
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年度労務費基礎資料整理業務
九州地方整備局
2020/10/09～2021/02/26
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10月8日
（株）梅コンサル
鹿児島県鹿児島市紫原３－１３－２６

6340001006849 指名競争契約 15,411,000 13,200,000 85.70%

野間宿舎改修工事
福岡県福岡市南区大池１丁目１－４８外
2020/10/19～2021/02/15
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10月14日
（株）新栄建設
福岡県筑紫野市大字古賀４２－２０

7290001040761
一般競争
（総合評価） 10,692,000 10,120,000 94.70%

法務総合研究所福岡支所体育館（Ｒ２）建築改修その他工事
福岡県福岡市中央区小笹1-22-47
2020/10/02～2021/03/23
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10月1日
法城建設（株）
福岡県福岡市南区長丘５－４－１

4290001002244
一般競争
（総合評価） 54,802,000 49,500,000 90.30%

長崎合同庁舎（Ｒ２防衛）建築改修その他工事
長崎県長崎市岩川町１６－１６
2020/10/23～2021/03/29
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10月22日
（有）質倹
長崎県長崎市若葉町７－１２

2310002006409
一般競争
（総合評価） 34,771,000 33,550,000 96.50%

ハローワーク福岡南（Ｒ２）工事監理業務
福岡県春日市春日公園3-2
2020/10/08～2021/03/25
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10月7日
（株）ＫＥＮ建築設計一級建築士事務所
福岡県久留米市東合川４－７－１９－４
０１

6290001070990 指名競争契約 3,824,700 3,399,000 88.90%

農政局佐賀市庁舎（Ｒ２）工事監理業務
佐賀県佐賀市栄町3-51
2020/10/16～2021/03/17
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10月15日
（株）小路建築事務所
佐賀県佐賀市本庄町本庄５３６－３

2300001000347 指名競争契約 2,347,400 2,079,000 88.60%

令和２年度赤谷川右支渓１５砂防堰堤外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2020/10/20～2021/06/20
一般土木工事

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

令和2年10月19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） 225,522,000 204,600,000 90.70%

令和２年度汐井谷川（小河内川０５）砂防堰堤外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2020/11/09～2021/06/20
一般土木工事

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

令和2年10月19日
（株）郷原組
福岡県久留米市田主丸町志塚島４４１
－１

2290001050674
一般競争
（総合評価） 193,974,000 176,550,000 91.00%

赤谷川災害改良復旧附帯県道八女香春線改良外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2020/10/31～2021/03/31
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10月30日
（株）福田組
新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１
０

9110001004880
一般競争
（総合評価） 547,547,000 495,550,000 90.50%

矢部川水系観測施設設置外工事
福岡県みやま市瀬高町地先外
2020/10/31～2021/03/31
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10月30日
堤工業（株）
福岡県柳川市下宮永町６２０

7290001053053
一般競争
（総合評価） 92,851,000 83,985,000 90.50%

令和２年度　筑後川中流右岸上流域地質調査業務
福岡県朝倉市佐田地内他
2020/10/20～2021/03/19
地質調査業務

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

令和2年10月19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） 34,958,000 29,139,000 83.40%

令和２年度　筑後川中流右岸下流域地質調査業務
福岡県朝倉市山田地内他
2020/10/20～2021/03/19
地質調査業務

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

令和2年10月19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） 29,007,000 24,068,000 83.00%

令和２年度彦山川（柳原地区）用地調査等業務
福岡県田川郡添田町大字落合地内
2020/10/10～2021/03/12
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10月9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 8,360,000 7,920,000 94.70%

令和２年度犬鳴川（宮田地区）建物事前調査業務
福岡県宮若市宮田地内
2020/10/10～2021/01/29
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月9日
大和コンサル（株）
福岡県久留米市城南町２３－３

1290001049098 指名競争契約 4,532,000 4,345,000 95.90%

令和２年度遠賀川（小竹地区）建物等事前調査業務
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野外地内
2020/10/29～2021/03/12
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10月28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 8,261,000 6,479,000 78.40%

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

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月2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） 88,429,000 79,640,000 90.10%

遠賀川小竹地区左岸中流築堤工事
福岡県飯塚市口原地内
2020/10/16～2021/03/15
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10月15日
（有）北代組
福岡県直方市大字赤地１３７－２

