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延岡労働総合庁舎（Ｒ２）建築その他工事
宮崎県延岡市大貫町１丁目2885-1外
2020/12/03～2022/08/03
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12月2日
広成建設（株）
広島県広島市東区上大須賀町１－１

4240001003271
一般競争
（総合評価） 652,850,000 651,640,000 99.80%

ハローワーク直方（Ｒ２）工事監理業務
福岡県直方市大字頓野3334-5
2020/12/02～2021/05/31
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12月1日
（株）小川建築設計事務所
福岡県北九州市八幡東区桃園２－７－
４

3290801009092 指名競争契約 2,347,400 1,870,000 79.70%

九州管区警察学校（Ｒ２）敷地調査業務
福岡県福岡市博多区板付6-1-1
2020/12/12～2021/02/24
地質調査業務

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12月11日
（株）ベクトル
福岡県福岡市博多区住吉５－１３－２

9290001016586 指名競争契約 6,659,400 6,600,000 99.10%

損失補償標準単価（令和３年度版）作成業務
九州地方整備局
2020/12/04～2021/03/19
補償関係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12月3日
（株）中央補償コンサルタント
福岡県北九州市小倉北区木町３－３－
７

8290801002398
指名競争契約
（総合評価） 12,408,000 11,110,000 89.50%

筑後川大石地区（下流）築堤護岸外工事
福岡県うきは市浮羽町古川地先
2020/12/04～2021/08/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月3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） 160,831,000 144,705,000 90.00%

筑後川金島地区（下流）災害復旧工事
福岡県久留米市北野町金島地先
2020/12/04～2021/03/31
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12月3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） 165,627,000 149,633,000 90.30%

筑後川金島地区（上流）災害復旧工事
福岡県久留米市北野町金島地先
2020/12/05～2021/03/31
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12月4日
建武工業（株）
福岡県久留米市山川町１６４３－７

4290001048782
一般競争
（総合評価） 164,417,000 148,280,000 90.20%

巨瀬川今村橋橋脚設置外工事
福岡県久留米市田主丸町以真恵地先外
2020/12/11～2021/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月10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） 176,605,000 157,960,000 89.40%

筑後川庄手地区堤防整備外工事
大分県日田市庄手地先
2020/12/24～2021/03/31
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12月23日
池部土木（株）
大分県日田市城町１－２－５４

1320001009949
一般競争
（総合評価） 118,646,000 106,480,000 89.70%

筑後川北友田地区築堤護岸外工事
大分県日田市北友田地先
2020/12/29～2021/03/31
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12月28日
（株）川浪組
大分県日田市大字友田３７２５

7320001009984
一般競争
（総合評価） 128,788,000 115,918,000 90.00%

矢部川船小屋地区高水敷整正外工事
福岡県みやま市瀬高町長田地先外
2020/12/08～2021/03/31
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12月7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） 91,157,000 81,482,500 89.40%

令和２年度遠賀川上流域堤防等状態調査業務
福岡県直方市溝堀一丁目１番１号
2020/12/05～2021/03/15
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12月4日
石橋開発（株）
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－
１４－４５

5290801009611 指名競争契約 8,426,000 8,140,000 96.60%

令和２年度２０９号上原々地区外補償説明業務
福岡県筑後市地内外
2020/12/10～2021/07/20
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12月9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） 7,700,000 6,600,000 85.70%

令和２年度３号鳥栖久留米道路用地調査等業務
福岡県久留米市東合川地内外
2020/12/10～2021/09/17
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12月9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） 15,653,000 15,620,000 99.80%

令和２年度　今宿道路深江地区外地質調査業務
福岡県糸島市、糟屋郡篠栗町
2020/12/04～2021/06/30
地質調査業務

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

令和2年12月3日
（株）カミナガ
長崎県諫早市貝津ヶ丘４８９－１５【業務
本社】福岡県福岡市博多区東比恵２

8290001012280 指名競争契約 12,914,000 12,100,000 93.70%

令和２年度　今宿道路一貴山川橋橋梁予備設計外業務
福岡国道事務所管内
2020/12/10～2021/08/20
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　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12月9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） 36,674,000 29,920,000 81.60%

福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ６ーＲＰ１１）工事
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石地先
2020/12/05～2022/05/31
鋼橋上部工事

