,000 89.30%

令和２年度　久留米維持管内耐震補強外工事
福岡県八女市大字津江地先外
2020/08/29～2021/03/12
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　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年8月28日
（株）平川建設
福岡県柳川市大和町栄７３０－１

7290001053367
一般競争
（総合評価） 154,693,000 146,190,000 94.50%

令和２年度　下谷池橋（下り）耐震補強外工事
福岡県福岡市西区女原地先
2020/09/01～2021/03/12
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　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年8月31日
（株）平昭
福岡県福岡市東区多の津１－１４－１－
６２０号

8290001024788
一般競争
（総合評価） 112,871,000 101,750,000 90.10%
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令和２年度福岡国道管内道路情報表示装置設置工事
福岡県古賀市久保地先外
2020/08/12～2021/02/26
通信設備工事

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

令和2年8月11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） 116,083,000 104,940,000 90.40%

令和２年度福岡国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
福岡県福岡市博多区月隈外
2020/08/12～2021/02/26
通信設備工事

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

令和2年8月11日
ニシム電子工業（株）
福岡県福岡市博多区美野島１－２－１

4290001015568
一般競争
（総合評価） 36,707,000 34,760,000 94.70%

令和２年度福岡２０１号香春拡幅鏡山地区事業損失事前調査業務
福岡県田川郡香春町大字鏡山地内
2020/08/20～2020/11/30
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月19日
（株）海渡設計
福岡県福岡市東区名島２－２－８

8290801016613 指名競争契約 4,389,000 3,630,000 82.70%

福岡２０１号飯塚九郎原地区外改良工事
福岡県飯塚市内住地先、福岡県築上郡上毛町唐原地先
2020/08/04～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月3日
（株）サカヒラ
福岡県飯塚市潤野１１３３－６

4290001045573
一般競争
（総合評価） 107,954,000 105,600,000 97.80%

福岡２０１号飯塚内住地区外改良工事
福岡県飯塚市内住地先、福岡県築上郡上毛町唐原地先
2020/08/05～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月4日
九特興業（株）
福岡県飯塚市潤野１１３３－６

5290001045829
一般競争
（総合評価） 131,142,000 122,650,000 93.50%

福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ａ１ーＰ３）工事
福岡県北九州市八幡東区春の町〜西本町地内
2020/08/08～2021/08/31
鋼橋上部工事

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

令和2年8月7日
（株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２７番地

6040001022645
一般競争
（総合評価） 509,597,000 459,800,000 90.20%

福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ３ーＰ８）工事
福岡県北九州市八幡東区西本町地内
2020/08/08～2021/07/15
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月7日
（株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３

3200001000249
一般競争
（総合評価） 688,787,000 627,748,000 91.10%

福岡２０１号鏡山橋下部工（Ａ２）外工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2020/08/13～2021/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
（株）サカヒラ
福岡県飯塚市潤野１１３３－６

4290001045573
一般競争
（総合評価） 86,273,000 77,550,000 89.90%

福岡２０１号新朝倉橋下部工外工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2020/08/29～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月28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） 106,667,000 96,349,000 90.30%

令和２・３年度八幡管内橋梁点検補修設計業務
八幡維持出張所管内
2020/08/07～2021/08/31
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　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8月6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） 78,309,000 63,360,000 80.90%

令和２・３年度行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務
行橋・筑豊維持出張所管内
2020/08/07～2021/08/31
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　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8月6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） 63,734,000 50,985,000 80.00%

令和２年度北九州国道管内橋梁補修設計外業務
北九州国道事務所管内
2020/08/08～2021/02/26
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　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8月7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） 35,266,000 28,094,000 79.70%

令和２年度北九州国道管内トンネル点検外業務
北九州国道事務所管内
2020/08/19～2021/02/26
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8月18日
日鉄鉱コンサルタント（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－
２３

3010001025538
指名競争契約
（総合評価） 37,642,000 30,470,000 80.90%

令和２年度筑豊管内トンネル点検外業務
筑豊維持出張所管内
2020/08/19～2021/02/26
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8月18日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２５－４１

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 37,730,000 31,361,000 83.10%

令和２年度北九州国道管内測量業務
北九州国道事務所管内
2020/08/05～2021/02/26
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8月4日
（株）国際海洋開発
福岡県北九州市八幡西区御開３－８－
１２

6290801012903 指名競争契約 11,099,000 8,140,000 73.30%

北九州国道管内道路情報板設置工事
福岡県飯塚市八木山地先外
2020/09/01～2021/02/26
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月5日
（株）サン電工社
福岡県福岡市中央区鳥飼２－６－５１

6290001007720
一般競争
（総合評価） 48,884,000 44,385,000 90.80%

福岡２０１号今井手橋側道橋詳細設計外業務
福岡県飯塚市八木山地先
2020/08/06～2021/02/26
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8月5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） 33,286,000 26,862,000 80.70%

北九州国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
福岡県飯塚市八木山地先外
2020/08/07～2021/02/26
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月6日
（株）サン電機工業
福岡県北九州市小倉南区上吉田１－１
－６

8290801001680
一般競争
（総合評価） 58,069,000 52,228,000 89.90%

令和２年度牛津川池上地区土地評価業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/08/19～2020/12/25
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　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8月18日
（株）大建
福岡県福岡市早良区南庄２－９－１２

1290001005349
指名競争契約
（総合評価） 17,039,000 14,410,000 84.60%

武雄河川管内建物改修工事
佐賀県杵島郡江北町惣領分地先　外
2020/08/06～2021/03/20
建築工事

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

令和2年8月5日
荒木建設（株）
佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里１７５４
－１

8300001004879 指名競争契約 39,303,000 34,760,000 88.40%

令和２年度　松浦川上流掘削（その２）工事
佐賀県伊万里市大川町大川野地先
2020/08/12～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11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） 263,505,000 238,700,000 90.60%
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令和２年度　嘉瀬川尼寺地区河道掘削工事
佐賀県佐賀市大和町尼寺地先
2020/08/12～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11日
笠原建設（株）
佐賀県唐津市石志４４５９－１

