
公共工事名称、場所、期間及び種別
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佐世保港湾合同庁舎（Ｒ２）改修外設備設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2020/09/02～2021/02/26
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9月1日
（株）ニューロファジィ
福岡県福岡市中央区清川３－２１－９

2290001009571 指名競争契約 8,269,800 6,820,000 82.50%

筑紫法務支局（Ｒ２）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2020/09/05～2021/02/26
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9月4日
（有）回工房
福岡県福岡市博多区東光２－２０－２８

3290002014693 指名競争契約 7,734,100 5,258,000 68.00%

令和２・３年度広渡橋耐震補強工事
宮崎県日南市大字平山
2020/09/05～2022/03/15
一般土木工事

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9月4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） 646,855,000 585,750,000 90.60%

赤谷川流域災害改良復旧及び附帯市道川端橋橋台設置外工事
福岡県朝倉市杷木星丸地先外
2020/09/09～2021/03/31
一般土木工事

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9月8日
森部建設（株）
福岡県朝倉市長渕６１８

9290001044208
一般競争
（総合評価） 344,696,000 313,500,000 90.90%

赤谷川流域災害改良復旧及び附帯市道能勝田橋橋台設置外工事
福岡県朝倉市杷木星丸地先外
2020/09/09～2021/03/31
一般土木工事

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9月8日
若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－２３－１８

6290801012011
一般競争
（総合評価） 341,869,000 310,200,000 90.70%

福岡２０２号春吉橋上部工工事
福岡県福岡市博多区中州１丁目〜中央区春吉３丁目地内
2020/09/09～2021/12/10
鋼橋上部工事

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9月8日
（株）横河ＮＳエンジニアリング
茨城県神栖市砂山１６－５

1050001021106
一般競争
（総合評価） 629,123,000 569,404,000 90.50%

福岡２０８号　早津江川橋上部工（ＡＰ４―ＡＰ１１）工事
福岡県大川市大字大野島地内
2020/09/09～2021/07/20
プレストレスト・コンクリート工事

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9月8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） 914,518,000 840,950,000 92.00%

ハローワーク福岡南（Ｒ２）建築改修その他工事
福岡県春日市春日公園3-2
2020/09/10～2021/03/25
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9月9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） 92,994,000 90,750,000 97.60%

福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８ーＰ９）工事
福岡県北九州市八幡東区西本町地内
2020/09/11～2021/09/30
鋼橋上部工事

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9月10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） 478,786,000 431,673,000 90.20%

熊本３号古城第２橋上部工工事
熊本県水俣市古城〜長野地内
2020/09/12～2021/09/30
鋼橋上部工事

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9月11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） 1,104,543,000 1,016,070,000 92.00%

九州管内航空レーザ計測業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号
2020/09/15～2021/02/26
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9月14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） 108,328,000 89,562,000 82.70%

福岡３号東田高架橋上部工工事
福岡県北九州市八幡東区東田地内
2020/09/15～2021/10/20
鋼橋上部工事

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9月14日
宇部興産機械（株）
山口県宇部市大字小串字沖ノ山１９８０

1250001003050
一般競争
（総合評価） 638,836,000 579,755,000 90.80%

熊本地方検察庁（Ｒ２）改修設備設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2020/09/16～2021/02/26
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9月15日
（株）ナウ環境空間工房
長崎県佐世保市長畑町３９７－４

4310001014848 指名競争契約 7,835,300 6,919,000 88.30%

熊本県警察学校（Ｒ２）改修設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2020/09/16～2021/02/26
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9月15日
（株）田平設計事務所
福岡県福岡市東区下原３－１０－１５

9290001014581 指名競争契約 9,224,600 5,390,000 58.40%

令和２年度営繕部図面作成業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2020/09/16～2021/03/30
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9月15日
（株）粋華設計
熊本県熊本市中央区国府１－１３－３

3330002018962 指名競争契約 5,580,300 3,795,000 68.00%

赤谷川災害改良復旧附帯市道鶴園橋他２件上部工工事
福岡県朝倉市杷木林田地先外
2020/09/17～2021/03/31
鋼橋上部工事

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9月16日
（株）名村造船所
佐賀県伊万里市黒川町塩屋５－１

5120001046100
一般競争
（総合評価） 207,548,000 190,190,000 91.60%

農政局佐賀市庁舎（Ｒ２）建築改修その他工事
佐賀県佐賀市栄町3-51
2020/09/18～2021/03/17
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9月17日
（株）前田建設
佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬２５０２－１
７

4300001000915 指名競争契約 38,929,000 37,070,000 95.20%

八代法務総合庁舎（Ｒ２検察）改修設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2020/09/19～2021/02/26
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9月18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 7,053,200 4,587,000 65.00%

長崎５７号下井牟田赤崎高架橋上部工（Ａ１〜ＡＰ３）工事
長崎県諫早市森山町地先
2020/09/29～2021/09/30
プレストレスト・コンクリート工事

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9月28日
昭和コンクリート工業（株）
岐阜県岐阜市香蘭１－１

2200001002601
一般競争
（総合評価） 553,168,000 503,030,000 90.90%

合志川改修附帯舟島橋上部工工事
熊本県熊本市北区植木町平井地先
2020/09/29～2022/01/31
プレストレスト・コンクリート工事

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9月28日
昭和コンクリート工業（株）
岐阜県岐阜市香蘭１－１

2200001002601
一般競争
（総合評価） 345,510,000 312,290,000 90.40%

福岡２０８号　早津江川橋上部工（Ａ１―ＡＰ４）工事
福岡県大川市大字大野島地先
2020/09/30～2021/09/30
プレストレスト・コンクリート工事

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9月29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） 624,415,000 567,380,000 90.90%

赤谷川災害改良復旧及び附帯市道久保垣橋架替外工事
福岡県朝倉市杷木星丸地先外
2020/09/02～2021/03/31
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9月1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） 358,116,000 330,000,000 92.10%

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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筑後川改修附帯中島地区築堤工事
福岡県久留米市北野町中島地先
2020/09/02～2021/02/26
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9月1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） 165,858,000 149,930,000 90.40%

筑後川志波地区築堤護岸工事
福岡県朝倉市杷木志波地先
2020/09/02～2021/03/15
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9月1日
（株）荻島組
福岡県柳川市隅町２８番地

8290001052715
一般競争
（総合評価） 139,887,000 125,510,000 89.70%

筑後川石崎地区築堤外受託合併工事
福岡県久留米市北野町鳥巣地先
2020/09/03～2021/03/15
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9月2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） 145,332,000 130,680,000 89.90%

矢部川松原堰３号制水ゲート仮締切工事
福岡県みやま市瀬高町本郷地先　松原堰
2020/09/05～2021/03/31
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9月4日
砥上建設（株）
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３番地

8290001053077
一般競争
（総合評価） 113,355,000 101,200,000 89.30%

赤谷川流域災害改良復旧及び附帯市道小汐橋橋台設置外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2020/09/08～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月7日
（株）宝栄工業
福岡県柳川市上宮永町４１３

3290001053206
一般競争
（総合評価） 340,252,000 308,561,000 90.70%

花月川南友田地区築堤護岸外工事
大分県日田市友田地先外
2020/09/09～2021/02/26
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9月8日
河津建設（株）
大分県日田市三芳小渕町１５１番地

8320001009983
一般競争
（総合評価） 174,691,000 157,850,000 90.40%

矢部川東津留地区（上流）掘削外工事
福岡県みやま市瀬高町東津留地先外
2020/09/11～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月10日
（株）河建
福岡県みやま市高田町濃施６３４

3290001053627
一般競争
（総合評価） 135,003,000 123,556,400 91.50%

令和２年度赤谷川砂防（乙石２２外）用地調査等業務
福岡県朝倉市地内
2020/09/29～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月28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） 32,593,000 25,740,000 79.00%

令和２年度赤谷川砂防（乙石２１外）用地調査等業務
福岡県朝倉市地内
2020/09/29～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月28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） 29,898,000 23,562,000 78.80%

令和２年度赤谷川砂防（乙石２７外）用地調査等業務
福岡県朝倉市地内
2020/09/29～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9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） 33,517,000 26,532,000 79.20%

犬鳴川福丸地区左岸下流低水護岸設置工事
福岡県宮若市福丸地内
2020/09/02～2021/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番池の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 155,771,000 140,338,000 90.10%

犬鳴川福丸地区左岸上流低水護岸設置工事
福岡県宮若市福丸地内
2020/09/02～2021/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1日
（株）双一開發
福岡県宮若市高野５９７－１

5290801014495
一般競争
（総合評価） 149,853,000 134,717,000 89.90%

遠賀川目尾地区左岸中流掘削土砂改良工事
福岡県飯塚市口原地内
2020/09/02～2021/02/10
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9月1日
（株）前田組
福岡県飯塚市川津５０４