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

令和2年12月4日
川田工業（株）
富山県南砺市苗島４７６０

5230001008469
一般競争
（総合評価） 377,861,000 339,933,000 90.00%

福岡２０１号新朝倉橋（下り線）外上部工工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2020/12/08～2022/04/30
鋼橋上部工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月7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） 638,715,000 579,711,000 90.80%

福岡２０１号筑穂トンネル新設工事
福岡県糟屋郡篠栗町大字内住地内〜福岡県飯塚市内住地内
2020/12/24～2023/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月23日
福岡２０１号筑穂トンネル新設工事西
松・奥村特定建設工事共同企業体
福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５

一般競争
（総合評価） 3,450,073,000 3,174,160,000 92.00%

令和２年度北九州国道東部地域図化業務
福岡県京都郡みやこ町〜福岡県行橋市
2020/12/09～2021/09/17
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12月8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） 16,346,000 13,167,000 80.60%

令和２年度北九州国道管内交通安全事業設計業務
北九州国道事務所管内
2020/12/10～2021/08/20
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　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12月9日
（株）高崎総合コンサルタント
福岡県久留米市東合川３－７－５

9290001049116
指名競争契約
（総合評価） 20,856,000 16,720,000 80.20%
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福岡１０号霧ヶ丘地区外電線共同溝工事
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘地先外
2020/12/26～2021/08/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月25日
福東（株）
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２０
－２１

9290001016248
一般競争
（総合評価） 116,391,000 104,830,000 90.10%

令和２年度松浦川栄町地区事業損失事後調査業務
佐賀県唐津市栄町地内
2020/12/11～2021/02/26
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年12月10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 7,084,000 7,084,000 100.00%

令和２年度　六角川水系地質調査業務
武雄河川事務所管内
2020/12/22～2021/03/30
地質調査業務

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

令和2年12月21日
（株）島内エンジニア
佐賀県佐賀市水ヶ江２－４－１７

1300001000323
一般競争
（総合評価） 20,559,000 18,590,000 90.40%

佐賀３号八坂橋上部工（上り線）工事
佐賀県鳥栖市曽根崎町地先
2021/03/19～2021/09/30
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年12月15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） 110,418,000 99,000,000 89.70%

令和２年度　佐賀国道管内調査測量設計業務
佐賀国道事務所管内
2020/12/10～2021/08/31
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年12月9日
大日本コンサルタント（株）
東京都千代田区神田練塀町３００

8013301006938
指名競争契約
（総合評価） 15,664,000 12,408,000 79.20%

令和２年度佐賀管内道路防災施設設計業務
佐賀国道事務所管内
2020/12/09～2021/09/20
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　佐賀国道事務所長　小　串　　俊　幸
佐賀市新中町５－１０

令和2年12月8日
大日本コンサルタント（株）
東京都千代田区神田練塀町３００

8013301006938
指名競争契約
（総合評価） 37,752,000 30,305,000 80.30%

嘉瀬橋補修工事
佐賀県小城市三日月町金田地先
2020/12/04～2021/08/20
維持修繕工事

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

令和2年12月3日
（株）大同工務店
佐賀県鳥栖市神辺町１４１８－４

3300001006211
一般競争
（総合評価） 161,073,000 144,650,000 89.80%

武雄高架橋耐震補強工事
佐賀県武雄市朝日町甘久地先
2020/12/04～2021/08/20
維持修繕工事

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

令和2年12月3日
（株）中野建設
佐賀県佐賀市水ヶ江２－１１－２３

8300001000564
一般競争
（総合評価） 112,211,000 101,200,000 90.20%

令和２年度　城原川ダム付替道路関連地質調査（その１）業務
佐賀県神埼市
2020/12/16～2021/07/20
地質調査業務

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

令和2年12月15日
（株）九州地質コンサルタント
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－２１

9290001012503
指名競争契約
（総合評価） 32,945,000 27,060,000 82.10%

令和２年度　城原川ダム付替道路関連地質調査（その２）業務
佐賀県神埼市
2020/12/16～2021/07/20
地質調査業務

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

令和2年12月15日
基礎地盤コンサルタンツ（株）
東京都江東区亀戸１－５－７

2010601036670
指名競争契約
（総合評価） 31,251,000 25,663,000 82.10%

令和２年度　城原川ダムサイト地質調査（その５）業務
佐賀県神埼市
2020/12/16～2021/05/28
地質調査業務

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

令和2年12月15日
（株）九州地質コンサルタント
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－２１