1300001007112
一般競争
（総合評価） 172,205,000 159,390,000 92.60%

令和２年度　松浦川堤防補強工事
佐賀県唐津市相知町佐里地先外
2020/08/12～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11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） 176,264,000 160,050,000 90.80%

令和２年度　松浦川上流掘削（その１）外工事
佐賀県伊万里市松浦町桃川地先
2020/08/13～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
牟田建設（株）
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

6300001006539
一般競争
（総合評価） 280,379,000 253,660,000 90.50%

令和２年度　松浦川下流築堤外工事
佐賀県唐津市久里地先外
2020/08/13～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
岡本建設（株）
佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

8300001003402
一般競争
（総合評価） 128,447,000 115,500,000 89.90%

令和２年度　嘉瀬川堤防補強工事
佐賀県佐賀市久保田町徳万地先外
2020/08/13～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
岡本建設（株）
佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

8300001003402
一般競争
（総合評価） 223,058,000 201,520,000 90.30%

松浦川・嘉瀬川水系排水機場機械設備修繕工事
佐賀県唐津市和多田地先外
2020/08/12～2021/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11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） 299,354,000 286,000,000 95.50%

六角川水系排水機場機械設備修繕工事
佐賀県武雄市橘町南片白地先
2020/08/12～2021/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11日
（株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１１－１

1010801001748
一般競争
（総合評価） 205,722,000 189,970,000 92.30%

厳木ダム放流警報設備外設置工事
佐賀県唐津市厳木町牧瀬外
2020/08/18～2021/02/26
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8月17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） 176,957,000 176,000,000 99.50%

令和２年度国道３４号武雄バイパス用地調査等業務
佐賀県武雄市北方町地内
2020/08/18～2021/01/29
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年8月17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） 39,897,000 31,647,000 79.30%

佐賀４９７号永山地区工事用道路設置外工事
佐賀県伊万里市大坪町甲地先外
2020/08/19～2021/03/15
一般土木工事

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

令和2年8月13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） 136,785,000 130,229,000 95.20%

令和２年度　佐賀東部地区空中写真測量業務
佐賀県鳥栖市田代本町〜佐賀県神埼市神埼町
2020/08/19～2021/02/26
測量

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

令和2年8月18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） 23,573,000 19,217,000 81.50%

国道４９７号防護柵設置（６工区）工事
佐賀県伊万里市南波多町古里地先外
2020/08/05～2021/02/26
維持修繕工事

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

令和2年8月4日
増田建設（株）
佐賀県藤津郡太良町多良１８１５

4300001005055
一般競争
（総合評価） 166,738,000 149,600,000 89.70%

武雄管内舗装修繕外工事
武雄維持出張所管内
2020/08/20～2021/01/31
アスファルト舗装工事

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

令和2年8月5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） 98,076,000 97,900,000 99.80%

永吉地区橋梁下部工外工事
佐賀県鳥栖市永吉町本川地先
2020/08/12～2021/03/31
一般土木工事

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

令和2年8月11日
（株）栗山建設
佐賀県鳥栖市立石町２０６６－２

8300001006165
一般競争
（総合評価） 106,007,000 104,764,000 98.80%

諸富地区舗装修繕外工事
佐賀県佐賀市諸富町諸富津地先外
2020/09/11～2021/02/28
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年8月12日
牟田建設（株）
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

6300001006539
一般競争
（総合評価） 83,523,000 82,940,000 99.30%

村田地区舗装修繕外工事
佐賀県鳥栖市村田町地先外
2020/08/13～2021/02/28
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　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年8月12日
牟田建設（株）
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

6300001006539
一般競争
（総合評価） 90,508,000 90,200,000 99.70%

養母田地区道路防災対策外工事
佐賀県唐津市養母田地先外
2020/08/17～2021/03/19
維持修繕工事

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

令和2年8月12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） 143,429,000 128,260,000 89.40%

令和２年度佐賀管内防災カルテ点検外業務
佐賀国道事務所管内
2020/08/18～2021/03/15
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年8月17日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価） 24,871,000 19,844,000 79.80%

鏡歩道橋補修外工事
佐賀県唐津市鏡地先外
2020/08/05～2021/02/26
維持修繕工事

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

令和2年8月4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） 215,380,000 192,720,000 89.50%

令和２年度　佐国管内橋梁補修設計外業務
佐賀国道事務所管内
2020/08/18～2021/02/26
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年8月17日
エイコー・コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２

3290001000851
指名競争契約
（総合評価） 48,917,000 38,951,000 79.60%

令和２年度　佐賀国道管内溝橋点検業務
佐賀国道事務所管内
2020/08/18～2021/02/26
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年8月17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
（総合評価） 22,803,000 18,260,000 80.10%
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令和２年度佐賀導水関連事業効果解析検討業務
佐賀県佐賀市金立町外
2020/08/19～2021/03/31
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　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8月18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） 14,058,000 11,275,000 80.20%

令和２年度半造川外用地調査等業務
長崎県諫早市地内
2020/08/06～2021/02/12
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8月5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） 16,764,000 15,070,000 89.90%

長崎４９７号松浦４号橋下部工（Ｐ８）工事
長崎県松浦市志佐町地先
2020/08/05～2021/06/10
一般土木工事

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

令和2年8月4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） 242,110,000 217,855,000 90.00%

長崎４９７号松浦４号橋仮桟橋設置工事
長崎県松浦市志佐町地先
2020/09/01～2021/03/31
一般土木工事

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

令和2年8月17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） 157,212,000 155,100,000 98.70%

長崎５７号黒崎地区１工区改良外工事
長崎県諫早市赤崎町地先
2020/09/01～2021/03/26
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8月21日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 129,074,000 115,940,000 89.80%

長崎５７号本村地区改良７期工事
長崎県諫早市森山町地先
2020/09/01～2021/03/26
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8月21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） 141,548,000 127,050,000 89.80%

本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良２期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2020/08/24～2021/12/28
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8月11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） 154,550,000 138,270,000 89.50%

本明川ダム付替市道大渡野・古場線外改良工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2020/10/10～2022/02/25
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8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） 166,738,000 149,545,000 89.70%