3290001046283
一般競争
（総合評価） 88,506,000 79,332,000 89.60%

彦山川添田地区堤防補強工事
福岡県田川郡添田町添田地先外
2020/09/03～2021/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2日
清水丸源建設（株）
福岡県田川市大字糒６５６－１

4290801016360
一般競争
（総合評価） 71,346,000 63,800,000 89.40%

彦山川弁城地区右岸掘削築堤工事
福岡県田川郡福智町弁城地先
2020/09/05～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月4日
光工業（株）
福岡県田川市大字伊田１７１６－１

8290801016885
一般競争
（総合評価） 75,064,000 67,045,000 89.30%

彦山川溝堀地区築堤樋管改良工事
福岡県直方市溝堀地内
2020/09/08～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7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） 98,054,000 89,100,000 90.90%

令和２年度中間管内左岸部河川維持管理（後期）工事
福岡県遠賀郡遠賀町外
2020/09/08～2021/01/29
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7日
川本建設工業（株）
福岡県北九州市八幡西区東筑２－４－
８

2290801009770
一般競争
（総合評価） 49,588,000 48,169,000 97.10%

令和２年度遠賀川嘉麻地区環境整備工事
福岡県嘉麻市
2020/09/08～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7日
正木工業（株）
福岡県田川市大字伊田３４６４

7290801016960
一般競争
（総合評価） 76,274,000 70,950,000 93.00%

犬鳴川龍徳地区盛立改良工事
福岡県宮若市龍徳地先
2020/09/09～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8日
（株）双一開發
福岡県宮若市高野５９７－１

5290801014495
一般競争
（総合評価） 94,039,000 84,150,000 89.50%

令和２年度今任原地区堤防補修外工事
福岡県田川郡大任町今任原地先
2020/09/09～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8日
（株）鷹羽建設
福岡県田川郡大任町大字大行事４６７８
－１４

9290801016884
一般競争
（総合評価） 60,170,000 53,680,000 89.20%

令和２年度殿浦排水機場外植栽維持工事
福岡県飯塚市川島地先外
2020/09/09～2021/03/10
造園工事

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

令和2年9月8日
（株）香翠園
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８－３

6290001046264
一般競争
（総合評価） 11,517,000 10,197,000 88.50%

令和２年度伊方地区土砂掘削工事
福岡県田川郡福智町伊方地先
2020/09/11～2021/02/26
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
（株）丹村組
福岡県田川郡大任町大字今任原１９７６

3290801018333
一般競争
（総合評価） 22,165,000 19,580,000 88.30%
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遠賀川目尾地区左岸（その２）掘削土砂改良工事
福岡県飯塚市目尾地先
2020/09/15～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
中川建設（株）
福岡県田川郡福智町金田７０４

7290801016655
一般競争
（総合評価） 63,316,000 56,375,000 89.00%

遠賀川勝野地区左岸上流掘削土砂改良工事
福岡県鞍手郡小竹町勝野地先
2020/09/15～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）大場組
福岡県田川市大字伊田３５３５－１

5290801016293
一般競争
（総合評価） 73,898,000 65,945,000 89.20%

遠賀川鯰田地区右岸下流掘削土砂改良工事
福岡県飯塚市鯰田地先
2020/09/15～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）堀組土建
福岡県宮若市本城１４７９

8290801014518
一般競争
（総合評価） 73,381,000 65,450,000 89.20%

遠賀川勝野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先
2020/09/16～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
柴田建設工業（株）
福岡県飯塚市柏の森４７７－１

6290001045588
一般競争
（総合評価） 79,002,000 71,720,000 90.80%

遠賀川鯰田地区右岸上流掘削土砂改良工事
福岡県飯塚市鯰田地先
2020/09/17～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月16日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番池の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 72,655,000 65,395,000 90.00%

遠賀川勝野地区左岸中流掘削土砂改良工事
福岡県鞍手郡小竹町勝野地先
2020/09/18～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月17日
（株）双一開發
福岡県宮若市高野５９７－１

5290801014495
一般競争
（総合評価） 75,438,000 67,320,000 89.20%

遠賀川目尾地区左岸（その１）掘削土砂改良工事
福岡県飯塚市目尾地先
2020/09/18～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月17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） 67,287,000 59,950,000 89.10%

令和２年度遠賀川（山鹿地区外）用地調査等業務
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿地内外
2020/09/19～2021/02/26
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9月18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 9,779,000 7,623,000 78.00%

令和２年度彦山川（伊田地区外）建物事後調査等業務
福岡県田川市大字伊田地内　外
2020/09/19～2021/02/26
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9月18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 8,151,000 6,820,000 83.70%

遠賀川直方地区左岸掘削工事
福岡県直方市大字感田地先
2020/09/25～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月24日
（株）白石組
福岡県直方市頓野５８９－３８

2290801014597
一般競争
（総合評価） 85,437,000 76,450,000 89.50%

彦山川伊田地区堤防改修工事
福岡県田川市伊田地先
2020/09/26～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25日
（株）高瀬組
福岡県田川市大字伊加利５０７

8290801016984
一般競争
（総合評価） 111,199,000 100,210,000 90.10%

令和２年度彦山川（添田地区外）建物等事前調査業務
福岡県田川郡添田町大字添田外　地内
2020/09/29～2021/02/26
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　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9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
（総合評価） 11,836,000 10,010,000 84.60%

彦山川溝堀地区左岸上流掘削土砂改良工事
福岡県直方市上境地先
2020/09/29～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）アリオ建設工業
福岡県鞍手郡小竹町大字新多１３８２番
地

8290801014443
一般競争
（総合評価） 56,056,000 50,270,000 89.70%

彦山川溝堀地区左岸下流掘削土砂改良工事
福岡県直方市上境地先
2020/09/29～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）巽工業
福岡県田川郡福智町金田１１３４－１３

2290801017914
一般競争
（総合評価） 55,143,000 49,610,000 90.00%

令和２年度彦山川下流部定期縦横断測量業務
福岡県直方市外
2020/09/29～2021/03/15
測量

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

令和2年9月28日
興建測量設計（株）
福岡県直方市日吉町１０－３７

9290801014129 指名競争契約 9,966,000 9,460,000 94.90%

彦山川下境地区右岸上流掘削築堤外工事
福岡県直方市下境地内
2020/10/01～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30日
（株）松原土木
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７６８－
３７

2290801014432
一般競争
（総合評価） 98,252,000 88,220,000 89.80%

福岡２０１号　花廻第二橋進入路外工事
福岡県糟屋郡篠栗町篠栗〜内住地先外１箇所
2020/09/02～2021/03/31
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　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年9月1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） 195,932,000 176,165,000 89.90%

令和２年度　福岡南部地区付属物設置外工事
福岡国道事務所久留米維持出張所管内
2020/09/02～2021/03/26
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9月1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） 85,206,000 76,560,000 89.90%

令和２年度　福岡南部地区舗装修繕工事
福岡県八女市立花町上辺春地先外
2020/09/02～2021/02/26
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9月1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） 108,702,000 97,427,000 89.60%

令和２年度野添局外直流電源装置設置工事
福岡県久留米市上津町中尾山　久留米維持出張所外
2020/09/23～2021/02/26
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　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9月1日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園２－６－３

8010401009458
一般競争
（総合評価） 40,029,000 36,740,000 91.80%

令和２年度福岡国道管内ラジオ再放送設備設置工事
福岡県糸島市二丈鹿家地先　鹿家トンネル外
2020/09/02～2021/02/26
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9月1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） 107,052,000 106,040,000 99.10%

令和２年度大入トンネル非常警報設備設置工事
福岡県糸島市二丈福井地先　大入トンネル　外
2020/09/04～2021/02/26
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
イーエレクス（株）
福岡県福岡市中央区大濠２－１０－１０

6290001010014
一般競争
（総合評価） 51,392,000 47,850,000 93.10%
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令和２年度　久留米地区舗装修繕工事
福岡県久留米市東町地内
2020/09/05～2021/02/26
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9月4日
熊川工業（株）
福岡県福岡市東区水谷３－２６－２０

4290001018769
一般競争
（総合評価） 100,375,000 89,892,000 89.60%

令和２年度津福共同溝附帯設備更新工事
福岡県久留米市荒木町地先〜福岡県久留米市梅満町地先　津福共
同溝外
2020/09/28～2021/02/26

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9月7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） 91,465,000 82,280,000 90.00%

令和２年度３号新代交差点改良用地調査等業務
福岡県八女郡広川町地内
2020/09/09～2021/02/26
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　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年9月8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） 16,137,000 13,420,000 83.20%

福岡２０２号今宿地区無電柱化２工区工事
福岡県福岡市西区今宿地内
2020/09/09～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8日
（株）松本組
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

1290001004094
一般競争
（総合評価） 140,327,000 125,510,000 89.40%

令和２年度２０８号西蒲池地区外用地調査等業務
福岡県柳川市外地内
2020/09/15～2021/02/26
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　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年9月14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 18,359,000 14,399,000 78.40%