5290802020220
一般競争
（総合評価） 80,630,000 71,918,000 89.20%

遠賀川小竹地区左岸上流築堤工事
福岡県飯塚市口原地内
2020/10/20～2021/03/15
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10月19日
（株）黒瀬建設
福岡県北九州市八幡西区本城東４－８
－９

2290801009903
一般競争
（総合評価） 89,705,000 80,960,000 90.30%

直方出張所外改修工事
福岡県直方市頓野３３３０－１外
2020/11/10～2021/02/17
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月19日
（株）鈴木建設
福岡県飯塚市菰田西３－１４－４０

4290001045615
一般競争
（総合評価） 13,761,000 13,321,000 96.80%

遠賀川小竹地区左岸下流築堤工事
福岡県飯塚市口原地先
2020/10/21～2021/03/15
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10月20日
（株）田代土木
福岡県宮若市芹田字井手ノ浦３７－２

1290802021057
一般競争
（総合評価） 71,797,000 63,954,000 89.10%

令和２年度宮田地区堤防補修工事
福岡県宮若市宮田
2020/10/21～2021/03/31
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10月20日
（株）田代土木
福岡県宮若市芹田字井手ノ浦３７－２

1290802021057
一般競争
（総合評価） 113,696,000 101,750,000 89.50%
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令和２年度飯塚出張所管内維持修繕工事
福岡県飯塚市外（飯塚出張所管内）
2020/10/30～2021/03/31
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10月29日
（株）上瀧組
福岡県嘉麻市漆生８８１

8290001045116
一般競争
（総合評価） 17,688,000 15,950,000 90.20%

令和２年度彦山川上流部定期縦横断測量業務
福岡県田川郡添田町外
2020/10/30～2021/03/31
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10月29日
（株）九州測量開発
福岡県飯塚市椿１３３－１４

6290001045448 指名競争契約 9,438,000 9,020,000 95.60%

令和２年度田川地区環境整備工事
福岡県田川市伊田地先
2020/10/07～2021/03/15
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10月6日
協和建設（株）
福岡県直方市大字上頓野２４５８番地５

4290801014100
一般競争
（総合評価） 67,650,000 63,910,000 94.50%

令和２年度２０９号上原々地区物件調査等業務
福岡県筑後市地内
2020/10/13～2021/03/25
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　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10月12日
（株）オオバ
東京都千代田区神田錦町３－７－１

9013201001170 指名競争契約 11,033,000 8,668,000 78.60%

令和２年度２０８号渡瀬地区物件調査等業務
福岡県みやま市地内
2020/10/13～2021/03/25
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　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10月12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 8,987,000 7,062,000 78.60%

令和２年度２１０号浮羽バイパス補償説明等業務
福岡県久留米市田主丸町豊城地内
2020/10/28～2021/07/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月27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） 13,398,000 11,550,000 86.20%

福岡２０２号　春吉橋下部工（Ａ１）外工事
福岡県福岡市博多区中洲１丁目〜中央区春吉３丁目地先
2020/11/16～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月8日
松山建設（株）
福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

1290001063297
一般競争
（総合評価） 170,038,000 152,680,000 89.80%

福岡２０１号　花廻第二橋上部工（Ｐ３―Ａ２）工事
福岡県糟屋郡篠栗町内住地内
2020/10/17～2021/08/31
鋼橋上部工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月16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） 130,790,000 117,480,000 89.80%

令和２年度　福岡国道管内２１０号外道路台帳附図電子化業務
福岡国道事務所管内
2020/10/21～2021/01/29
測量

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

令和2年10月20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 24,442,000 22,770,000 93.20%

令和２年度　福岡国道管内３号外道路台帳附図電子化業務
福岡国道事務所管内
2020/10/21～2021/01/29
測量

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

令和2年10月20日
基洲測量（株）
福岡県福岡市東区多の津３－８－２６

9290001002941 指名競争契約 25,520,000 23,980,000 94.00%

令和２年度　福岡国道管内２０２号外道路台帳附図電子化業務
福岡国道事務所管内
2020/10/21～2021/01/29
測量

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

令和2年10月20日
（株）久栄綜合コンサルタント
福岡県久留米市津福今町３４９－１８
久栄ビル

6290001048590 指名競争契約 24,849,000 23,100,000 93.00%

令和２年度　外環状共同溝ポンプ設備修繕工事
福岡県福岡市西区福重地先外
2020/10/02～2021/03/15
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10月1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） 16,060,000 15,950,000 99.30%

福岡２０１号久保山橋下部工（Ｐ１）外工事
福岡県飯塚市内住地先
2020/10/09～2021/10/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月8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） 132,473,000 119,570,000 90.30%