9290001012503
指名競争契約
（総合評価） 38,610,000 31,812,000 82.40%

令和２年度国道３４号新日見トンネル芒塚地区外事後調査等業務
長崎県長崎市芒塚町地内
2020/12/03～2021/02/26
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

令和2年12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 6,413,000 6,215,000 96.90%

令和２年度松浦佐々道路用地調査等業務
長崎県佐世保市江迎町外地内
2020/12/17～2021/09/10
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年12月16日
東亜建設技術（株）
福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

2290001008929
指名競争契約
（総合評価） 19,228,000 15,059,000 78.30%

長崎５７号黒崎地区１工区国道付替改築工事
長崎県諫早市黒崎町地先
2021/01/08～2021/09/10
アスファルト舗装工事

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

令和2年12月15日
西部道路（株）
長崎県佐世保市福石町４－１９

3310001005591
一般競争
（総合評価） 169,510,000 155,320,000 91.60%

令和２年度佐々２号橋詳細設計業務
長崎県佐世保市江迎町地先
2020/12/17～2021/09/10
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　長崎河川国道事務所長　本　田　　卓
長崎市宿町３１６－１

令和2年12月16日
（株）綜合技術コンサルタント
東京都江東区亀戸７－６－４

7010001021120
指名競争契約
（総合評価） 44,946,000 36,300,000 80.80%

令和２年度佐々地区外地質調査業務
長崎県佐世保市江迎町乱橋〜北松浦郡佐々町沖田免地先
2020/12/17～2021/09/10
地質調査業務

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

令和2年12月16日
基礎地盤コンサルタンツ（株）
東京都江東区亀戸１－５－７

2010601036670
指名競争契約
（総合評価） 35,354,000 29,348,000 83.00%

長崎４９７号江迎５号橋下部工（Ａ２）外改良工事
長崎県佐世保市江迎町地先
2021/01/08～2021/09/10
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12月18日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 272,294,000 244,970,000 90.00%

長崎４９７号松浦４号橋下部工（Ｐ１３）工事
長崎県松浦市志佐町地先
2021/01/08～2021/09/10
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12月18日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 175,582,000 156,970,000 89.40%

長崎５７号森山ＩＣ東ＯＦＦランプ橋上部工工事
長崎県諫早市森山町地先
2021/01/08～2021/09/10
鋼橋上部工事

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

令和2年12月18日
（株）大島造船所
長崎県西海市大島町１６０５－１

9310001006519
一般競争
（総合評価） 107,382,000 96,800,000 90.10%

長崎５７号黒崎地区２工区改良外工事
長崎県諫早市黒崎町地先
2021/01/08～2021/09/10
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12月22日
（株）西海建設
長崎県長崎市興善町２－８

2310001000619
一般競争
（総合評価） 110,121,000 98,725,000 89.70%

長崎４９７号板橋栗越地区改良２期工事
長崎県松浦市御厨町地先
2021/01/08～2021/09/10
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12月23日
（株）山口組
長崎県佐世保市天満町４―２５

3310001006111
一般競争
（総合評価） 80,696,000 71,709,000 88.90%
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長崎３４号杭出津橋下部工（Ａ１）工事
長崎県大村市杭出津地先
2021/01/08～2021/07/31
一般土木工事

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

令和2年12月23日
竹下建設工業（株）
長崎県長崎市泉３－３－１

4310001001045
一般競争
（総合評価） 94,776,000 93,500,000 98.70%

令和２年度長崎河川国道管内積算技術業務
長崎河川国道事務所管内
2020/12/15～2021/03/31
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12月14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） 92,136,000 89,100,000 96.70%

熊本３号　四方寄地区改良６期工事
熊本県熊本市北区四方寄町地先
2020/12/04～2021/12/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月3日
興亜建設工業（株）
熊本県玉名郡長洲町腹赤字堀越１５３０
－１

2330001011713
一般競争
（総合評価） 250,184,000 225,280,000 90.00%

九州中央道　城ノ尾第一橋床版工外工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2020/12/08～2021/10/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月7日
矢部開発（株）
熊本県上益城郡山都町南田２２０－１