令和２・３年度　瀬高地区橋梁補修工事
福岡県柳川市三橋町高畑地先外
2020/09/16～2021/06/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15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） 116,149,000 115,500,000 99.40%

福岡２０２号　周船寺橋舗装外工事
福岡県福岡市西区周船寺３丁目〜周船寺２丁目地先
2020/09/18～2021/03/31
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　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9月17日
（株）福岡重機センター
福岡県福岡市博多区井相田１－９－３４

4290001016120
一般競争
（総合評価） 83,875,000 74,580,000 88.90%

令和２年度福岡管内電気通信設備設計業務
福岡国道事務所管内及び有明海沿岸国道事務所管内
2020/09/25～2021/03/12
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　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和2年9月24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） 24,310,000 19,657,000 80.90%

令和２年度　福岡国道管内道路管理データ作成業務
福岡国道事務所管内
2020/09/26～2021/03/12
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　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9月25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） 41,085,000 32,692,000 79.60%

福岡３号吉塚・榎田地区無電柱化１工区工事
福岡県福岡市博多区榎田地内
2020/09/29～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28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） 179,729,000 160,820,000 89.50%

令和２年度　井尻地区排水設備ポンプ修繕工事
福岡県福岡市博多区諸岡地先
2020/09/29～2021/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
クボタ機工（株）
大阪府枚方市中宮大池１－１－１

3120001149458
一般競争
（総合評価） 12,441,000 11,660,000 93.70%

令和２年度福岡国道管内道路照明設備設置工事
福岡国道事務所管内
2020/10/01～2021/02/26
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30日
アユミ電業（株）
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－８

2290001011429
一般競争
（総合評価） 70,213,000 63,140,000 89.90%

福岡２０１号香春小山口地区外改良工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2020/09/02～2021/03/15
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9月1日
（有）横地組
福岡県田川郡川崎町大字安眞木２５７５

3290802024768
一般競争
（総合評価） 84,513,000 76,010,000 89.90%

令和２年度北九州国道管内（野間高架橋）補修設計外業務
北九州国道事務所管内
2020/09/09～2021/03/12
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　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9月8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） 40,909,000 32,593,000 79.70%

令和２年度北九州国道管内（宝橋）補修設計外業務
北九州国道事務所管内
2020/09/09～2021/03/12
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　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9月8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） 36,498,000 29,150,000 79.90%

令和２年度北九州国道管内橋梁点検業務
北九州国道事務所管内
2020/09/09～2021/03/12
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　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9月8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） 44,803,000 36,630,000 81.80%

令和２年度北九州国道管内電気通信設備設計業務
北九州国道事務所管内
2020/09/12～2021/02/26
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9月11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
（総合評価） 24,189,000 19,261,000 79.60%

令和２年度飯塚地区舗装修繕外工事
福岡県飯塚市地先
2020/09/18～2021/02/26
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9月17日
三共建設（株）
福岡県北九州市八幡西区洞南町２－１

5290801010008
一般競争
（総合評価） 116,908,000 105,050,000 89.90%

岡垣・城山トンネル照明設備設置工事
福岡県遠賀郡岡垣町大字上畑
2020/09/18～2021/02/26
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月17日
九昭電設工業（株）
福岡県北九州市小倉北区西港町３０－
４

9290801001119
一般競争
（総合評価） 161,755,000 154,000,000 95.20%

令和２年度筑豊維持出張所管内占用物件調査業務
筑豊維持出張所管内
2020/09/19～2021/02/26
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9月18日
村井測量設計（株）
福岡県北九州市八幡西区陣原３－１５
－１２

5290801010684 指名競争契約 3,289,000 3,069,000 93.30%

令和２年度田川地区舗装修繕外工事
福岡県田川市地先
2020/09/19～2021/02/26
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9月18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） 115,654,000 103,202,000 89.20%

令和２年度北九州国道管内防災カルテ点検外業務
北九州国道事務所管内
2020/09/25～2021/03/12
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　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9月24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） 23,551,000 18,755,000 79.60%
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令和２年度北九州国道管内道路管理データ作成業務
北九州国道事務所管内
2020/09/25～2021/03/12
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　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9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） 31,636,000 25,267,000 79.90%

国道３号・国道１０号道路台帳附図電子化業務
北九州国道事務所管内
2020/09/29～2021/03/15
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9月28日
（株）九州測量設計
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－２
２－７

9290801009789 指名競争契約 18,172,000 17,050,000 93.80%

令和２年度牛津川池上地区（その１）物件調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/09/03～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2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） 38,808,000 38,665,000 99.60%

令和２年度牛津川池上地区（その２）物件調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/09/03～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2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） 40,392,000 40,304,000 99.80%

令和２年度牛津川池上地区（その４）物件調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/09/03～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2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） 37,587,000 37,510,000 99.80%

令和２年度牛津川池上地区（その５）物件調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/09/03～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2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） 38,676,000 36,740,000 95.00%

令和２年度牛津川池上地区（その３）物件調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/09/03～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2日
玉野総合コンサルタント（株）
愛知県名古屋市東区東桜２－１７－１４

4180001031246
指名競争契約
（総合評価） 39,512,000 31,350,000 79.30%

令和２年度牛津川池上地区（その６）物件調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/09/03～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2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） 35,728,000 35,695,000 99.90%

令和２年度牛津川池上地区（その７）物件調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2020/09/03～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9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
（総合評価） 37,576,000 37,400,000 99.50%

武雄管内樋管ゲート無動力化検討設計業務
武雄河川事務所管内
2020/09/04～2021/03/19
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　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9月3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） 42,350,000 33,715,000 79.60%

令和２年度　六角川芦原地区外堤防補強工事
佐賀県武雄市橘町大字芦原地先外
2020/09/08～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7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） 240,361,000 217,800,000 90.60%

令和２年度　牛津川堤防補強工事
佐賀県小城市芦刈町三王崎地先外
2020/09/08～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7日
西村・中島（共）
佐賀県佐賀市川副町南里１４８９－１

一般競争
（総合評価） 242,055,000 239,800,000 99.10%

令和２年度　牛津川下流河道掘削工事
佐賀県小城市芦刈町浜枝川地先外
2020/09/09～2021/03/15
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9月8日
（株）丸福建設
佐賀県佐賀市久保田町徳万１６４７

2300001000982
一般競争
（総合評価） 214,841,000 195,140,000 90.80%

令和２年度　牛津川中流河道掘削工事
佐賀県多久市別府地先
2020/09/09～2021/03/15
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9月8日
（株）藤川土建
佐賀県唐津市北波多稗田１６９３

8300001007576
一般競争
（総合評価） 178,497,000 162,910,000 91.30%

令和２年度　六角川水系堤防補強（その３）工事
佐賀県武雄市橘町永島地先外
2020/09/09～2021/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8日
祐徳建設興業（株）
佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１８４

7300001001051
一般競争
（総合評価） 248,501,000 225,500,000 90.70%

令和２年度　六角川下小田地区外堤防補強工事
佐賀県杵島郡江北町大字下小田地先外
2020/09/10～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月9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） 226,842,000 208,450,000 91.90%

令和２年度武雄河川事務所管内電気通信設備設計業務
佐賀県佐賀市久保田町新田三本松籠８６外
2020/09/10～2021/02/26
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　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9月9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） 58,311,000 46,442,000 79.60%

令和２年度　六角川水系堤防補強（その５）工事
佐賀県小城市芦刈町浜枝川地先
2020/09/11～2021/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
（株）大和建設
佐賀県佐賀市兵庫北５－３－３５

4300001000816
一般競争
（総合評価） 217,833,000 196,460,000 90.20%

令和２年度　六角川水系堤防補強（その２）工事
佐賀県武雄市北方町大渡地先外
2020/09/12～2021/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11日
森永建設（株）
佐賀県佐賀市久保田町徳万４８－１

9300001000984
一般競争
（総合評価） 249,711,000 225,555,000 90.30%

令和２年度　六角川水系堤防補強（その４）工事
佐賀県小城市牛津町下砥川地先外
2020/09/12～2021/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11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） 245,289,000 221,914,000 90.50%

令和２年度　六角川水系堤防補強（その１）工事
佐賀県多久市東多久町納所地先外
2020/09/15～2021/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14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） 280,038,000 254,760,000 91.00%

武雄管内排水機場監視装置整備工事
佐賀県武雄市武雄町昭和７４５外
2020/09/17～2021/03/15
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9月16日
（株）荏原電産
東京都大田区大森北３－２－１６

3010801001754
一般競争
（総合評価） 123,486,000 118,800,000 96.20%
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嘉瀬川出張所空調設備改修外工事
佐賀県佐賀市久保田町大字新田８６　外
2020/09/18～2021/01/29
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　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9月17日
吉村空調工業（株）
佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町２３６０