令和２年度国道２０１号道路台帳作成（その２）業務
福岡県飯塚市外
2020/10/16～2021/03/15
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10月15日
（株）松尾設計
福岡県北九州市八幡東区西本町２－５
－５

2290801009424 指名競争契約 16,643,000 13,310,000 80.00%

令和２年度国道２０１号道路台帳作成（その３）業務
福岡県飯塚市外
2020/10/16～2021/03/15
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10月15日
（株）中村測建事務所
福岡県北九州市小倉北区田町１２－９

9290801002736 指名競争契約 15,125,000 12,650,000 83.60%

令和２年度国道２０１号道路台帳作成（その１）業務
福岡県飯塚市
2020/10/16～2021/03/15
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10月15日
マサキ測量設計（株）
福岡県直方市大字感田７２０－１

1290801014334 指名競争契約 17,523,000 14,025,000 80.00%

国道２号・国道２０１号道路台帳附図電子化業務
北九州国道事務所管内
2020/10/06～2021/03/15
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10月5日
旭測量設計（株）
福岡県北九州市八幡西区香月西３－２
－１２

8290801009575 指名競争契約 13,321,000 12,650,000 95.00%

令和２年度水巻高架橋補修・補強（その２）工事
遠賀郡水巻町地先
2020/10/02～2021/03/12
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月1日
（株）東亜工業所
福岡県北九州市小倉北区熊谷１－１５
－２６

7290801002580
一般競争
（総合評価） 208,703,000 186,450,000 89.30%

令和２年度水巻高架橋補修・補強（その１）工事
遠賀郡水巻町地先
2020/10/03～2021/03/12
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月2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） 287,188,000 269,269,000 93.80%

令和２年度行橋管内舗装修繕外工事
行橋維持出張所管内
2020/10/03～2021/02/26
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10月2日
（有）隆将カンパニー
福岡県田川市大字伊田５０００

6290802024567
一般競争
（総合評価） 116,369,000 104,379,000 89.70%

松浦大堰３号主ゲート塗替工事
佐賀県唐津市和多田地先
2020/10/16～2021/03/15
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10月15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） 14,542,000 13,904,000 95.60%



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）

令和２年度　武雄管内堤防等河川管理施設状態調査業務
武雄河川事務所管内
2020/10/21～2021/03/31
測量

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

令和2年10月20日
新栄地研（株）
佐賀県佐賀市若楠２－５－２５

5300001000360 指名競争契約 21,494,000 17,017,000 79.20%

松浦川水系平面図修正図化作成業務
佐賀県唐津市
2020/10/14～2021/03/31
測量

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

令和2年10月13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） 31,482,000 27,500,000 87.40%

令和２年度国道３４号嬉野地区簡易パーキング土地評価等業務
佐賀県嬉野市大字下宿地内
2020/10/13～2021/02/26
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10月12日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556 指名競争契約 6,435,000 6,325,000 98.30%

令和２年度国道３４号畑ヶ田地区用地調査等業務
佐賀県杵島郡大町町地内
2020/10/13～2021/02/26
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10月12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） 21,593,000 19,360,000 89.70%

佐賀４９７号永山地区改良工事
佐賀県伊万里市大坪町甲地先
2020/10/09～2021/12/24
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10月8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） 340,208,000 304,150,000 89.40%

令和２年度　嘉瀬川ダム原石山法面対策工事
佐賀県佐賀市富士町畑瀬地先外
2020/10/13～2021/03/31
法面処理工事

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10月12日
日本地研（株）
福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

8290001015267
一般競争
（総合評価） 113,663,000 103,400,000 91.00%

長崎２０５号崎岡地区改良２期工事
長崎県佐世保市崎岡町地先
2020/11/01～2021/03/26
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10月23日
（株）誠伸建設
長崎県佐世保市崎岡町２５４６番地

2310001005584
一般競争
（総合評価） 94,127,000 83,985,000 89.20%

本明川ダム付替市道落線１号跨道橋設置工事
長崎県諫早市富川町坊主谷地内
2020/11/02～2021/11/26
プレストレスト・コンクリート工事

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

令和2年10月8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） 129,976,000 129,470,000 99.60%

本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良３期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2020/10/28～2021/06/18
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10月27日
（株）荒木組
長崎県諫早市小船越町２－３