本明川ダム付替県道帯田地区改良３期工事
長崎県諫早市富川町地先外
2020/09/01～2021/12/27
一般土木工事

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

令和2年8月17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） 234,729,000 211,568,500 90.10%

令和２年度本明川堤防点検及び調査設計業務
長崎県諫早市
2020/08/06～2021/02/26
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8月5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） 12,001,000 9,790,000 81.60%

長崎管内北部地区舗装修繕工事
佐世保国道維持出張所管内
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

令和2年8月18日
（株）山口組
長崎県佐世保市天満町４―２５

3310001006111
一般競争
（総合評価） 97,933,000 87,318,000 89.20%

令和２年度長崎管内橋梁補修設計業務
長崎河川国道事務所管内
2020/08/25～2021/02/26
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8月24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） 33,594,000 26,807,000 79.80%

令和２年度　本明川管内測量設計業務
長崎県諫早市
2020/08/18～2021/03/15
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8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） 25,905,000 20,526,000 79.20%

鷲崎地区築堤外工事
長崎県諫早市鷲崎町地先外
2020/08/21～2021/02/26
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8月20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） 127,820,000 115,500,000 90.40%

令和２年度本明川ダム上流地区試掘調査業務
長崎県諫早市富川町外
2020/08/07～2021/02/26
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8月6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） 30,184,000 25,740,000 85.30%

令和２年度本明川ダム河床部地質調査業務
長崎県諫早市富川町外
2020/08/07～2021/03/12
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8月6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） 54,703,000 45,562,000 83.30%

令和２年度白川明午橋右岸事業損失事前調査業務
熊本市中央区井川淵地内外
2020/08/28～2020/11/30
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月27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 4,389,000 4,301,000 98.00%

令和２年度緑川新開地区事業損失事前調査業務
熊本県宇土市新開町地内
2020/08/28～2021/01/12
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8月27日
（株）間瀬コンサルタント
東京都世田谷区喜多見９－４－７

5010901011288 指名競争契約 8,998,000 8,525,000 94.70%

白川黒髪地区（２工区）護岸工事
熊本県熊本市中央区黒髪地先
2020/08/04～2021/02/26
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8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） 193,314,000 174,053,000 90.00%

白川黒髪地区（１工区）護岸工事
熊本県熊本市中央区黒髪地先
2020/08/06～2021/02/26
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8月5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） 203,137,000 182,710,000 89.90%

緑川莎崎地区（４工区）築堤工事
熊本県熊本市南区富合町莎崎地先
2020/08/19～2021/02/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月18日
昇建設（株）
熊本県熊本市北区徳王１丁目１番４６号

7330001003706
一般競争
（総合評価） 244,079,000 220,825,000 90.50%
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緑川莎崎地区（３工区）築堤工事
熊本県熊本市南区富合町莎崎地先
2020/08/19～2021/02/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月18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） 254,067,000 229,790,000 90.40%

緑川莎崎地区（５工区）築堤工事
熊本県熊本市南区富合町莎崎地先
2020/08/19～2021/02/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月18日
（株）岩永組
熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

9330001000395
一般競争
（総合評価） 243,925,000 220,220,000 90.30%

緑川美登里地区（４工区）築堤工事
熊本県熊本市南区美登里町地先
2020/08/19～2021/03/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月18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） 273,361,000 247,390,000 90.50%

緑川美登里地区（３工区）築堤工事
熊本県熊本市南区美登里町地先
2020/08/20～2021/03/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月19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） 267,399,000 242,000,000 90.50%

緑川美登里地区（５工区）築堤工事
熊本県熊本市南区美登里町地先
2020/08/20～2021/03/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月19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） 248,105,000 225,390,000 90.80%

令和２年度　植木バイパス橋梁詳細設計業務
熊本県熊本市北区植木町外
2020/08/04～2021/02/26
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　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8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） 24,706,000 19,723,000 79.80%

九州中央道　城平地区改良６期工事
熊本県上益城郡山都町城平地内
2020/08/14～2021/02/26
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8月13日
松本建設（株）
熊本県熊本市南区城南町隈庄５０５－３

4330001012916
一般競争
（総合評価） 115,500,000 103,433,000 89.60%

令和２年度　国道５７号道路台帳作成（その１）業務
熊本県阿蘇市赤水〜熊本県阿蘇市車帰
2020/08/20～2021/01/31
測量

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

令和2年8月19日
（株）水野建設コンサルタント
熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

9330001004495
指名競争契約
（総合評価） 23,991,000 19,195,000 80.00%

令和２年度　国道５７号道路台帳作成（その２）業務
熊本県阿蘇市車帰〜熊本県菊池郡大津町高尾野
2020/08/20～2021/01/31
測量

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

令和2年8月19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） 23,386,000 23,320,000 99.70%

令和２年度　国道５７号道路台帳作成（その３）業務
熊本県菊池郡大津町高尾野
2020/08/20～2021/01/31
測量

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

令和2年8月19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） 20,086,000 16,005,000 79.70%

令和２年度　熊本管内地質調査業務
熊本県熊本市北区植木町外
2020/08/20～2021/02/26
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月19日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区三番町６－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 18,667,000 15,521,000 83.10%

令和２年度　国道５７号道路台帳作成（その４）業務
熊本県菊池郡大津町吹田〜熊本県菊池郡大津町瀬田
2020/08/20～2021/01/31
測量

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

令和2年8月19日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

2330001001086
指名競争契約
（総合評価） 13,134,000 12,815,000 97.60%

令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事
白川出張所管内　河口（０ｋ－３５０）〜管理区間上流端（１７ｋ３００）
2020/08/20～2021/02/26
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8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） 226,314,000 205,480,000 90.80%

令和２年度　長浜地区舗装修繕外工事
熊本県宇土市大字長浜町地先外
2020/08/04～2021/01/29
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　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8月3日
日章工業（株）
熊本県熊本市東区花立５－１４－３２

9330001003497
一般競争
（総合評価） 116,897,000 104,060,000 89.00%

令和２年度　上網田地区舗装修繕外工事
熊本県宇土市大字上網田町地先外
2020/08/04～2021/01/29
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　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8月3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） 119,636,000 116,050,000 97.00%