1330001010963
一般競争
（総合評価） 138,160,000 123,200,000 89.20%

熊本５７号　阿蘇地区改良外工事
熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先外
2020/12/09～2021/03/31
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12月8日
（株）中内土木
熊本県宇城市不知火町松合８４２

4330001012742
一般競争
（総合評価） 195,085,000 174,900,000 89.70%

令和２年度　九州中央道保全工事
熊本県上益城郡山都町地内外
2020/12/15～2021/12/15
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12月14日
（株）協信総業
熊本県上益城郡山都町上寺１６６６－１

4330001010944
一般競争
（総合評価） 90,552,000 88,000,000 97.20%

九州中央道　城平地区改良７期工事
熊本県上益城郡山都町城平地内
2020/12/22～2021/09/30
一般土木工事

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

令和2年12月21日
（株）森工業
熊本県阿蘇市黒川１３４７

5330001012287
一般競争
（総合評価） 202,532,000 181,962,000 89.80%

令和２年度芦北出水道路（津奈木地区）事業損失事後調査等業務
熊本県葦北郡津奈木町大字岩城地内
2020/12/16～2021/06/30
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年12月15日
東亜建設技術（株）
福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

2290001008929
指名競争契約
（総合評価） 18,480,000 15,730,000 85.10%

Ｒ２告川災害復旧その１工事
熊本県葦北郡芦北町告地先
2020/12/04～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月3日
（株）土井組
熊本県八代市鏡町有佐２２６

9330001013868
指名競争契約
（総合評価） 114,906,000 113,300,000 98.60%

Ｒ２告川災害復旧その２工事
熊本県葦北郡芦北町告地先
2020/12/08～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月7日
和久田建設（株）
熊本県八代市迎町２－９－１０

2330001013825
指名競争契約
（総合評価） 114,411,000 112,200,000 98.10%

Ｒ２球磨川坂本地区災害復旧その２工事
熊本県八代市坂本町坂本地先
2020/12/11～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10日
（株）福岡建設
熊本県八代市大村町３４８

6330001013697
指名競争契約
（総合評価） 117,667,000 112,200,000 95.40%

Ｒ２球磨川坂本地区災害復旧その３工事
熊本県八代市坂本町葉木地先外
2020/12/11～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10日
（株）中山建設
熊本県八代市夕葉町３－７

5330001013657
指名競争契約
（総合評価） 115,896,000 112,750,000 97.30%

Ｒ２球磨川坂本・芦北地区災害復旧工事
熊本県八代市坂本町葉木地先外
2020/12/11～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10日
（株）藤永組
熊本県八代市萩原町１－１１－６

1330001013702
指名競争契約
（総合評価） 115,247,000 113,190,000 98.20%

Ｒ２球磨川坂本地区災害復旧その１工事
熊本県八代市坂本町中谷地先外
2020/12/12～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月11日
（資）三共建設
熊本県八代市本町１丁目１３－２２

4330003003178
指名競争契約
（総合評価） 116,292,000 114,400,000 98.40%

Ｒ２庄本川災害復旧工事
熊本県球磨郡球磨村一勝地地先
2020/12/15～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月14日
青木建設（株）
熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２

3330001016091
指名競争契約
（総合評価） 139,502,000 138,600,000 99.40%

Ｒ２小川災害復旧その３工事
熊本県球磨郡球磨村渡地先
2020/12/16～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月15日
三和建設（株）
熊本県人吉市五日町２６－５

8330001015989
指名競争契約
（総合評価） 139,040,000 138,600,000 99.70%

Ｒ２球磨川中神町地区災害復旧工事
熊本県人吉市中神町地先外
2020/12/18～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月17日
丸昭建設（株）
熊本県人吉市西間上町２４７９－１

4330001016000
指名競争契約
（総合評価） 143,286,000 143,000,000 99.80%

Ｒ２球磨川人吉管内災害復旧工事
熊本県球磨郡相良村柳瀬地先外
2020/12/18～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月17日
味岡建設（株）
熊本県球磨郡多良木町多良木１４４－１

1330001016085
指名競争契約
（総合評価） 100,100,000 99,550,000 99.50%

熊本３号袋地区６号函渠工事
熊本県水俣市袋地先
2021/01/12～2021/09/21
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月3日
味岡建設（株）
熊本県球磨郡多良木町多良木１４４－１