4300001001079
一般競争
（総合評価） 16,225,000 15,950,000 98.30%

令和２年度松浦川管内堆積土砂掘削外工事
佐賀県唐津市、伊万里市
2020/09/24～2021/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月23日
（株）藤川土建
佐賀県唐津市北波多稗田１６９３

8300001007576
一般競争
（総合評価） 94,468,000 87,065,000 92.20%

厳木ダム網場設備製作据付外工事
佐賀県唐津市厳木町広瀬地先
2020/09/24～2021/03/15
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9月23日
ノダック（株）
埼玉県さいたま市南区文蔵３－２８－６

1120901030611
一般競争
（総合評価） 28,677,000 26,455,000 92.30%

令和２年度牛津川池上地区外補償説明業務
佐賀県小城市小城町池上及び牛津町上砥川地内
2020/09/26～2021/03/15
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25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） 39,754,000 33,858,000 85.20%

六角川河口堰管理橋塗替工事
佐賀県杵島郡白石町大字福富地先
2020/09/26～2021/03/31
塗装工事

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9月25日
今泉工業（株）
佐賀県西松浦郡有田町南原丁８０－８

7300001005853
一般競争
（総合評価） 37,642,000 34,870,000 92.60%

令和２年度　松浦川堤防補強（その２）工事
佐賀県伊万里市松浦町桃ノ川地先外
2020/09/29～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28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） 110,814,000 110,000,000 99.30%

松浦大堰３号主ゲート修繕工事
佐賀県唐津市和多田地先
2020/09/29～2021/03/15
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9月28日
（株）田中鉄工所
佐賀県佐賀市兵庫町瓦町１１９４－１

5300001000781
一般競争
（総合評価） 21,505,000 20,900,000 97.20%

石志揚水機場機械設備工事
佐賀県唐津市石志地先
2020/09/29～2021/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28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） 50,259,000 46,530,000 92.60%

松浦大堰管理橋塗替受託合併工事
佐賀県唐津市和多田地先
2020/09/30～2021/03/31
塗装工事

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9月29日
西部産業（株）
福岡県北九州市小倉北区弁天町９番３
０号

5290801002062
一般競争
（総合評価） 60,335,000 53,570,000 88.80%

令和２年度　牛津川上流河道掘削工事
佐賀県多久市南多久町長尾地先
2020/10/01～2021/03/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30日
深町・モロドミ（共）
佐賀県佐賀市水ケ江５－３－２８

一般競争
（総合評価） 166,562,000 153,780,000 92.30%

令和２年度佐賀管内道路施設点検業務
佐賀国道事務所管内
2020/09/02～2021/02/26
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9月1日
（株）有明エンジニアリング
佐賀県佐賀市若宮１－６－３３

5300001004196
指名競争契約
（総合評価） 23,155,000 18,876,000 81.50%

佐賀３号曽根崎地区（上り線）改築工事
佐賀県鳥栖市曽根崎町地先
2020/11/01～2021/06/30
アスファルト舗装工事

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

令和2年9月3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） 128,491,000 125,950,000 98.00%

令和２年度伊万里松浦道路久原地区外土地評価業務
佐賀県伊万里市山代町峰地内〜佐賀県伊万里市山代町久原地内
2020/09/08～2021/02/26
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年9月7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） 23,892,000 18,777,000 78.60%

佐賀２０２号伊万里井手野地区道路台帳附図作成外業務
佐賀県伊万里市南波多町井手野地先外
2020/09/08～2021/02/28
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9月7日

佐賀２０２号伊万里井手野地区道路台
帳附図作成外業務パスコ・精工コンサル
タント設計共同体
佐賀県佐賀市神野東２－２－１

指名競争契約
（総合評価） 48,356,000 39,160,000 81.00%

佐賀２０２号伊万里二里地区道路台帳附図作成外業務
佐賀県伊万里市二里町地先外
2020/09/08～2021/02/28
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9月7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） 42,108,000 33,990,000 80.70%

令和２年度　佐賀国道管内地質調査業務
佐賀国道事務所管内
2020/09/09～2021/02/26
地質調査業務

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

令和2年9月8日
（株）テックコンサルタント
佐賀県唐津市山田２８２４－６

1300001007616
指名競争契約
（総合評価） 10,956,000 9,504,000 86.70%

大坪地区外道路施設修繕工事
佐賀県伊万里市大坪町甲地先外
2020/10/01～2021/02/28
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9月8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） 104,720,000 104,500,000 99.80%

令和２年度　武雄バイパス道路詳細設計業務
佐賀県武雄市北方町大字志久〜北方町大字大崎
2020/09/10～2021/02/26
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年9月9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） 22,638,000 18,062,000 79.80%

令和２年度佐賀国道管内不法占用物件適正化業務
佐賀国道事務所管内
2020/09/11～2021/02/28
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9月10日
（株）東洋測量設計
佐賀県武雄市武雄町大字武雄５０１４－
１

7300001004640 指名競争契約 3,641,000 3,520,000 96.70%

令和２年度国道２０２号畑島地区外用地調査等業務
佐賀県唐津市畑島地内外
2020/09/15～2021/02/26
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年9月14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 12,023,000 9,383,000 78.00%

令和２年度佐賀国道管内電気通信設備設計業務
佐賀国道事務所管内
2020/09/15～2021/02/26
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年9月14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） 50,677,000 40,370,000 79.70%

国道４９７号半田地区外舗装修繕工事
佐賀県唐津市半田地先外
2020/10/12～2021/02/28
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9月17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） 98,538,000 87,780,000 89.10%
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令和２年度国道３号鳥栖拡幅事業損失事前調査等業務
佐賀県鳥栖市原町地内
2020/09/24～2021/01/29
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9月23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 9,779,000 7,678,000 78.50%

佐賀４９７号木須地区東工区改良工事
佐賀県伊万里市木須町地先
2021/01/12～2021/12/28
一般土木工事

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

令和2年9月29日
（株）峰組
佐賀県杵島郡江北町山口１３９８－１

1300001005124
一般競争
（総合評価） 155,562,000 139,590,000 89.70%

佐賀４９７号永山地区７号函渠設置工事
佐賀県伊万里市大坪町甲地先
2020/10/01～2022/02/28
一般土木工事

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

令和2年9月30日
森永建設（株）
佐賀県佐賀市久保田町徳万４８－１

9300001000984
一般競争
（総合評価） 158,455,000 145,860,000 92.10%

佐賀４９７号木須地区西工区改良工事
佐賀県伊万里市松島町地先
2021/01/05～2021/12/28
一般土木工事

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

令和2年9月30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） 145,904,000 139,700,000 95.70%

長崎４９７号板橋栗越地区改良１期工事
長崎県松浦市御厨町地先
2020/09/20～2021/03/10
一般土木工事

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

令和2年9月1日
（株）親和テクノ
長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－７
７

5310001005557
一般競争
（総合評価） 80,586,000 71,610,000 88.90%

長崎４９７号松浦８号橋下部工（ＤＰ３）工事
長崎県松浦市御厨町地先
2020/10/01～2021/03/19
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9月1日
（株）寺尾建設
長崎県雲仙市愛野町乙１４７９－１

2310001008232
一般競争
（総合評価） 110,066,000 102,850,000 93.40%

諫早出張所管内河川維持管理工事
長崎県諫早市長田町地先外
2020/09/03～2021/03/19
維持修繕工事

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

令和2年9月2日
柴崎建設　（株）
長崎県雲仙市国見町土黒丙４３４番地

5310001008618
一般競争
（総合評価） 66,693,000 59,620,000 89.40%

令和２年度長崎南部地区安全施設設置外工事
長崎河川国道事務所管内
2020/09/16～2021/02/26
維持修繕工事

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

令和2年9月3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） 83,842,000 82,709,000 98.60%

長浦岳局通信用鉄塔補修工事
長崎県長崎市琴海戸根町字六木屋１９７９－２　長浦岳中継所
2020/09/23～2021/02/26
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9月4日
（株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－２９－２０

3011001031955
一般競争
（総合評価） 38,687,000 35,310,000 91.30%

長崎４９７号松浦４号橋下部工（Ｐ６・Ｐ７）工事
長崎県松浦市志佐町地先
2020/10/01～2021/06/10
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9月7日
（株）ウヱノ
長崎県長崎市宿町１６３－６

7310001000192
一般競争
（総合評価） 288,992,000 273,680,000 94.70%

令和２年度不法占用物件調査等業務
佐世保国道維持出張所管内及び大村維持出張所管内
2020/09/19～2021/02/26
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9月18日
（株）長崎測量設計
長崎県長崎市上町１－２７

1310001001361 指名競争契約 2,200,000 2,090,000 95.00%

令和２年度長崎管内歩道橋外点検業務
長崎河川国道事務所管内
2020/09/29～2021/03/26
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