令和２年度　南島避溢橋耐震補強外工事
熊本県山鹿市南島地先外
2020/08/05～2021/02/26
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月4日
（株）ミサト技建
熊本県熊本市東区戸島西６－１０－５

5330001004490
一般競争
（総合評価） 171,479,000 154,000,000 89.80%

令和２年度　熊本八代地区舗装修繕外工事
熊本維持出張所及び八代維持出張所管内
2020/08/08～2021/01/20
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月7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） 172,546,000 157,410,000 91.20%

令和２年度　湯治トンネル外点検業務
八代維持出張所及び八代河川国道事務所管内
2020/08/18～2021/03/15
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8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） 36,817,000 29,678,000 80.60%

令和２年度　新佐敷トンネル外点検業務
熊本維持出張所及び八代河川国道事務所管内
2020/08/18～2021/03/15
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8月17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） 37,312,000 30,096,000 80.70%

令和２年度　新津奈木トンネル外点検業務
八代維持出張所及び八代河川国道事務所管内
2020/08/18～2021/03/15
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8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） 34,089,000 27,566,000 80.90%

令和２年度　阿蘇管内舗装修繕外工事
阿蘇国道維持出張所管内
2020/08/21～2021/02/26
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　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8月20日
（株）熊阿建設工業
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５３０－２

4330001012288
一般競争
（総合評価） 109,472,000 101,750,000 92.90%
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令和２年度　坪井川橋橋梁補修外工事
熊本県熊本市北区高平地先外
2020/09/01～2021/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31日
（株）ミサト技建
熊本県熊本市東区戸島西６－１０－５

5330001004490
一般競争
（総合評価） 107,085,000 100,100,000 93.50%

鹿児島３号六月田橋下部工（Ｐ１７〜Ｐ１９）工事
鹿児島県出水市六月田町地先
2020/08/17～2021/02/26
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8月11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） 98,450,000 88,110,000 89.50%

令和２年度芦北出水道路（出水地区）測量設計業務
鹿児島県出水市地内
2020/08/20～2021/03/15
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8月19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） 20,757,000 16,456,000 79.30%

令和２年度　小川第２砂防堰堤外用地調査等業務
熊本県球磨郡五木村乙外地内
2020/08/06～2021/02/26
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8月5日
（株）新英コアテクニカ
佐賀県武雄市武雄町大字昭和１３５

3300001004603 指名競争契約 15,554,000 14,740,000 94.80%

令和２年度　川辺川ダム砂防事務所管内護岸補修（外）工事
熊本県球磨郡相良村四浦西地先外
2020/08/18～2021/03/12
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17日
栄建設（株）
熊本県球磨郡あさぎり町深田東８０１－
８

6330001016122
一般競争
（総合評価） 139,315,000 129,800,000 93.20%

下津原中流地区河道掘削工事
熊本県玉名郡和水町下津原地先
2020/08/05～2020/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月4日
荒川建設（株）
熊本県山鹿市鹿北町椎持２９３０－２

9330001010213
一般競争
（総合評価） 57,475,000 51,920,000 90.30%

令和２年度　江栗排水機場ポンプ設備修繕工事
熊本県玉名郡和水町江栗地先
2020/08/12～2021/02/28
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11日
（株）石垣
東京都千代田区丸の内１－６－５　丸の
内北口ビルディング２２階

7010001036671
一般競争
（総合評価） 23,650,000 22,517,000 95.20%

椿井地区河道掘削工事
熊本県山鹿市椿井地先
2020/08/13～2021/01/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12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） 107,239,000 97,900,000 91.30%

南島地区護岸補修工事
熊本県山鹿市南島地先
2020/08/12～2021/02/26
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11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） 99,594,000 88,605,000 89.00%

令和２年度　竜門ダム都留地区ポンプ設備工事
大分県日田市上津江町川原地先
2020/08/19～2021/03/30
機械設備工事

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8月18日
エスエスエンジニア（株）
福岡県直方市下境２１２３

9290801014582
一般競争
（総合評価） 98,560,000 93,324,000 94.70%

令和２年度熊本復興管内（砂防）設計業務
熊本復興事務所
2020/08/12～2021/02/28
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8月11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） 18,722,000 14,960,000 79.90%

三王谷川２砂防堰堤新設工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野地内
2020/08/18～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17日
三和建設（株）
熊本県人吉市五日町２６－５

8330001015989
一般競争
（総合評価） 279,488,000 253,000,000 90.50%

令和２年度熊本復興管内（砂防）測量業務
熊本復興事務所
2020/08/20～2021/02/28
測量

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8月19日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

2330001001086 指名競争契約 16,456,000 15,290,000 92.90%

東下田川２砂防堰堤新設（３期）工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽地内
2020/08/21～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月20日
（株）藤本建設工業
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽３３７７－１

4330001012387
一般競争
（総合評価） 294,228,000 268,950,000 91.40%

令和２年度　熊本復興事務所　熊本地震災害復旧検討業務
熊本復興事務所
2020/08/12～2021/03/15
測量

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8月11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 24,849,000 23,100,000 93.00%

令和２年度災害復旧　村道戸下大橋上下部工復旧外工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽地先
2020/08/27～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26日 杉本・藤本地域維持型建設共同企業体
一般競争
（総合評価） 161,238,000 149,600,000 92.80%

令和２年度三光本耶馬渓道路地質調査業務
大分県中津市本耶馬渓町落合地先
2020/08/05～2021/01/29
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8月4日
日本工営（株）
東京都千代田区九段北１－１４－６

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 23,056,000 21,450,000 93.00%

令和２年度大分管内改築事業測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2020/08/05～2021/02/26
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8月4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） 18,172,000 14,443,000 79.50%

令和２年度国道２１０号川下改良トンネル詳細設計外業務
日田市川下
2020/08/08～2021/02/26
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
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8月7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） 63,976,000 51,832,000 81.00%

令和２年度大分川河道整備工事
大分川水系直轄管理区間
2020/08/18～2021/02/26
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8月17日
後藤建設（株）
大分県大分市青崎２－３－４

4320001001127
一般競争
（総合評価） 111,133,000 101,420,000 91.30%

令和２年度大野川河道整備工事
大野川水系直轄管理区間
2020/08/19～2021/02/26
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8月18日
（株）友岡組
大分県豊後大野市大野町大原１１７２－
２