6310001007841
一般競争
（総合評価） 120,560,000 108,570,000 90.10%

本明川ダム付替県道富川橋上部工工事
長崎県諫早市富川町地先
2020/12/07～2022/01/31
プレストレスト・コンクリート工事

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

令和2年10月1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） 240,867,000 217,030,000 90.10%

令和２年度本明川ダム区間調査設計検討業務
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2020/10/24～2021/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10月23日
太洋技研（株）
長崎県長崎市興善町２－８

6310001001027 指名競争契約 19,987,000 17,710,000 88.60%

令和２年度長崎管内橋梁補修外工事
長崎河川国道事務所管内
2020/10/16～2021/03/26
維持修繕工事

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

令和2年10月1日
本田建設（株）
長崎県島原市有明町大三東戊７０５

7310001009845
一般競争
（総合評価） 106,040,000 95,150,000 89.70%

令和２年度　赤松谷川除石工事
長崎県南島原市地先
2020/10/09～2021/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月8日
（株）吉川組
長崎県島原市中町８０３－１

1310001009727
一般競争
（総合評価） 178,541,000 160,149,000 89.70%

令和２年度　雲仙管内砂防設備点検調査その他業務
雲仙復興事務所管内
2020/10/20～2021/03/12
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10月19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） 13,651,000 10,890,000 79.80%

令和２年度白川（渡鹿地区）事業損失事後調査等業務
熊本県熊本市中央区渡鹿５丁目地内外
2020/10/13～2021/02/26
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年10月12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） 21,659,000 19,360,000 89.40%

令和２年度緑川美登里地区事業損失事前調査業務
熊本市南区美登里町地内
2020/10/14～2021/02/26
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月13日
（株）新英コアテクニカ
佐賀県武雄市武雄町大字昭和１３５

3300001004603 指名競争契約 9,680,000 7,590,000 78.40%

緑川海路口地区（２工区）築堤工事
熊本県熊本市南区海路口町地先
2020/10/02～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月1日
（株）南州土木
熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

1330001003372
一般競争
（総合評価） 197,978,000 179,300,000 90.60%

加勢川上仲間地区（３工区）掘削工事
熊本県上益城郡嘉島町鯰地先
2020/10/03～2021/02/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月2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） 103,356,000 92,290,000 89.30%

緑川海路口地区（３工区）築堤工事
熊本県熊本市南区海路口町地先
2020/10/03～2021/03/19
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10月2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） 204,215,000 185,350,000 90.80%

緑川海路口地区（１工区）築堤工事
熊本県熊本市南区海路口町地先
2020/10/03～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月2日
（株）十五建設
熊本県熊本市中央区十禅寺１－１０－１
４

5330001002354
一般競争
（総合評価） 202,246,000 183,040,000 90.50%

緑川網津地区（５工区）外築堤工事
熊本県宇土市笹原町地先外
2020/10/27～2021/03/19
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10月26日
（株）橋口組
熊本県熊本市南区良町４－１０－９８

6330001003756
一般競争
（総合評価） 173,470,000 157,630,000 90.90%
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九州中央道　梅ノ木地区改良４期工事
熊本県上益城郡山都町上寺地内
2020/10/13～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12日
五領建設（株）
熊本県熊本市東区御領６－３－５７

9330001001889
一般競争
（総合評価） 111,463,000 99,330,000 89.10%

九州中央道　上多良原外跨道橋上部工工事
熊本県上益城郡山都町杉木地内外
2020/10/20～2021/10/29
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10月19日
（株）日本ピーエス
福井県敦賀市若泉町３

9210001010695
一般競争
（総合評価） 216,931,000 194,491,000 89.70%

九州中央道　椛ノ木地区改良５期工事
熊本県上益城郡山都町金内地内
2020/10/29～2021/08/31
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10月28日
（株）吉本組
熊本県上益城郡御船町木倉１５８８

5330001010869
一般競争
（総合評価） 118,756,000 106,920,000 90.00%

九州中央道　杉木地区改良１４期工事
熊本県上益城郡山都町杉木地内
2020/10/31～2021/08/31
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10月30日
（有）清和建設
熊本県上益城郡山都町大平４３４－３

1330002020359
一般競争
（総合評価） 109,263,000 97,900,000 89.60%

阿蘇防災倉庫実施設計外業務
熊本県阿蘇市黒川１４４０－１
2020/10/13～2021/03/15
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12日
（株）交建設計
東京都中央区八丁堀４－５－４　ＦＯＲＥ
ＣＡＳＴ桜橋