令和2年9月28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） 15,741,000 13,420,000 85.30%

令和２年度　雲仙管内砂防設備設計外業務
雲仙復興事務所管内
2020/09/26～2021/03/12
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　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9月25日
日本工営（株）
東京都千代田区麹町５－４

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 26,796,000 23,100,000 86.20%

令和２年度緑川海路口地区事業損失事前調査業務
熊本県熊本市南区海路口町地内
2020/09/02～2021/01/12
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9月1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 9,097,000 7,139,000 78.50%

緑川河川水辺環境調査（河川環境基図）業務
緑川水系直轄管理区間
2020/09/02～2021/02/26
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　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9月1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） 22,495,000 17,897,000 79.60%

白川河川水辺環境調査（河川環境基図）業務
白川水系直轄管理区間
2020/09/02～2021/02/26
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　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9月1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） 15,213,000 12,100,000 79.50%

道の駅鹿北情報室新設工事
熊本県山鹿市鹿北町岩野4186-130
2020/09/08～2021/03/06
建築工事

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9月2日
大建工業（株）
熊本県熊本市中央区北千反畑町８－１

4330001002710 指名競争契約 49,082,000 45,584,000 92.90%

令和２年度　熊本管内道路管理データ作成業務
熊本河川国道事務所管内
2020/09/04～2021/02/26
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9月3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） 37,136,000 29,568,000 79.60%

令和２年度　白川下流堰改築地質調査（その１）業務
熊本市薄場地区
2020/09/04～2021/02/26
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
（株）アバンス
熊本県熊本市東区江津１－３－４８

2330001000204
指名競争契約
（総合評価） 27,511,000 22,792,000 82.80%

令和２年度　白川下流堰改築地質調査（その２）業務
熊本市薄場地区
2020/09/04～2021/02/26
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
（株）三和地質コンサルタント
熊本県熊本市東区秋津３－３－７４

7330001002138
指名競争契約
（総合評価） 22,880,000 18,700,000 81.70%

令和２年度　内田川水門外機械設備修繕工事
熊本県熊本市南区海路口地先外
2020/09/04～2021/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3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） 118,954,000 118,800,000 99.90%

令和２・３年度　吉田川橋耐震補強外工事
熊本県山鹿市熊入町地先外
2020/09/10～2021/06/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月9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） 121,869,000 114,400,000 93.90%
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令和２年度熊本管内北部地区安全施設等整備工事
山鹿市鹿北町岩野地先外
2020/09/10～2021/03/19
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月9日
（株）吉村建設
熊本県荒尾市府本３９９

2330001011688
一般競争
（総合評価） 91,630,000 90,915,000 99.20%

九州中央道　城ノ尾地区改良１０期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2020/10/01～2021/10/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10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） 270,028,000 242,220,000 89.70%

九州中央道　川原田地区改良４期工事
熊本県上益城郡山都町金内地内
2020/09/15～2021/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
大政建設（株）
熊本県熊本市西区花園４－８－６

7330001002732
一般競争
（総合評価） 111,617,000 100,100,000 89.70%

白川慶徳地区（１工区）護岸外掘削工事
熊本県熊本市中央区慶徳地先
2020/09/16～2021/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15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） 222,288,000 200,750,000 90.30%

白川慶徳地区（２工区）護岸外掘削工事
熊本県熊本市中央区慶徳地先
2020/09/16～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15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） 217,228,000 195,800,000 90.10%

白川世安地区護岸外掘削工事
熊本県熊本市中央区世安町地先
2020/09/17～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月16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） 221,760,000 199,936,000 90.20%

九州中央道　城ノ尾第二橋上部工工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2020/12/21～2021/08/31
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月17日
昭和コンクリート工業（株）
岐阜県岐阜市香蘭１－１

2200001002601
一般競争
（総合評価） 134,948,000 121,220,000 89.80%

令和２年度　不法占用物件調査及び適正化業務
熊本維持出張所及び山鹿維持出張所管内
2020/09/18～2021/02/26
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9月17日
（株）新興測量設計
熊本県熊本市東区上南部３－３２－８

3330002004855 指名競争契約 2,673,000 2,497,000 93.40%

緑川網津地区（４工区）築堤工事
熊本県宇土市笹原町地先
2020/09/19～2021/03/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月18日
大政建設（株）
熊本県熊本市西区花園４－８－６

7330001002732
一般競争
（総合評価） 251,229,000 227,480,000 90.50%

令和２年度　熊本管内直流電源設備更新外工事
熊本県熊本市西区谷尾崎町字西谷院平1570-85　谷尾崎中継所　外
2020/09/28～2021/02/26
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　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9月23日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園２－６－３

8010401009458
一般競争
（総合評価） 46,343,000 45,430,000 98.00%

加勢川上仲間地区（１工区）掘削工事
熊本県上益城郡嘉島町鯰地先
2020/09/30～2021/02/26
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9月29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） 108,097,000 96,624,000 89.40%

加勢川上仲間地区（２工区）掘削工事
熊本県上益城郡嘉島町鯰地先
2020/10/01～2021/02/26
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9月30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） 129,327,000 116,325,000 89.90%

令和２年度熊本管内南部地区安全施設等整備工事
熊本維持出張所管内外
2020/10/01～2021/03/19
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30日
（株）共和建設
熊本県宇城市松橋町両仲間９９５

2330001012694
一般競争
（総合評価） 90,464,000 88,550,000 97.90%

令和２年度　緑川管内築堤設計業務
緑川水系
2020/10/01～2021/02/26
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　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9月30日
日本工営（株）
東京都千代田区麹町５－４

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 46,112,000 36,740,000 79.70%

令和２年度　宇土道路外地質調査業務
八代河川国道事務所管内
2020/09/02～2021/02/26
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1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） 11,572,000 9,449,000 81.70%

令和２年度　宇土道路長浜橋詳細設計業務
熊本県宇土市上網田町
2020/09/02～2021/03/15
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9月1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） 26,598,000 21,230,000 79.80%

令和２年度球磨川水系治水防災対策測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2020/09/18～2021/03/19
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9月17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） 22,165,000 17,600,000 79.40%

令和２年度芦北出水道路（２３工区）用地関係図書作成等業務
熊本県水俣市長野町地内
2020/09/19～2021/03/19
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　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9月18日
（株）水野建設コンサルタント
熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

9330001004495 指名競争契約 8,283,000 7,425,000 89.60%

令和２年度出水地区改築保全工事
鹿児島県出水市地先
2020/09/29～2021/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
外薗建設工業（株）
鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

2340001008675
一般競争
（総合評価） 70,037,000 69,850,000 99.70%

鹿児島３号関外地区２工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2020/09/29～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
阿久根建設（株）
鹿児島県鹿児島市下荒田４－１６－５

7340001000264
一般競争
（総合評価） 108,416,000 96,800,000 89.30%

鹿児島３号出水北ＩＣ１１工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2020/09/30～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
こうかき建設（株）
鹿児島県鹿児島市新栄町１９－３

1340001001607
一般競争
（総合評価） 111,375,000 99,770,000 89.60%

鹿児島３号針原地区３工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2020/10/01～2021/02/26
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9月30日
（株）長崎組
鹿児島県出水郡長島町蔵之元１７３

2340001011803
一般競争
（総合評価） 42,097,000 38,500,000 91.50%
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九折瀬第３砂防堰堤（３期）工事
熊本県球磨郡五木村九折瀬地内
2020/11/16～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月9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） 284,834,000 272,800,000 95.80%

令和２年度菊池川水系堤防等調査業務
菊池川河川事務所
2020/09/04～2021/02/26
測量

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

令和2年9月3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） 16,808,000 13,750,000 81.80%

令和２年度　菊池川管内排水樋管修繕工事
熊本県菊池市木柑子地先外
2020/09/15～2021/02/26
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）田中鉄工所
佐賀県佐賀市兵庫町瓦町１１９４－１

5300001000781
一般競争
（総合評価） 16,698,000 15,730,000 94.20%

令和２年度　菊池川水系空中写真測量業務
菊池川河川事務所管内
2020/09/16～2021/02/26
測量

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

令和2年9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） 16,379,000 13,013,000 79.40%

赤星地区外河道掘削その他工事
熊本県菊池市赤星地先外
2020/09/17～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月16日
（株）高喜工業
熊本県山鹿市鍋田１７７４－１

7330001010256
一般競争
（総合評価） 96,558,000 87,285,000 90.40%

菊池川水系樋管無動力化設計その他業務
菊池川河川事務所管内
2020/09/17～2021/02/26
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　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9月16日
三井共同建設コンサルタント（株）
東京都品川区大崎１－１１－１

5011101020526
指名競争契約
（総合評価） 20,328,000 16,247,000 79.90%

令和２年度　菊池川管内排水機場遠隔監視装置取替工事
熊本県山鹿市山鹿地先外
2020/09/24～2021/02/26
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月23日
（株）電業社機械製作所
東京都大田区大森北１－５－１