7320001009646
一般競争
（総合評価） 107,987,000 99,550,000 92.20%
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慈恩の橋耐震補強工事
大分県日田市天瀬町大字赤岩地先
2020/08/18～2021/03/10
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月17日
明大工業（株）
大分県別府市船小路町３－４３

4320001006613
一般競争
（総合評価） 123,860,000 112,750,000 91.00%

令和２年度大分河川国道事務所管内トンネル点検業務
大分河川国道事務所管内
2020/08/19～2021/02/26
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8月18日
日鉄鉱コンサルタント（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－
２３

3010001025538
指名競争契約
（総合評価） 33,946,000 27,170,000 80.00%

令和２年度大分河川国道管内国道２１０号橋梁補修設計業務
大分河川国道事務所管内
2020/08/19～2021/01/29
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8月18日
東洋技術（株）
大分県大分市畑中２－７－４２

6320001001926
指名競争契約
（総合評価） 29,953,000 27,500,000 91.80%

令和２年度大分河川国道管内国道１０号橋梁補修設計業務
大分河川国道事務所管内
2020/08/19～2021/01/29
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8月18日
九建設計（株）
大分県佐伯市大字上岡２２７０

2320001008909
指名競争契約
（総合評価） 28,259,000 25,850,000 91.50%

令和２年度大分管内交通安全施設測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2020/08/08～2021/02/26
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
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8月7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） 25,267,000 20,130,000 79.70%

令和２年度大分管内自転車通行帯設計業務
大分河川国道事務所管内
2020/08/19～2021/02/26
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8月18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） 20,196,000 16,060,000 79.50%

国道１０号かんたん外道路情報表示設備更新工事
大分県大分市神崎地先外
2020/08/05～2021/02/26
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8月4日
（株）清電社
大分県大分市向原西１－８－２９

9320001001493
一般競争
（総合評価） 86,581,000 79,750,000 92.10%

番匠川法面補修外工事
大分県佐伯市樫野地先外
2020/08/05～2021/02/26
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月4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） 43,043,000 40,150,000 93.30%

令和２年度　番匠川水系堤防等点検及び測量業務
番匠川水系番匠川外
2020/08/05～2021/02/26
測量

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8月4日
九建設計（株）
大分県佐伯市大字上岡２２７０

2320001008909 指名競争契約 16,489,000 15,488,000 93.90%

令和２年度　佐伯管内道路防災点検・測量設計外業務
佐伯河川国道事務所管内
2020/08/07～2021/02/26
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　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8月6日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区三番町６－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 42,097,000 33,484,000 79.50%

令和２・３年度　竹田維持管内橋梁点検業務
竹田維持出張所管内
2020/08/07～2022/02/28
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　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8月6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） 39,050,000 31,493,000 80.60%

令和２・３年度　佐伯維持管内橋梁点検業務
佐伯維持出張所管内
2020/08/07～2022/02/28
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　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8月6日
エイコー・コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２

3290001000851
指名競争契約
（総合評価） 45,298,000 36,333,000 80.20%

令和２年度　佐伯維持管内橋梁補修外工事
佐伯維持出張所管内
2020/08/28～2021/03/19
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月27日
（株）佐々木建設
大分県佐伯市宇目大字小野市４９８５－
２

2320001009221
一般競争
（総合評価） 116,017,000 104,500,000 90.10%

令和２年度　佐伯管内交通安全事業測量設計外業務
佐伯維持出張所管内　外
2020/08/28～2021/02/26
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　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8月27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） 13,981,000 13,695,000 98.00%

令和２年度　佐伯管内道路管理データ作成業務
佐伯河川国道事務所管内
2020/08/28～2021/02/26
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　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8月27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） 7,953,000 6,358,000 79.90%

平トンネル非常警報装置設置工事
大分県竹田市大字会々外
2020/08/29～2021/02/26
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月28日
大徳電業（株）
大分県大分市牧１－４－１３

3320001001648
一般競争
（総合評価） 75,295,000 73,700,000 97.90%

大淀川下流河道掘削（その３）工事
宮崎県宮崎市大塚地先
2020/08/28～2021/02/26
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8月27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） 141,801,000 127,259,000 89.70%

大淀川下流河道掘削（その２）工事
宮崎県宮崎市大塚地先
2020/08/29～2021/02/26
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8月28日
（株）岡崎組
宮崎県宮崎市大字恒久１８００－１

3350001000291
一般競争
（総合評価） 127,798,000 114,785,000 89.80%

祓川第１砂防堰堤改良外工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2020/08/07～2021/02/26
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8月6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） 78,969,000 70,620,000 89.40%

丸谷第３砂防堰堤右岸工事
宮崎県都城市夏尾町
2020/08/13～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
（株）志多組
宮崎県宮崎市高千穂通１－４－３０

5350001000777
一般競争
（総合評価） 182,908,000 164,670,000 90.00%

高千穂第３砂防堰堤改良工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2020/08/13～2021/02/26
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8月12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） 184,019,000 166,837,000 90.70%
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令和２年度大淀川砂防地質調査業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/21～2021/03/15
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月20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） 20,933,000 17,490,000 83.60%

渡司川１砂防堰堤左岸工事
宮崎県都城市美川町
2020/08/26～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月25日
（株）木場組
宮崎県都城市姫城町２５－６８

9350001007991
一般競争
（総合評価） 89,133,000 82,368,000 92.40%

東九州道（清武〜北郷）寺山一号橋床版工工事
宮崎県日南市北郷町郷之原町地先
2020/08/08～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月7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） 153,604,000 151,800,000 98.80%

宮崎１０号大淀川橋下部工（Ｐ２）工事
宮崎県都城市吉尾町地内
2020/08/08～2021/03/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月7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） 243,584,000 220,440,000 90.50%

宮崎１０号太郎坊地区橋（上下線）下部工（Ａ１）工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2020/08/13～2021/03/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
大淀開発（株）
宮崎県都城市上長飯町５４２７－１