1330001016085
一般競争
（総合評価） 284,075,000 255,640,000 90.00%

鹿児島３号前田地区７工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2021/01/20～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月15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） 150,942,000 135,850,000 90.00%

鹿児島３号六月田橋下部工（Ｐ９〜Ｐ１１）工事
鹿児島県出水市六月田町地先
2020/12/17～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月16日
丸福建設（株）
鹿児島県鹿児島市易居町４番３号

4340001004037
一般競争
（総合評価） 184,778,000 165,550,000 89.60%
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鹿児島３号櫓木地区６工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2021/01/20～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月17日
福上産業（株）
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原２０
０－１

6340001008738
一般競争
（総合評価） 123,750,000 110,627,000 89.40%

鹿児島３号江良川橋下部工（Ａ１・Ａ２）工事
鹿児島県出水市下鯖町地先外
2021/01/05～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月25日
（株）有迫組
鹿児島県鹿児島市田上８－２７－９

6340001009562
一般競争
（総合評価） 115,445,000 103,070,000 89.30%

令和２年度八代復興出張所管内積算技術業務
八代河川国道事務所八代復興出張所管内
2020/12/04～2021/03/31
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　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12月3日

令和２年度八代復興出張所管内積算技
術業務九州建設マネージメントセンター・
日本振興設計共同体
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－

一般競争
（総合評価） 107,448,000 101,750,000 94.70%

平井地区河道掘削工事
熊本県熊本市北区植木町平井地先
2020/12/18～2021/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月17日
（株）中川組
熊本県玉名市河崎７９３－３

1330001011474
一般競争
（総合評価） 105,776,000 94,820,000 89.60%

滑石地区築堤（その３）工事
熊本県玉名市滑石地先
2020/12/18～2021/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月17日
（株）池田建設
熊本県玉名市天水町小天７３７１

7330001011568
一般競争
（総合評価） 103,279,000 92,620,000 89.70%

寺田水門管理所防水改修その他工事
熊本県玉名市津留字大川端６０７－３
2020/12/25～2021/03/31
建築工事

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12月24日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422 指名競争契約 14,377,000 12,980,000 90.30%

令和２年度的石川本川砂防用地調査等業務
熊本県阿蘇市的石地内
2020/12/19～2021/07/30
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年12月18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 35,849,000 32,780,000 91.40%

令和２年度高森川１・２砂防用地調査等業務
熊本県阿蘇郡高森町大字高森地内
2020/12/19～2021/07/30
補償関係コンサルタント業務

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

令和2年12月18日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527 指名競争契約 17,336,000 16,720,000 96.40%

大分河川国道事務所管内庁舎照明器具改修その他工事
大分県大分市西大道１－１－７１外
2020/12/17～2021/03/15
電気設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月16日
（株）アポロエンジニアリング
大分県大分市牧上町１１番２７号

4320001000467 指名競争契約 45,749,000 31,042,000 67.90%

新市の村橋災害復旧工事
大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑地先
2020/12/26～2021/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月23日
伸和建設（株）
大分県中津市大字万田６４８－１

8320001010792
一般競争
（総合評価） 73,722,000 72,600,000 98.50%

令和２年度中津維持管内防災工事
大分県杵築市山香町向野地先〜速水郡日出町藤原地先
2021/01/15～2021/09/30
法面処理工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
大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12月25日
（株）川原建設
大分県中津市耶馬溪町大字樋山路３８

3320001011028
一般競争
（総合評価） 122,056,000 111,100,000 91.00%

令和２年度ななせダム貯水池内堆砂測量業務
大分県大分市大字下原地先
2020/12/22～2021/03/19
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12月21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
一般競争
（総合評価） 14,839,000 11,825,000 79.70%

竹中陸閘機械設備新設工事
大分県大分市大字竹中地先
2021/01/05～2021/05/29
機械設備工事

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

令和2年12月23日
（株）タカセ・エンジニアリング
大分県日田市大字竹田４１６－９

8320001010215
一般競争
（総合評価） 18,183,000 16,115,000 88.60%

令和２年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その１）用地調査等業務
大分県竹田市地内
2020/12/11～2021/07/30
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10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） 37,576,000 29,942,000 79.70%

令和２年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その２）用地調査等業務
大分県竹田市地内
2020/12/11～2021/07/30
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10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） 34,925,000 27,808,000 79.60%