6010001043999 指名競争契約 5,049,000 3,179,000 63.00%

令和２年度　桜井地区舗装修繕工事
熊本県水俣市桜井町地先外
2020/10/06～2021/03/15
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
諫山工業（株）
熊本県熊本市中央区白山３－２－１５

3330001000310
一般競争
（総合評価） 109,120,000 107,800,000 98.80%

令和２年度　二見下大野町地区災害復旧工事
熊本県八代市二見下大野町地先
2020/10/23～2021/03/15
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10月22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） 147,532,000 137,500,000 93.20%

令和２年度　熊本河川国道管内道路管理測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2020/10/28～2021/02/19
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　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10月27日
（株）水野建設コンサルタント
熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

9330001004495
指名競争契約
（総合評価） 29,513,000 29,150,000 98.80%

熊本５７号水谷地区工事用道路工事
熊本県宇土市網津町水谷地先
2020/10/20～2021/03/15
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10月19日
八代港湾工業（株）
熊本県八代市港町２６２番地の１８

9330001013777
一般競争
（総合評価） 90,926,000 80,630,000 88.70%

川辺川流域砂防設備等測量設計及び地質調査業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2020/10/29～2021/09/30
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月28日
東亜コンサルタント（株）
大分県大分市東原１－２０－１７

2320001001871
指名競争契約
（総合評価） 34,507,000 28,600,000 82.90%

合志川山城堰ゲート設備工事
熊本県熊本市北区植木町米塚地先
2020/10/15～2023/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月14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） 944,900,000 848,430,000 89.80%

令和２年度竜門ダム放流警報表示設備更新工事
熊本県菊池市竜門８７０番地　竜門ダム管理支所外
2020/10/02～2021/03/19
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月1日
（株）ゼクシオ
熊本県熊本市南区城南町宮地１００２－
１

1330001013165
一般競争
（総合評価） 64,801,000 61,820,000 95.40%

令和２年度中山川外砂防用地調査等業務
熊本県阿蘇郡高森町大字高森地内外
2020/10/06～2021/03/15
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　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10月5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 17,732,000 17,017,000 96.00%

令和２年度西平川１砂防用地調査等業務
熊本県阿蘇市的石地内
2020/10/16～2021/03/15
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　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10月15日
扇精光コンサルタンツ（株）
長崎県長崎市田中町５８５－４

7310001000283 指名競争契約 27,137,000 25,740,000 94.90%

令和２年度赤瀬川１外土地評価業務
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内外
2020/10/30～2021/03/15
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　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10月29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 7,744,000 7,315,000 94.50%

西小園川３砂防堰堤設置（２期）工事
熊本県阿蘇市西小園地内
2020/10/26～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月1日
八代港湾工業（株）
熊本県八代市港町２６２番地の１８

9330001013777
一般競争
（総合評価） 195,459,000 175,780,000 89.90%

西湯浦川１砂防堰堤設置（４期）工事
熊本県阿蘇市西湯浦地内
2020/11/16～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月1日
（株）杉本建設
熊本県阿蘇市役犬原９８－３

9330001012267
一般競争
（総合評価） 278,828,000 254,100,000 91.10%

大分川ダム艇庫新築工事
大分市大字下原地先
2020/10/09～2021/02/26
建築工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月8日
谷川建設工業（株）
大分県佐伯市常盤南町８－３３

9320001009000 指名競争契約 46,541,000 40,920,000 87.90%

大分川横瀬地区掘削（その８）工事
大分県大分市横瀬地先
2021/01/04～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月27日
柴田建設（株）
大分県大分市大字中判田１７１２－４

3320001001383
一般競争
（総合評価） 186,769,000 171,820,000 92.00%

大分川横瀬地区掘削護岸（その９）工事
大分県大分市横瀬地先
2020/10/29～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月28日
（株）松井組
大分県竹田市大字拝田原１８８

9320001009512
一般競争
（総合評価） 154,407,000 140,910,000 91.30%

大分川横瀬地区掘削護岸（その７）工事
大分県大分市横瀬地先
2020/10/31～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月30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） 208,241,000 190,960,000 91.70%
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令和２年度大分河川国道事務所管内（道路）積算技術業務
大分河川国道事務所管内
2020/10/13～2021/03/31
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10月12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） 134,684,000 130,350,000 96.80%

令和２年度大分河川国道管内道路管理データベース資料作成業務
大分河川国道事務所管内
2020/10/16～2021/02/26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月15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） 31,075,000 24,739,000 79.60%