6350001007879
一般競争
（総合評価） 237,391,000 213,620,000 90.00%

宮崎１０号太郎坊地区橋（上下線）下部工（Ａ２）工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2020/08/13～2021/03/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 287,265,000 260,700,000 90.80%

令和２年度日南・志布志道路油津ＩＣ橋橋梁詳細設計業務
宮崎県日南市大字平野
2020/08/22～2021/03/12
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　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8月21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） 61,039,000 49,016,000 80.30%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元地区改良（２１工区）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2020/08/28～2021/01/29
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8月27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） 109,538,000 101,200,000 92.40%

宮崎１０号都城道路２工区乙房地区改築工事
宮崎県都城市乙房町地内
2020/08/29～2021/03/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8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） 285,527,000 257,730,000 90.30%

令和２年度宮崎管内河川管理施設及び河道状態調査業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/26～2021/03/15
測量

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8月25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） 18,535,000 18,260,000 98.50%

令和２年度宮崎管内トンネル点検（その２）業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/07～2021/02/26
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8月6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） 28,281,000 23,430,000 82.80%

令和２年度宮崎管内トンネル点検（その１）業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/07～2021/02/26
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8月6日
（株）宮崎産業開発
宮崎県宮崎市大橋３－２２５

1350001001779
指名競争契約
（総合評価） 24,420,000 21,670,000 88.70%

令和２年度宮崎大橋（下り・Ｐ４〜Ｐ７）耐震補強・補修工事
宮崎維持出張所管内
2020/08/18～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17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） 292,435,000 264,330,000 90.40%

令和２年度宮崎大橋（下り・Ｐ８〜Ａ２）耐震補強・補修工事
宮崎維持出張所管内
2020/08/18～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17日
（株）増田工務店
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０

4350001005752
一般競争
（総合評価） 276,980,000 249,040,000 89.90%

令和２年度宮崎大橋（下り・Ａ１〜Ｐ３）耐震補強・補修工事
宮崎維持出張所管内
2020/08/18～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17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） 255,783,000 229,075,000 89.60%

令和２年度宮崎管内道路防災外工事
宮崎県児湯郡高鍋町、新富町、宮崎市富吉
2020/08/18～2021/02/28
維持修繕工事

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

令和2年8月17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） 139,227,000 124,960,000 89.80%

令和２年度宮崎管内構造物点検業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/28～2021/02/26
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　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8月27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） 28,677,000 23,628,000 82.40%

令和２年度都城地区道路附属物点検業務
都城国道維持出張所管内
2020/08/28～2021/03/26
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8月27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） 29,722,000 24,200,000 81.40%

令和２年度宮崎地区道路附属物点検業務
宮崎維持出張所管内
2020/08/28～2021/03/26
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8月27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） 26,400,000 21,780,000 82.50%

令和２年度日南地区道路附属物点検業務
日南国道維持出張所管内
2020/08/28～2021/03/26
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8月27日
（株）九州土木設計コンサルタント
宮崎県宮崎市大字芳士３７０１－５９

6350001000421
指名競争契約
（総合評価） 26,312,000 22,396,000 85.10%

令和２年度大淀川・小丸川空中写真測量及び図化業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/06～2020/12/28
測量

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8月5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） 36,201,000 29,172,000 80.60%
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令和２年度都城地区舗装修繕外（その２）工事
宮崎県都城市高城町穂満坊地先、都城市都北地先、都城市平江地
先
2020/08/14～2021/03/19

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8月13日
（株）木場組
宮崎県都城市姫城町２５－６８

9350001007991
一般競争
（総合評価） 110,836,000 110,000,000 99.20%

令和２年度大淀川外堤防監視設備設置工事
宮崎河川国道事務所管内
2020/08/18～2021/03/31
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17日
（株）日立国際電気
東京都港区西新橋２－１５－１２

2010001098064
一般競争
（総合評価） 332,200,000 300,190,000 90.40%

道の駅くしま非常用発電設備外設置工事
宮崎県串間市大字西方　道の駅くしま
2020/09/01～2021/03/15
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　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8月31日
三桜電気工業（株）
宮崎県宮崎市大字小松字下川原１１５８
－１１

3350001001983
一般競争
（総合評価） 44,022,000 40,109,300 91.10%

令和２年度　五ヶ瀬川天下地区外再算定等業務
宮崎県延岡市天下町外
2020/08/27～2021/02/26
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　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8月26日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527
指名競争契約
（総合評価） 7,326,000 7,260,000 99.10%

道の駅北川はゆま浄化槽新設外１箇所改修工事
宮崎県延岡市北川町長井５７５１－１外１箇所
2020/08/11～2021/02/26
暖冷房衛生設備工事

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

令和2年8月7日
（株）興洋
宮崎県延岡市長浜町１－１７９５

3350001006768
一般競争
（総合評価） 69,366,000 65,835,000 94.90%

令和２年度　昭和地区河道掘削工事
宮崎県延岡市昭和町地先
2020/08/28～2021/02/28
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8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） 111,100,000 100,540,000 90.50%

令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路五ヶ瀬地区道路詳細設計業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町地内
2020/08/05～2021/03/15
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　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8月4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） 34,254,000 27,280,000 79.60%

令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路高千穂地区道路詳細設計業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町地内
2020/08/05～2021/03/15
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　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8月4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） 49,247,000 39,237,000 79.70%

令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路１号トンネル設計業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町地内
2020/08/28～2021/03/15
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　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8月27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） 37,818,000 30,140,000 79.70%

令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路２号トンネル設計業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町地内
2020/08/28～2021/03/15
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　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8月27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） 30,558,000 24,420,000 79.90%

令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路７号トンネル設計業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町地内
2020/08/28～2021/03/15
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　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8月27日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区三番町６－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 28,963,000 23,089,000 79.70%

令和２年度　川島排水機場外調査設計検討業務
宮崎県延岡市川島町地内、水尻町地内
2020/08/26～2021/03/12
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　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8月25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） 25,058,000 24,200,000 96.60%

令和２年度　延岡管内法面防災外工事
宮崎県延岡市北浦町外
2020/08/04～2021/02/26
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月3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） 126,577,000 114,840,000 90.70%