8010801007581
一般競争
（総合評価） 14,861,000 14,300,000 96.20%

下津原上流地区河道掘削工事
熊本県玉名郡和水町下津原地先
2020/10/01～2021/03/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 93,830,000 84,700,000 90.30%

令和２年度　菰田橋詳細設計業務
熊本県玉名郡和水町下津原地先
2020/10/01～2021/03/31
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　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9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） 82,764,000 82,500,000 99.70%

令和２年度大分川・大野川測量設計（その１）業務
大分川・大野川水系直轄管理区間
2020/09/03～2021/02/26
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9月2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） 13,618,000 11,000,000 80.80%

令和２年度大分川・大野川測量設計（その２）業務
大分川・大野川水系直轄管理区間
2020/09/03～2021/02/26
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9月2日
松本技術コンサルタント（株）
大分県中津市大字上池永１２８５－１０

9320001010965
指名競争契約
（総合評価） 11,825,000 9,570,000 80.90%

大分川津留地区掘削工事
大分県大分市津留地先
2020/09/05～2021/02/26
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9月4日
ＡＮＡＩ（株）
大分県大分市大字中戸次４４６３－１

3320001001994
一般競争
（総合評価） 117,502,000 108,020,000 91.90%

天ヶ瀬第一高架橋（Ａ１〜Ｐ４）耐震補強工事
大分県日田市天瀬町桜竹字岩ノ下地先
2020/09/08～2021/03/19
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9月7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） 136,037,000 121,440,000 89.30%

令和２年度横瀬拡幅瀬戸田橋詳細設計業務
大分県大分市横瀬
2020/09/09～2021/02/26
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9月8日
日本工営（株）
東京都千代田区麹町５－４

2010001016851
指名競争契約
（総合評価） 29,018,000 23,155,000 79.80%

大分川古国府地区掘削工事
大分県大分市古国府地先
2020/09/11～2021/02/26
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9月10日
（株）佐伯建設
大分県大分市中島西３－５－１

1320001001170
一般競争
（総合評価） 181,181,000 166,320,000 91.80%

大野川宮谷樋門撤去工事
大分県大分市宮河内地先
2020/09/15～2021/03/15
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9月14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） 112,838,000 101,970,000 90.40%

令和２・３年度中津維持管内舗装補修工事
大分県中津市永添地先〜杵築市山香町大字広瀬地先
2020/11/20～2021/05/31
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
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9月25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） 112,112,000 99,330,000 88.60%

令和２年度　千歳地区舗装修繕工事
佐伯河川国道事務所管内（豊後大野市千歳町）
2020/09/02～2021/02/26
セメント・コンクリート舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1日
（株）佐伯建設
大分県大分市中島西３－５－１

1320001001170
一般競争
（総合評価） 103,642,000 102,300,000 98.70%

番匠川蛇崎地区掘削工事
大分県佐伯市蛇崎地先
2020/09/03～2021/02/26
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9月2日
（株）盛田組
大分県佐伯市弥生大字小田１０８９－２

9320001009132
一般競争
（総合評価） 66,000,000 59,950,000 90.80%

井崎川蕨野樋管新設及び築堤護岸工事
大分県佐伯市弥生井崎地先
2020/09/04～2021/03/30
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9月3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） 148,302,000 135,850,000 91.60%

令和２年度　佐伯維持管内測量設計業務
佐伯維持出張所管内
2020/09/04～2021/02/26
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9月3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） 30,360,000 24,607,000 81.10%

令和２年度　竹田維持管内測量設計業務
竹田維持出張所管内
2020/09/04～2021/02/26
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9月3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） 22,649,000 17,930,000 79.20%
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令和２年度　柴北川橋下部工Ａ２外工事
大分県豊後大野市犬飼町下津尾地先外
2020/09/11～2021/03/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10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） 149,534,000 133,430,000 89.20%

中の谷トンネル照明設備更新工事
大分県佐伯市弥生大字尺間外
2020/09/12～2021/03/15
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月11日
豊南電工（株）
大分県津久見市大字津久見１５７５－１

5320201000258
一般競争
（総合評価） 90,926,000 80,850,000 88.90%

令和２年度　柴北川橋下部工Ｐ２外工事
大分県豊後大野市犬飼町下津尾地先外
2020/09/16～2021/03/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15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） 118,063,000 105,710,000 89.50%

令和２年度　竹田阿蘇道路（竹田地区）土地評価業務
大分県竹田市地内
2020/10/01～2021/03/19
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　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9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 9,504,000 7,469,000 78.60%

令和２年度　竹田阿蘇道路（荻地区）土地評価業務
大分県竹田市荻町地内
2020/10/01～2021/03/19
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　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9月30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 8,855,000 8,800,000 99.40%

番匠川水系電気通信設備設計業務
佐伯河川国道事務所管内
2020/10/01～2021/03/15
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9月30日
福岡芝浦電子（株）
福岡県福岡市南区大橋１－２－１９

3290001002096 指名競争契約 13,629,000 10,857,000 79.70%

令和２年度鰐塚中継所鉄塔補修工事
宮崎県宮崎市田野町字持田甲１１６２３　鰐塚中継所
2020/09/02～2021/03/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1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） 35,112,000 31,130,000 88.70%

宮崎１０号大淀川橋下部工（Ｐ４）工事
宮崎県都城市乙房町地内
2020/09/04～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
（株）桜木組
宮崎県都城市高城町桜木１６９３－２

6350001008712
一般競争
（総合評価） 290,928,000 264,000,000 90.70%

令和２年度大岩田遊水地用地調査等（その２）業務
宮崎県都城市下長飯町地内
2020/09/09～2021/03/25
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8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） 35,629,000 28,292,000 79.40%

令和２年度大岩田遊水地用地調査等（その１）業務
宮崎県都城市下長飯町地内
2020/09/09～2021/03/25
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月8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） 37,851,000 30,107,000 79.50%

都城道路（都城〜乙房）外電気通信設備詳細設計業務
宮崎県都城市高木地先〜宮崎県都城市乙房町地先　外
2020/09/09～2021/03/19
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　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9月8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） 50,644,000 40,370,000 79.70%

綾北川北俣地区法面補修外工事
宮崎県東諸県郡綾町北俣地先外
2020/09/11～2021/03/19
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9月10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） 112,937,000 110,000,000 97.40%

令和２年度都城地区構造物補修外（その１）工事
都城国道維持出張所管内
2020/09/15～2021/03/31
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9月14日
（株）増田工務店
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０

4350001005752
一般競争
（総合評価） 130,680,000 116,820,000 89.40%

令和２年度都城地区構造物補修外（その２）工事
都城国道維持出張所管内
2020/09/16～2021/03/31
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9月15日
丸昭建設（株）
宮崎県都城市山田町山田２１１２－３

5350001008507
一般競争
（総合評価） 123,035,000 111,760,000 90.80%

令和２年度道路不法占用物件調査等業務
宮崎維持出張所管内
2020/09/17～2021/01/29
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9月16日
（株）九研綜合コンサルタント
宮崎県都城市太郎坊町７７８９－１

2350001009144 指名競争契約 2,596,000 2,310,000 89.00%

令和２年度川口橋耐震補強・補修外工事
都城国道維持出張所管内
2020/09/17～2021/03/31
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9月16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） 102,146,000 98,120,000 96.10%

令和２年度宮崎管内道路管理データ作成業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/09/24～2021/02/26
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9月23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） 37,972,000 30,217,000 79.60%

令和２年度津屋原沼地区用地調査等業務
宮崎県宮崎市地内
2020/09/25～2021/03/25
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月24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） 13,299,000 10,461,000 78.70%

令和２・３年度国道１０号橋梁点検・補修設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/09/26～2022/02/28
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　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9月25日
令和２・３年度国道１０号橋梁点検・補修
設計業務中央・晃和設計共同体
福岡県福岡市博多区冷泉町２－１

指名競争契約
（総合評価） 65,780,000 52,415,000 79.70%

令和２・３年度国道２２０号橋梁点検・補修設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/09/26～2022/02/28
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　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9月25日

令和２・３年度国道２２０号橋梁点検・補
修設計業務長大・西田技術開発コンサ
ルタント設計共同体
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

指名競争契約
（総合評価） 60,137,000 48,620,000 80.80%

本庄川宮之谷地区堤防浸透対策工事
宮崎県東諸県郡綾町宮之谷地先
2020/09/29～2021/03/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
伸洋土木（株）
宮崎県宮崎市大字跡江７６０

4350001000811
一般競争
（総合評価） 93,093,000 83,160,000 89.30%

令和２年度日南防災土地評価業務
宮崎県宮崎市内海地内及び日南市大字伊比井地内
2020/09/30～2021/03/26
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9月29日
（株）長友総研
宮崎県宮崎市旭２－１－５