令和２年度大分川水系定期縦横断測量業務
大分川水系
2020/10/17～2021/02/28
測量

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

令和2年10月16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） 30,085,000 24,662,000 82.00%

令和２年度大分管内簡易パーキング外測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2020/10/31～2021/01/29
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月30日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価） 12,452,000 10,010,000 80.40%

令和２年度小内海地区歩道整備事業用地調査等業務
宮崎県宮崎市地内
2020/10/07～2021/03/25
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10月6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） 7,700,000 7,315,000 95.00%

大淀川歌舞伎橋撤去受託工事
宮崎県都城市西町地先外
2020/10/02～2021/03/26
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10月1日
日興建設（株）
宮崎県都城市丸谷町４９８５

7350001008190
一般競争
（総合評価） 58,201,000 55,852,280 96.00%

宮崎１０号大淀川橋上部工工事
宮崎県都城市吉尾町地内〜乙房町地内
2020/10/31～2022/05/30
鋼橋上部工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月30日
ＪＦＥエンジニアリング（株）
神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１

8010001008843
一般競争
（総合評価） 870,639,000 795,300,000 91.30%

令和２年度本庄地区河道掘削外維持管理工事
宮崎県東諸県郡国富町森永地先外
2020/10/02～2021/03/19
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10月1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） 121,572,000 110,000,000 90.50%

令和２年度高岡地区河道掘削外維持管理工事
宮崎県宮崎市高岡町富吉地先外
2020/10/02～2021/03/10
維持修繕工事

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

令和2年10月1日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 120,571,000 110,000,000 91.20%

令和２年度上町橋外耐震補強工事
日南国道維持出張所管内
2020/10/02～2021/03/31
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10月1日
大和開発（株）
宮崎県宮崎市高洲町２３５ー３

2350001002124
一般競争
（総合評価） 140,998,000 129,140,000 91.60%

令和２年度ワシントニアパーム更新工事
宮崎維持出張所管内
2020/10/02～2021/02/26
造園工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月1日
宮崎造園（株）
宮崎県宮崎市大字浮田２９８８番地４

8350001001756
一般競争
（総合評価） 37,125,000 32,989,000 88.90%

令和２年度宮崎管内電気通信設備詳細設計業務
宮崎県宮崎市大工２丁目３９外
2020/10/07～2021/03/19
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10月6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） 43,813,000 34,925,000 79.70%

宮崎１０号　財光寺地区舗装外工事
宮崎県日向市財光寺地先
2020/10/07～2021/03/12
アスファルト舗装工事

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

令和2年10月6日
日本道路（株）
東京都港区新橋１－６－５

9010401023409
一般競争
（総合評価） 154,110,000 154,000,000 99.90%

令和２年度　五ケ瀬川水系河道環境整備外工事
宮崎県延岡市（五ヶ瀬川水系直轄河川管理区間内）
2020/10/23～2021/03/26
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月22日
（株）盛武組
宮崎県延岡市北川町長井３９１４

5350001007112
一般競争
（総合評価） 94,314,000 84,260,000 89.30%

令和２年度　蒲江地区法面防災工事
大分県佐伯市蒲江地先
2020/10/30～2021/03/12
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10月29日
日新興業（株）
宮崎県延岡市本小路７４

3350001006900
一般競争
（総合評価） 73,029,000 68,750,000 94.10%

令和２年度川内川（えびの地区）土地評価業務
宮崎県えびの市地内
2020/10/10～2021/02/26
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10月9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 3,465,000 3,300,000 95.20%

原田地区河道掘削外工事
宮崎県えびの市原田地先
2020/10/13～2021/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12日
（株）オーム工業
宮崎県えびの市大字向江８１２－１

9350001010145
一般競争
（総合評価） 49,962,000 45,100,000 90.30%

菱刈地区河道掘削その９工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
2020/10/27～2021/03/15
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10月26日
薩摩建設（株）
鹿児島県薩摩郡さつま町求名２１８８

4340001009110
一般競争
（総合評価） 93,577,000 84,535,000 90.30%

菱刈地区河道掘削その１０工事
鹿児島県伊佐市菱刈川北地先
2020/10/30～2021/03/15
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10月29日
（株）植村組
鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

7340001000529
一般競争
（総合評価） 90,453,000 89,100,000 98.50%

鶴丸地区上流部河道掘削工事
鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸地先
2020/10/14～2021/03/15
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10月13日
（株）大山工務所
鹿児島県姶良郡湧水町木場１２０３