令和２年度　延岡管内施設点検業務
延岡河川国道事務所管内
2020/08/06～2021/02/26
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8月5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） 21,516,000 17,380,000 80.80%

令和２年度　延岡管内道路管理データベース作成業務
延岡河川国道事務所管内
2020/08/26～2021/02/26
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8月25日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区諸岡１－２５－４１

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 8,250,000 6,600,000 80.00%

令和２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延岡国道維持出張所管内
2020/08/29～2021/02/26
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　甲　斐　　靖　志
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和2年8月28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 1,188,000 1,089,000 91.70%

令和２年度　延岡管内安全施設設置工事
宮崎県延岡市北川町長井〜同市祝子町、同市北方町南久保山〜同
町曽木
2020/09/01～2021/02/26

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8月31日
八作建設（株）
宮崎県延岡市三須町１１２３－３

3350001007072
一般競争
（総合評価） 110,902,000 98,780,000 89.10%

令和２年度　延岡管内橋梁補強補修工事
宮崎県延岡市塩浜町、門川町加草、日向市美々津
2020/09/01～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31日
（株）伊東建設
宮崎県延岡市無鹿町１－２２４８

5350001006650
一般競争
（総合評価） 97,889,000 88,770,000 90.70%

令和２・３年度　美々津大橋耐震補強工事
宮崎県日向市幸脇地先
2020/09/01～2021/10/29
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31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） 245,410,000 220,770,000 90.00%

令和２年度　宮崎２１８号平底トンネル照明設備設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地内
2020/08/18～2021/03/15
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17日
三桜電気工業（株）
宮崎県宮崎市大字小松字下川原１１５８
－１１

3350001001983
一般競争
（総合評価） 156,486,000 141,482,000 90.40%

令和２年度川内川（吉松地区外）事業損失調査業務
川内川河川事務所管内
2020/08/27～2021/02/26
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8月26日
（株）サタコンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市鷹師２－３－２

3340001001877 指名競争契約 6,160,000 4,829,000 78.40%
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令和２年度川内川（高江地区外）事業損失調査業務
鹿児島県薩摩川内市高江町外
2020/08/27～2021/03/05
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8月26日
（株）久永コンサルタント
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－２

5340001003599 指名競争契約 5,797,000 4,675,000 80.60%

麓地区堤防強化外工事
宮崎県えびの市原田地先外
2020/08/08～2021/03/15
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8月7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） 88,550,000 79,035,000 89.30%

亀沢地区堤防強化外工事
宮崎県えびの市亀沢地先
2020/08/12～2021/03/15
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8月11日
坂口建設（株）
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１４番
地１

7350001009841
一般競争
（総合評価） 87,395,000 78,705,000 90.10%

大小路地区上流掘削護岸その２工事
鹿児島県薩摩川内市東大小路地先
2020/08/29～2021/03/15
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8月28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） 192,258,000 172,909,000 89.90%

大小路地区下流掘削外工事
鹿児島県薩摩川内市大小路地先
2020/08/29～2021/03/15
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8月28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） 103,730,000 92,752,000 89.40%

大小路地区上流掘削護岸その１工事
鹿児島県薩摩川内市大小路地先
2020/08/29～2021/03/15
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8月28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） 186,175,000 167,860,000 90.20%

令和２年度川内川管内電気通信設備設計業務
鹿児島県薩摩川内市東大小路町２０番２号　川内川河川事務所外
2020/08/28～2021/02/26
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8月27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） 49,643,000 49,500,000 99.70%

令和２年度国道２２０号古江バイパス土地評価業務
鹿児島県鹿屋市地内
2020/08/26～2021/01/29
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8月25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 4,455,000 4,290,000 96.30%

令和２年度深港地区外事業損失事後調査等業務
鹿児島垂水市二川地内外
2020/08/27～2021/02/26
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8月26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） 13,299,000 10,428,000 78.40%

令和２年度下宮地区事業損失事後調査等業務
鹿児島垂水市下宮地内
2020/08/27～2021/02/26
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8月26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） 25,619,000 20,141,000 78.60%

肝属川俣瀬地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡肝付町
2020/08/06～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月5日
（有）山之口建設
鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５番地

6340002026689
一般競争
（総合評価） 109,208,000 98,010,000 89.70%

長谷川護岸緑化（その１）工事
鹿児島県鹿児島市武町地先
2020/08/19～2021/03/15
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月18日
（株）リーチ開発
鹿児島県鹿児島市春日町７－１４

3340001004582
一般競争
（総合評価） 75,141,000 68,409,000 91.00%

長谷川護岸緑化（その２）工事
鹿児島県鹿児島市桜島武町地先
2020/09/15～2021/03/15
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月18日
（株）三竹工業
鹿児島県鹿児島市伊敷６－１２－３２

8340001004173
一般競争
（総合評価） 74,250,000 67,650,000 91.10%

垂水管内道路土工構造物点検業務
垂水国道維持出張所管内
2020/08/21～2020/12/28
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　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8月20日
（株）久永コンサルタント
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－２

5340001003599
指名競争契約
（総合評価） 9,163,000 7,359,000 80.30%

鹿屋管内道路土工構造物点検業務
鹿屋国道維持出張所管内
2020/08/21～2021/02/28
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　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8月20日
（株）久永コンサルタント
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－２

5340001003599
指名競争契約
（総合評価） 27,368,000 21,890,000 80.00%

令和２年度国道２２６号北十町地区外用地調査等業務
鹿児島県指宿市東方・十町地内外
2020/08/12～2021/02/26
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8月11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） 24,772,000 19,426,000 78.40%

令和２年度阿久根川内道路（鶴川内地区外）事業損失事前調査業務
鹿児島県阿久根市鶴川内及び薩摩川内市水引地内
2020/08/28～2020/12/15
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年8月27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 5,467,000 5,357,000 98.00%

令和２年度鹿児島国道事務所管内測量・設計業務
鹿児島国道事務所管内
2020/08/26～2021/02/26
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8月25日
（株）大進
鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

5340001004977
指名競争契約
（総合評価） 19,701,000 15,620,000 79.30%

令和２年度鹿児島国道事務所管内橋梁補修設計業務
鹿児島国道事務所管内
2020/08/19～2021/02/26
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8月18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） 37,180,000 29,700,000 79.90%