7350001001195 指名競争契約 3,872,000 3,355,000 86.60%
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大淀川檍樋管撤去受託工事
宮崎県宮崎市出来島地先
2020/09/30～2021/03/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
松本建設（株）
宮崎県宮崎市清水１－９－２４

2350001001720
一般競争
（総合評価） 82,797,000 74,415,000 89.90%

八重川赤江西地区築堤工事
宮崎県宮崎市赤江地先
2020/09/30～2021/07/20
一般土木工事

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

令和2年9月29日
松本建設（株）
宮崎県宮崎市清水１－９－２４

2350001001720
一般競争
（総合評価） 198,572,000 178,860,000 90.10%

八重川赤江北地区築堤（その３）工事
宮崎県宮崎市赤江地先
2020/09/30～2021/03/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29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） 141,757,000 127,490,000 89.90%

大淀川新地地区河道掘削（その３）外工事
宮崎県都城市高城町新地地先外
2020/09/30～2021/03/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
緒方・戸敷（共）
宮崎県小林市細野２０２６－１

一般競争
（総合評価） 154,946,000 140,513,835 90.70%

高千穂第７砂防堰堤右岸外工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田外
2020/09/30～2021/07/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 128,964,000 115,698,000 89.70%

日南・志布志道路益安地区１０号函渠設置外工事
宮崎県日南市大字益安地内
2020/09/30～2021/03/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29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） 261,998,000 235,510,000 89.90%

東九州道（清武〜北郷）丸目地区改築外（その３）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地内
2020/09/30～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 105,413,000 94,490,000 89.60%

令和２年度大浦地区海岸擁壁補修外（その２）工事
宮崎県日南市大字宮浦字大浦地先外
2020/09/30～2021/03/31
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9月29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） 168,366,000 150,370,000 89.30%

令和２年度大浦地区海岸擁壁補修外（その１）工事
宮崎県日南市大字宮浦字大浦地先外
2020/09/30～2021/03/31
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9月29日
（株）田村産業
宮崎県宮崎市福島町３－２－１

1350001001052
一般競争
（総合評価） 114,004,000 101,288,000 88.80%

新大谷川水門外機械設備修繕工事
宮崎県宮崎市大字小松地先外
2020/09/30～2021/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29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） 98,703,000 98,340,000 99.60%

粟野第２樋管外機械設備改修工事
宮崎県宮崎市高岡町高浜地先外
2020/09/30～2021/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29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） 29,216,000 27,610,000 94.50%

令和２年度　延岡管内道路台帳附図電子化業務
延岡河川国道事務所管内
2020/09/29～2021/02/26
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9月28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 36,245,000 29,084,000 80.20%

栗野地区河道掘削外工事
鹿児島県姶良郡湧水町北方地先外
2020/09/08～2021/03/15
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9月7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） 105,897,000 94,930,000 89.60%

山崎地区河道掘削工事
鹿児島県薩摩郡さつま町山崎地先
2020/09/09～2021/03/15
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9月8日
（株）橋口組
鹿児島県薩摩川内市西開聞町１５－１１

5340001008648
一般競争
（総合評価） 40,502,000 35,827,000 88.50%

令和２年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道の状態調査業
務
川内川河川事務所管内
2020/09/10～2021/03/15

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9月9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） 16,940,000 13,794,000 81.40%

船間島地区上流築堤その２工事
鹿児島県薩摩川内市船間島地先
2020/09/11～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10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） 256,817,000 232,903,000 90.70%

羽月川合流部掘削護岸その３工事
鹿児島県伊佐市大口下殿地先
2020/09/11～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10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） 96,668,000 86,900,000 89.90%

羽月川合流部掘削護岸その１工事
鹿児島県伊佐市大口下殿地先
2020/09/11～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
南生建設（株）
鹿児島県鹿児島市平之町８－１３

2340001003131
一般競争
（総合評価） 90,541,000 80,905,000 89.40%

船間島地区上流築堤その３工事
鹿児島県薩摩川内市船間島地先
2020/09/11～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
外薗建設工業（株）
鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

2340001008675
一般競争
（総合評価） 293,106,000 265,100,000 90.40%

天辰第二地区下流築堤護岸その１工事
鹿児島県薩摩川内市天辰地先
2020/09/11～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10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） 124,344,000 111,540,000 89.70%

羽月川合流部掘削護岸その２工事
鹿児島県伊佐市大口下殿地先
2020/09/11～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10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） 96,118,000 86,020,000 89.50%

宮之城出張所管内環境整備外工事
鹿児島県薩摩郡さつま町湯田地先
2020/09/11～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月10日
外薗建設工業（株）
鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

2340001008675
一般競争
（総合評価） 78,474,000 77,880,000 99.20%
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菱刈地区河道掘削その２工事
鹿児島県伊佐市大口下殿地先
2020/09/15～2021/03/15
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9月14日
（株）藤井建設
鹿児島県伊佐市大口里１２６番地

5340001007518
一般競争
（総合評価） 51,480,000 45,683,000 88.70%

竹下救急排水機場除塵設備外更新工事
鹿児島県姶良郡湧水町中津川地内外
2020/09/15～2021/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
開成工業（株）
熊本県熊本市北区植木町石川４５０－１

7330001010454
一般競争
（総合評価） 177,441,000 159,610,000 90.00%

菱刈地区河道掘削その１工事
鹿児島県伊佐市大口下殿地先
2020/09/19～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月18日
本山機動（株）
鹿児島県姶良郡湧水町米永４６

1340001007554
一般競争
（総合評価） 50,314,000 44,616,000 88.70%

菱刈地区河道掘削その８工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
2020/09/26～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25日
（株）平原組
鹿児島県姶良郡湧水町川西７９０－５

9340001007563
一般競争
（総合評価） 97,130,000 86,900,000 89.50%

川内川下流航空レーザー測量及び空中写真測量（その１）業務
川内川河川事務所管内
2020/09/26～2021/02/26
測量

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9月25日
（株）ウエスコ
岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５

4260001000622
指名競争契約
（総合評価） 38,335,000 31,020,000 80.90%

川内川下流航空レーザー測量及び空中写真測量（その２）業務
川内川河川事務所管内
2020/09/26～2021/02/26
測量

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9月25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） 36,498,000 29,425,000 80.60%

川内川下流航空レーザー測量及び空中写真測量（その３）業務
川内川河川事務所管内
2020/09/26～2021/02/26
測量

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9月25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） 33,814,000 27,500,000 81.30%

川内川下流航空レーザー測量及び空中写真測量（その４）業務
川内川河川事務所管内
2020/09/26～2021/02/26
測量

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9月25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） 30,426,000 24,442,000 80.30%

宮内地区堤防強化その３工事
鹿児島県薩摩川内市宮内地先
2020/09/29～2021/03/15
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9月28日
外薗建設工業（株）
鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

2340001008675
一般競争
（総合評価） 186,252,000 167,200,000 89.80%

菱刈地区河道掘削その７工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
2020/09/29～2021/03/15
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9月28日
小牧建設（株）
鹿児島県鹿児島市郡元１－１－２

2340001001721
一般競争
（総合評価） 96,778,000 86,570,000 89.50%

湯田地区河道整備その２工事
宮崎県えびの市大字湯田地先外
2020/09/30～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 175,802,000 158,400,000 90.10%

加久藤橋旧橋撤去受託（その２）工事
宮崎県えびの市大字小田地先
2020/09/30～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 137,137,000 122,650,000 89.40%

令和２年度大隅管内交通安全事業測量設計外業務
大隅河川国道事務所管内
2020/09/02～2021/03/31
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　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9月1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） 24,266,000 19,228,000 79.20%

肝属川池之園地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡肝付町池之園地先
2020/09/04～2021/03/15
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9月3日
肝付土建（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３９９２ー５

8340001013876
一般競争
（総合評価） 150,601,000 135,300,000 89.80%

串良川岡崎地区災害復旧工事
鹿児島県鹿屋市串良町岡崎地先
2020/09/04～2021/03/15
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9月3日
肝付土建（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３９９２ー５

8340001013876
一般競争
（総合評価） 128,634,000 115,280,000 89.60%

肝属川水系上流護岸補修その他工事
鹿児島県鹿屋市
2020/09/10～2021/03/26
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9月3日
（株）倉岡建設
鹿児島県鹿屋市吾平町上名２１５０

8340002025359
一般競争
（総合評価） 107,954,000 96,696,600 89.60%

令和２年度大隅管内道路改築積算技術業務
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１（大隅河川国道事務所）
2020/09/07～2021/03/31
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　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9月4日
（株）九州建設マネジメントセンター
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－
１９

4290001067064
一般競争
（総合評価） 151,888,000 146,850,000 96.70%

肝属川水系下流護岸補修その他工事
鹿児島県肝属郡肝付町
2020/09/10～2021/03/26
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9月9日
国基建設（株）
鹿児島県鹿屋市串良町有里３１３０