令和２年度　竹田阿蘇道路（荻地区）測量業務
大分県竹田市荻町馬場〜大分県竹田市荻町木下
2020/12/17～2021/03/15
測量

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

令和2年12月16日
（株）豊西測量設計
大分県竹田市大字吉田２０４１－１

4320001009509 指名競争契約 6,941,000 6,446,000 92.90%

令和２年度　竹田阿蘇道路（波野地区）測量業務
熊本県阿蘇市波野大字赤仁田〜熊本県阿蘇市波野大字小地野
2020/12/17～2021/03/15
測量

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

令和2年12月16日
（株）三晃建設コンサルタント
熊本県熊本市東区沼山津４－２２－３

3330001005292 指名競争契約 9,658,000 9,130,000 94.50%

佐伯出張所庁舎改修設計業務
大分県佐伯市城南町３１－１０
2020/12/12～2021/03/15
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　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12月11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 9,482,000 5,775,000 60.90%

令和２年度　宮原地区歩道整備工事
大分県臼杵市野津町大字宮原地内
2021/03/01～2021/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月24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） 139,964,000 139,150,000 99.40%

令和２年度日南防災用地取得関係図書作成等業務
宮崎県日南市大字伊比井地内
2020/12/17～2021/06/18
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月16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） 10,087,000 8,580,000 85.10%

椿山・北河内トンネル電気室新設工事
宮崎県日南市北郷町大字北河内地先
2021/01/04～2021/09/20
建築工事

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

令和2年12月10日
（株）竹澤建設
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－
１９サンライフ第３ビル８０１

3290801016816
一般競争
（総合評価） 128,920,000 123,200,000 95.60%
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小丸川宮越排水機場本体工事
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋地先
2021/02/01～2021/10/20
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12月18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） 155,595,000 139,436,000 89.60%

宮崎河川国道事務所空調設備取替工事
宮崎県宮崎市大工２丁目３９番地
2021/01/04～2021/03/26
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　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12月22日
（株）エアシステム工業
宮崎県宮崎市大字赤江１５５７－３

1350001000203
一般競争
（総合評価） 9,922,000 8,888,000 89.60%

荒襲谷導流工取付道路外２期工事
宮崎県都城市吉之元町
2020/12/08～2021/07/30
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12月7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） 121,220,000 108,438,000 89.50%

令和２年度日南防災（北区間）外道路詳細設計等業務
宮崎県宮崎市大字内海〜日南市大字平野
2020/12/05～2021/07/30
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　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12月4日
（株）綜合技術コンサルタント
東京都江東区亀戸７－６－４

7010001021120
指名競争契約
（総合評価） 73,205,000 59,950,000 81.90%

宮崎１０号吉尾地区改良外工事
宮崎県都城市吉尾町外
2020/12/08～2021/08/30
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12月7日
吉原建設（株）
宮崎県都城市中原町３２－１

5350001008432
一般競争
（総合評価） 242,682,000 218,889,000 90.20%

令和２年度都城道路事業改築測量設計（その２）業務
宮崎県都城市高木町〜都城市南横市町
2020/12/08～2021/06/20
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　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12月7日
（株）国土開発コンサルタント
宮崎県宮崎市大工３－１５５

7350001000602
指名競争契約
（総合評価） 48,961,000 39,050,000 79.80%

令和２年度宮崎管内道路改築測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2020/12/08～2021/06/20
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　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12月7日
（株）晃和コンサルタント
宮崎県宮崎市大字本郷北方３００９－１

6350001000594
指名競争契約
（総合評価） 48,961,000 42,350,000 86.50%

宮崎１０号大淀川橋下部工（Ａ１）外工事
宮崎県都城市吉尾町〜乙房町地先
2020/12/12～2021/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月11日
村本建設（株）
奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１－
１

1150001014512
一般競争
（総合評価） 335,687,000 302,467,000 90.10%

令和２年度宮崎地区舗装修繕外工事
宮崎県児湯郡川南町地先外
2021/01/15～2021/09/30
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　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12月22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） 112,475,000 105,050,000 93.40%

令和２年度東九州道猪八重トンネル避難連絡坑扉設置工事
宮崎県日南市北郷町北河内地先〜北郷町郷之原地先
2020/12/03～2021/09/20
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12月2日
能美防災（株）
東京都千代田区九段南４－７－３