6340001007450
一般競争
（総合評価） 53,383,000 47,509,000 89.00%

令和２年度川内川水系河道影響及び対策検討外（上流部）業務
川内川河川事務所管内
2020/10/16～2021/03/15
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10月15日
（株）大進
鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

5340001004977
指名競争契約
（総合評価） 17,402,000 13,904,000 79.90%
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令和２年度川内川水系河道影響及び対策検討外（下流部）業務
川内川河川事務所管内
2020/10/16～2021/03/15
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10月15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） 16,291,000 12,969,000 79.60%

川内川管内河川利用検討設計業務
川内川河川事務所管内
2020/10/06～2021/03/15
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10月5日
（株）南日本技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市田上３－１８－２０

1340001004238 指名競争契約 4,279,000 2,530,000 59.10%

令和２年度春松川砂防設備改築工事
鹿児島県鹿児島市
2020/10/15～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月7日
（株）野添土木
鹿児島県鹿児島市持木町４０

6340001003458
一般競争
（総合評価） 149,908,000 135,300,000 90.30%

令和２年度野尻川１号堰堤改築工事
鹿児島県鹿児島市
2020/10/13～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12日
（株）植村組
鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

7340001000529
一般競争
（総合評価） 199,727,000 180,180,000 90.20%

令和２年度大隅砂防管内測量設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2020/10/21～2021/06/20
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大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10月20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） 23,485,000 18,634,000 79.30%

令和２年度古江地区構造物補修外工事
鹿児島県鹿屋市古江町地内外
2020/10/09～2021/03/22
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月8日
（株）三共建設
鹿児島県肝属郡錦江町田代麓３３５５－
１

3340001013930
一般競争
（総合評価） 75,911,000 71,830,000 94.60%

令和２年度権現橋耐震補強工事
鹿児島県志布志市志布志町地内
2020/10/17～2021/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月16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） 207,900,000 185,570,000 89.30%

令和２・３年度大隅管内橋梁点検（その１）業務
大隅河川国道事務所管内
2020/10/21～2021/09/30
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10月20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） 35,860,000 29,172,000 81.30%

令和２・３年度大隅管内橋梁点検（その２）業務
大隅河川国道事務所管内
2020/10/21～2021/09/30
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10月20日
三州技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市薬師１－６－７

5340001001990
指名競争契約
（総合評価） 34,628,000 29,700,000 85.80%

令和２・３年度大隅管内橋梁点検（その３）業務
大隅河川国道事務所管内
2020/10/21～2021/09/30
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10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） 30,481,000 29,700,000 97.40%

令和２年度肝属川水系下流定期縦横断測量業務
肝属川水系直轄管理区間
2020/10/27～2021/03/26
測量

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

令和2年10月26日
（株）新日本技術コンサルタント
鹿児島県鹿児島市田上８－２４－２１

6340001002105 指名競争契約 18,106,000 14,344,000 79.20%

令和２年度肝属川水系上流定期縦横断測量業務
肝属川水系直轄管理区間
2020/10/27～2021/03/26
測量

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

令和2年10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 18,304,000 14,520,000 79.30%

令和２年度桜島土石流土砂深浅測量業務
鹿児島県鹿児島市
2020/10/30～2021/02/26
測量

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

令和2年10月29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 12,727,000 10,021,000 78.70%

鹿児島１０号祇園之洲橋（下り線）下部工Ｐ２工事
鹿児島県鹿児島市祇園之洲町地先
2020/10/13～2021/07/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12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） 197,153,000 179,300,000 90.90%

令和２年度阿久根川内道路（湯田西方〜水引）構造物詳細設計業務
鹿児島県阿久根市鶴川内〜薩摩川内市水引町地先
2020/10/28～2021/03/15
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　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10月27日
（株）建設技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－１

5340001001578
指名競争契約
（総合評価） 33,132,000 26,433,000 79.80%

鹿児島維持出張所管内等道路台帳附図電子化業務
鹿児島国道事務所及び鹿児島維持出張所
2020/10/06～2021/03/15
測量

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10月5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 16,060,000 12,815,000 79.80%

指宿維持出張所管内等道路台帳附図電子化業務
鹿児島国道事務所及び指宿維持出張所
2020/10/06～2021/03/15
測量

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10月5日
（株）新日本技術コンサルタント
鹿児島県鹿児島市田上８－２４－２１