4340001013905
一般競争
（総合評価） 156,222,000 141,240,000 90.40%

令和２年度浮津・横山地区舗装修繕外工事
鹿児島県垂水市二川地内外
2020/09/15～2021/03/19
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9月14日
肝付土建（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３９９２ー５

8340001013876
一般競争
（総合評価） 112,948,000 100,100,000 88.60%

令和２年度桜島砂防持木川（下流渓流保全工）物件調査等業務
鹿児島県鹿児島市持木町地内
2020/09/29～2021/01/29
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9月28日
（株）萩原技研
鹿児島県鹿児島市山下町１６－２０

3340001003493
指名競争契約
（総合評価） 14,652,000 12,463,000 85.10%

令和２年度鹿児島国道管内道路管理データベース更新業務
鹿児島国道事務所管内
2020/09/02～2021/03/12
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　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9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） 14,916,000 11,880,000 79.60%

令和２年度芦北出水道路（県境〜出水ＩＣ）用地取得図書作成業務
鹿児島県出水市境町地内外
2020/09/09～2021/03/24
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9月8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 9,548,000 9,350,000 97.90%
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令和２年度鹿児島維持管内防災外工事
鹿児島維持出張所管内
2020/09/09～2021/02/26
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9月8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） 103,026,000 92,950,000 90.20%

令和２年度国道２２５号峯尾地区外舗装工事
鹿児島県枕崎市東鹿篭地内外
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　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9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） 117,172,000 105,270,000 89.80%

国道３号伊敷歩道橋外補修工事
鹿児島市伊敷地先外
2020/09/11～2021/03/26
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9月10日
（株）久保工務店
鹿児島県鹿児島市高麗町３７－２１

8340001000131
一般競争
（総合評価） 98,043,000 87,450,000 89.20%

災害対策機械格納庫外実施設計業務
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号外
2020/09/16～2021/02/26
建築関係建設コンサルタント業務

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

令和2年9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 6,523,000 5,170,000 79.30%

令和２年度東西道路下り線外事業損失事前調査（その３）業務
鹿児島県鹿児島市武１丁目地内外
2020/09/17～2021/02/26
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　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9月16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） 15,675,000 15,400,000 98.20%

鹿児島３号水引地区改良外工事
鹿児島県薩摩川内市水引町地先
2020/09/26～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月25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） 105,996,000 94,710,000 89.40%

令和２年度鹿児島国道事務所管内道路防災調査検討業務
鹿児島国道事務所管内
2020/10/01～2021/02/19
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　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9月30日

令和２年度鹿児島国道事務所管内道路
防災調査検討業務日本工営・萩原技研
設計共同体
福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２

指名競争契約
（総合評価） 19,173,000 16,104,000 84.00%

事務所外壁改修外工事
福岡県久留米市高野１丁目２番２号
2020/09/14～2021/02/10
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9月4日
大橋建設工業（株）
福岡県久留米市津福本町１６０８番地３

6290001048500 指名競争契約 17,831,000 15,620,000 87.60%

令和２年度山国川（防災ステーション）用地調査等業務
福岡県築上郡上毛町大字上唐原地内
2020/09/03～2021/02/05
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　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9月2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 18,524,000 14,575,000 78.70%

令和２年度山国川（防災ステーション）土地評価業務
福岡県築上郡上毛町大字上唐原地内
2020/09/04～2021/02/05
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　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9月3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 3,487,000 3,300,000 94.60%

令和２年度山国川（百留地区）用地調査等業務
福岡県築上郡上毛町大字百留地内
2020/09/18～2021/02/05
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　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9月17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 9,262,000 7,216,000 77.90%

令和２年度　有明海沿岸道路（北部地区）地質調査業務
福岡県みやま市、佐賀県佐賀市
2020/09/04～2021/02/26
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月3日
（株）九州ジオテック
福岡県小郡市小板井５７６－５

2290001051565
一般競争
（総合評価） 13,761,000 12,100,000 87.90%

令和２年度　大川佐賀道路川副ＩＣ橋詳細設計業務
佐賀県佐賀市
2020/09/09～2021/02/26
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　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9月8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） 33,077,000 26,356,000 79.70%

令和２年度　大川佐賀道路川副２号橋詳細設計業務
佐賀県佐賀市
2020/09/09～2021/02/26
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　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9月8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） 36,762,000 29,590,000 80.50%

令和２年度　大川佐賀道路川副４号橋詳細設計業務
佐賀県佐賀市
2020/09/09～2021/02/26
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　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9月8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） 34,914,000 27,808,000 79.60%

令和２年度　大川佐賀道路川副３号橋詳細設計業務
佐賀県佐賀市
2020/09/09～2021/02/26
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　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9月8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） 39,721,000 31,680,000 79.80%

令和２年度　有明海沿岸道路橋梁点検・補修設計業務
有明海沿岸国道事務所管内
2020/09/10～2021/02/26
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　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9月9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） 56,287,000 48,180,000 85.60%

令和２年度九州管内路面性状調査外業務
九州地方整備局管内
2020/09/02～2021/03/12
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　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9月1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） 31,152,000 24,959,000 80.10%

令和２年度海の中道海浜公園用地管理図更新等業務
福岡市東区大字西戸崎外　地内
2020/09/03～2021/02/26
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
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9月2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 9,691,000 7,579,000 78.20%

令和２年度園内上下水道外実施設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/09/10～2021/03/19
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
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9月9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） 40,634,000 32,362,000 79.60%

令和２年度　園内施設改修実施設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/09/18～2021/02/26
建築関係建設コンサルタント業務

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

令和2年9月17日
（株）九友設計コンサルタント
福岡県福岡市中央区大名１－９－２７

2290001007179 指名競争契約 9,911,000 6,380,000 64.40%

復元建物改修外工事
国営吉野ヶ里歴史公園内
2020/09/18～2021/03/22
木造建築工事

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

令和2年9月17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） 99,902,000 99,000,000 99.10%
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令和２年度海の中道海浜公園管内放送設備設置工事
福岡県福岡市東区大字奈多〜西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/09/19～2021/03/19
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月18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） 34,782,000 34,100,000 98.00%

令和２年度　森の湖プール外補修工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2020/09/26～2021/02/26
造園工事

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

令和2年9月25日
（株）鵜池造園
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池３６７－１

6300001000095
一般競争
（総合評価） 167,453,000 150,480,000 89.90%

令和２年度公園内地形図作成業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/09/29～2021/02/19
測量

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9月28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） 23,243,000 18,887,000 81.30%

国営吉野ヶ里歴史公園園内管理設備改修工事
国営吉野ヶ里歴史公園内
2020/10/01～2021/03/22
電気設備工事

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9月30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） 109,725,000 100,320,000 91.40%

熊本県警察機動隊（令２）建築改修その他工事
熊本県熊本市中央区渡鹿４丁目２番１号
2020/09/18～2021/02/26
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月17日
アサヒサンダイン（株）
熊本県熊本市東区小山町１６４７ー１

1330001000147 指名競争契約 24,728,000 23,727,000 96.00%

ハローワーク宇城（Ｒ２）建築改修その他工事
熊本県宇城市松橋町松橋266
2020/09/18～2021/03/17
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9月17日
住商産業（株）
熊本県熊本市東区小山４－９－７０

9330001002359 指名競争契約 34,859,000 30,690,000 88.00%

川内合同庁舎（Ｒ２）建築改修その他工事
鹿児島県薩摩川内市若葉町4番24号
2020/09/09～2021/03/25
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島営繕事務所長　立　花　　俊　徳
鹿児島市山下町１３－２１　鹿児島合同庁舎３Ｆ

令和2年9月8日
（株）橋口組
鹿児島県薩摩川内市西開聞町１５－１１

5340001008648
一般競争
（総合評価） 138,930,000 126,280,000 90.90%

名瀬法務総合庁舎（Ｒ２）建築改修その他工事
鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町１番２号
2020/09/16～2021/02/17
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島営繕事務所長　立　花　　俊　徳
鹿児島市山下町１３－２１　鹿児島合同庁舎３Ｆ

令和2年9月15日
竹山建設（株）
鹿児島県奄美市名瀬小俣町２９－２５

7340001010635 指名競争契約 46,596,000 33,682,000 72.30%

名瀬法務総合庁舎（Ｒ２）工事監理業務
鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町１番２号
2020/09/29～2021/02/17
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島営繕事務所長　立　花　　俊　徳
鹿児島市山下町１３－２１　鹿児島合同庁舎３Ｆ

令和2年9月28日
永園設計（株）
鹿児島県鹿児島市長田町１－１６ＮＳビ
ル

2340001003073 指名競争契約 2,607,000 2,123,000 81.40%

(別
紙
様
式
3)

（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。