令和２年度鹿児島国道事務所管内道路附属物点検（その１）業務
鹿児島・阿久根維持出張所管内
2020/08/26～2021/02/26
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8月25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） 24,739,000 23,100,000 93.40%

令和２年度鹿児島国道事務所管内道路附属物点検（その２）業務
加治木・指宿維持出張所管内
2020/08/26～2021/02/26
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8月25日
（株）国土技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市伊敷２－１４－１０

2340001001671
指名競争契約
（総合評価） 24,233,000 19,690,000 81.30%
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鳥越トンネル外照明設備その他工事
鹿児島市吉野町　鳥越トンネル外
2020/08/12～2021/02/26
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11日
親栄電設（株）
鹿児島県鹿児島市大竜町６－８

2340001002018
一般競争
（総合評価） 114,598,000 102,278,000 89.20%

令和２年度　緑川ダム管内測量設計業務
緑川ダム管理所管内
2020/08/14～2021/03/15
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　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8月13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） 21,065,000 17,314,000 82.20%

令和２年度松原ダムコンジットゲート水密ゴム取替他修繕工事
大分県日田市大山町西大山地先　松原ダム
2020/08/06～2021/03/31
機械設備工事

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

令和2年8月5日
日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区南港北１－７－
８９

3120001031541
一般競争
（総合評価） 69,960,000 68,200,000 97.50%

小五馬放流警報表示設備設置工事
大分県日田市大山町東大山４０１８－２　小五馬放流警報表示板
2020/08/27～2021/03/12
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　中村　星剛
久留米市高野１丁目２－２

令和2年8月26日
（株）清電社
大分県大分市向原西１－８－２９

9320001001493
一般競争
（総合評価） 41,624,000 37,950,000 91.20%

野瀬部局外放流警報設備設置工事
大分県日田市大山町東大山３０１１－３　野瀬部放流警報所　外
2020/09/01～2021/02/26
通信設備工事

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

令和2年8月31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） 61,600,000 60,500,000 98.20%

令和２年度山国川管理施設測量設計業務
山国川河川事務所
2020/08/19～2021/02/28
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8月18日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価） 21,098,000 16,775,000 79.50%

令和２年度山国川ＵＡＶ写真測量業務
山国川河川事務所管理区間内
2020/08/19～2021/01/20
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8月18日
（株）高崎総合コンサルタント
福岡県久留米市東合川３－７－５

9290001049116
一般競争
（総合評価） 27,984,000 22,495,000 80.40%

令和２年度山国川平成大堰受変電設備更新外工事
大分県中津市高瀬1851-2　山国川河川事務所　外１箇所
2020/09/01～2021/03/15
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　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8月25日
西部電業（株）
福岡県久留米市西町１１３９－１５

6290001049028
一般競争
（総合評価） 77,088,000 71,500,000 92.80%

佐賀２０８号　諸富地区改良（９工区）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2020/08/04～2021/02/05
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8月3日
岡本建設（株）
佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

8300001003402
一般競争
（総合評価） 155,771,000 139,810,000 89.80%

佐賀２０８号　諸富地区改良（８工区）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2020/08/04～2021/02/26
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8月3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） 146,454,000 131,230,000 89.60%

佐賀２０８号　諸富高架橋上部工（下り線Ｐ１２―Ａ２）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地内
2020/08/08～2021/10/08
鋼橋上部工事

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8月7日
（株）ＩＨＩインフラシステム
大阪府堺市堺区大浜西町３

5120101023932
一般競争
（総合評価） 654,434,000 596,530,000 91.20%

令和２年度　大川佐賀道路地質調査業務
佐賀県佐賀市
2020/08/18～2021/02/26
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17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 15,840,000 13,024,000 82.20%

令和２年度　大川佐賀道路川副地区構造物設計外業務
佐賀県佐賀市
2020/08/26～2021/02/26
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　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8月25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） 22,880,000 18,161,000 79.40%

令和２年度　大川佐賀道路空港東ＩＣ橋予備設計業務
佐賀県佐賀市
2020/08/26～2021/02/26
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　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8月25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） 29,018,000 23,111,000 79.60%

福岡２０８号　筑後川橋舗装（４工区）工事
福岡県大川市大字大野島地先
2020/10/20～2021/03/10
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8月31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） 94,534,000 85,470,000 90.40%

福岡２０８号　筑後川橋舗装（１工区）工事
福岡県大川市大字九網地先外
2020/09/24～2021/03/29
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8月31日
瀬口舗道（株）
福岡県みやま市瀬高町文廣１９４５－６
２

6290001052956
一般競争
（総合評価） 75,042,000 67,991,000 90.60%

令和２年度九州南部車両搭載センシングデータ取得・検討業務
九州地方整備局管内（宮崎県、鹿児島県）
2020/08/21～2021/02/19
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　九州技術事務所長　坂元　浩二
久留米市高野１－３－１

令和2年8月20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） 76,857,000 62,513,000 81.30%

令和２年度九州北部車両搭載センシングデータ取得・検討業務
九州地方整備局管内（福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県）
2020/08/21～2021/02/19
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　九州技術事務所長　坂元　浩二
久留米市高野１－３－１

令和2年8月20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） 64,383,000 52,250,000 81.20%

令和２年度　公園内建築施設整備工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/09/01～2021/02/26
建築工事

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

令和2年8月25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） 41,679,000 39,050,000 93.70%

令和２年度Ｄ地区管理用通路実施設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/08/28～2021/02/26
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
国営海の中道海浜公園事務所長　平塚　勇司
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

令和2年8月27日
令和２年度Ｄ地区管理用通路実施設計
業務株式會社オオバ・一般財団法人日
本緑化センター設計共同体

指名競争契約
（総合評価） 9,988,000 7,975,000 79.80%

佐伯労働総合庁舎（Ｒ２）建築改修その他工事
大分県佐伯市鶴谷町1丁目3-28
2020/08/22～2021/03/03
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8月21日
（株）平和建設
大分県大分市大字久原７９６－１

1320001002466 指名競争契約 42,130,000 38,500,000 91.40%
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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）

（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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