5010001008739
一般競争
（総合評価） 197,637,000 183,700,000 92.90%

肝属川唐仁・岩弘地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡東串良町唐仁地先
2020/12/18～2021/06/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月17日
（有）山之口建設
鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５番地

6340002026689
一般競争
（総合評価） 86,306,000 77,550,000 89.90%

令和２年度野尻川河口除石工外工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先及び黒神町地先
2020/12/23～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月22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） 153,901,000 137,995,000 89.70%

東九州道（大崎〜鹿屋）新堀込地区（第３工区）改良工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田
2021/01/05～2021/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月3日
（有）山之口建設
鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５番地

6340002026689
一般競争
（総合評価） 66,055,000 58,850,000 89.10%

令和２年度肝属川水系下流地区塵芥処理その他工事
高山出張所直轄管理区間内
2021/01/07～2021/07/09
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12月24日
山佐産業（株）
鹿児島県肝属郡肝付町前田９７２

2340001014178
一般競争
（総合評価） 59,840,000 54,725,000 91.50%

令和２年度肝属川水系上流地区塵芥処理その他工事
鹿児島県鹿屋市
2021/01/25～2021/07/09
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12月24日
田中産業（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３６１１

2340001014368
一般競争
（総合評価） 55,462,000 50,710,000 91.40%

令和２年度大隅管内道路管理データ作成業務
大隅河川国道事務所管内
2020/12/25～2021/03/19
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　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12月24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 33,715,000 32,780,000 97.20%

令和２年度大隅管内道路不法占用物件調査業務
大隅河川国道事務所管内
2020/12/25～2021/03/19
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12月24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 2,882,000 2,310,000 80.20%

令和３年肝属川流量観測業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2020/12/09～2022/01/31
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12月8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） 39,523,000 35,200,000 89.10%

令和３年肝属川水文観測所保守点検その他業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2020/12/11～2022/01/31
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12月10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 21,461,000 17,116,000 79.80%

令和３年肝属川水質採水・分析業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2020/12/16～2022/01/31
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和2年12月15日
（一財）鹿児島県環境技術協会
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－１－５

8340005000342 指名競争契約 20,416,000 17,710,000 86.70%

国道３号中福良地区舗装修繕工事
鹿児島県薩摩川内市中福良町〜薩摩川内市尾白江町
2020/12/02～2021/07/20
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　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12月1日
鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７－２７　後楽鹿
島ビル　８Ｆ

1010001001805
一般競争
（総合評価） 147,587,000 146,300,000 99.10%
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緑川ダムコースターゲート３号塗替塗装工事
熊本県下益城郡美里町畝野地先
2020/12/12～2021/06/30
塗装工事

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12月11日
（有）米田塗装店
熊本県人吉市鬼木町１３９５

6330002030618
一般競争
（総合評価） 33,000,000 32,230,000 97.70%

令和２年度中津・中央町地区事業損失事前調査業務
大分県中津市中央町１丁目地内
2020/12/09～2021/03/26
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　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12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
（総合評価） 13,002,000 12,980,000 99.80%

令和２年度　大川佐賀道路（福富地区）事業損失事前調査等業務
佐賀県佐賀市川副町地内
2020/12/11～2021/02/26
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　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12月10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 2,750,000 2,640,000 96.00%

有明海沿岸道路（大川東〜大野島）道路台帳作成外業務
福岡県大川市三丸地先〜大川市大野島地先
2020/12/19～2021/07/09
測量

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12月18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 15,521,000 13,728,000 88.40%

研修所空調設備その他改修工事
福岡県久留米市高野１丁目３－１
2020/12/16～2021/03/19
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　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12月15日
（株）大日
大分県日田市大字高瀬１２４８－１

7320001010050 指名競争契約 16,071,000 15,180,000 94.50%

研修所施設改修計画検討業務
福岡県久留米市高野１丁目３－１
2020/12/23～2021/03/26
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　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12月22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 3,817,000 2,310,000 60.50%

人吉労働総合庁舎（Ｒ２）機械改修その他工事
熊本県人吉市下薩摩瀬町字竹原1602-1
2021/01/04～2021/06/24
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12月3日
川村工業（株）
熊本県八代市植柳元町６４０５

4330001013526 指名競争契約 38,093,000 36,047,000 94.60%

（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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