6340001002105 指名競争契約 17,028,000 13,585,000 79.80%

加治木維持出張所管内等道路台帳附図電子化業務
鹿児島国道事務所及び加治木維持出張所
2020/10/06～2021/03/15
測量

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10月5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 16,335,000 13,035,000 79.80%

阿久根維持出張所管内等道路台帳附図電子化業務
鹿児島国道事務所及び阿久根維持出張所
2020/10/21～2021/03/15
測量

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10月20日
建設情報コンサルタンツ（株）
鹿児島県薩摩川内市宮内町４１２５－２

3340001008492 指名競争契約 18,216,000 14,080,000 77.30%

国道３号川内道路（薩摩川内都ＩＣ〜串木野ＩＣ）法面処理工事
鹿児島県いちき串木野市下名地先
2020/10/02～2022/01/31
法面処理工事

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10月1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） 276,199,000 250,140,000 90.60%

令和２年度鹿児島国道管内電気通信設備設計業務
鹿児島国道事務所管内
2020/10/15～2021/03/15
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　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10月14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） 28,248,000 23,309,000 82.50%



公共工事名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び

所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

法人番号
一般競争入札・指名競争の
別（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備考

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

令和２年度　緑川ダム堆砂測量外１件業務
緑川ダム管理所管内
2020/10/29～2021/03/15
測量

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10月28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） 19,173,000 15,290,000 79.70%

筑後川ダム統管管内電気通信設備設計業務
大分県日田市大山町西大山８４９２－２　松原ダム管理支所外
2020/10/15～2021/03/05
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年10月14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） 14,564,000 11,704,000 80.40%

令和２年度山国川（百留地区）土地評価業務
福岡県築上郡上毛町大字百留地内
2020/10/07～2021/02/05
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10月6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 3,267,000 3,190,000 97.60%

令和２年度山国川管内電気通信設備設計業務
大分県中津市高瀬1851-2　山国川河川事務所　外
2020/10/21～2021/03/10
土木関係建設コンサルタント業務

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10月20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
（総合評価） 16,863,000 13,442,000 79.70%

令和２年度九州管内路面下空洞調査業務
九州地方整備局管内
2020/10/17～2021/03/15
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　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10月16日
ジオ・サーチ（株）
東京都大田区西蒲田７－３７－１０

3010801005185
指名競争契約
（総合評価） 87,648,000 83,600,000 95.40%

令和２年度　公園内間伐工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/10/02～2021/02/26
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10月1日
（株）小山千緑園
福岡県福岡市東区若宮５－９－８

2290001003112
一般競争
（総合評価） 50,457,000 44,880,000 88.90%

令和２年度　噴水用ろ過設備更新その他工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/10/03～2021/02/26
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
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10月2日
（株）筑豊冷機
福岡県飯塚市鶴三緒１５５７－１

8290001045520
一般競争
（総合評価） 48,983,000 48,884,000 99.80%

令和２年度　公園内園路改修工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2020/10/21～2021/02/26
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10月20日
（株）涼華園
福岡県福岡市南区大池１－２３－１６

2290001002519
一般競争
（総合評価） 50,776,000 45,430,000 89.50%

令和２年度　国営吉野ヶ里歴史公園園路設計外業務
国営吉野ヶ里歴史公園内
2020/10/20～2021/02/26
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10月19日
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－２３－２

4013301013608
指名競争契約
（総合評価） 26,928,000 25,410,000 94.40%

竹田法務支局（Ｒ２）機械改修その他工事
大分県竹田市大字会々1525-8
2020/11/16～2021/06/16
暖冷房衛生設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本営繕事務所長　田之上　和久
熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎２Ｆ

令和2年10月15日
（株）山村電設工業
大分県豊後大野市三重町内田３２０５－
１

4320001009632 指名競争契約 40,172,000 39,380,000 98.00%

川内合同庁舎（Ｒ２）工事監理業務
鹿児島県薩摩川内市若葉町４番２４号
2020/10/02～2021/03/25
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10月1日
堂園設計（株）
鹿児島県鹿児島市真砂本町２１－７

5340001002907 指名競争契約 4,521,000 3,960,000 87.60%

鹿屋合同庁舎（Ｒ２）機械改修その他工事
鹿児島県鹿屋市西原４丁目５番１号
2020/10/22～2021/06/15
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　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10月21日
九錦設備工業（株）
鹿児島県鹿児島市南栄２－７－１５

2340001001333
一般競争
（総合評価） 84,744,000 77,220,000 91.10%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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