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令和２年度赤谷川右支渓１４砂防堰堤工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2021/02/15～2021/10/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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3年1月28日
（株）昭和組
福岡県大川市大字小保７９９－１

7290001052939
一般競争
（総合評価） 209,825,000 191,400,000 91.20%

矢部川出張所改修工事
福岡県みやま市瀬高町上庄字松土居４７０
2021/01/09～2021/03/30
建築工事

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

令和3年1月8日
（株）マツウラ
福岡県柳川市三橋町江曲１３７－２

8290001053614 指名競争契約 12,573,000 12,243,000 97.40%

矢部川北浦樋管ゲート設備改修工事
福岡県柳川市大和町中島地先
2021/01/07～2021/08/31
機械設備工事

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

令和3年1月6日
（株）乗富鉄工所
福岡県柳川市三橋町柳河９３４－４

6290001053129
一般競争
（総合評価） 63,855,000 57,860,000 90.60%

令和２年度３号吉塚榎田地区外事業損失事前調査業務
福岡市博多区榎田地内外
2021/01/20～2021/09/17
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3年1月19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） 18,634,000 15,730,000 84.40%

令和２年度２０９号山ノ井地区外事業損失事前調査業務
福岡県筑後市山ノ井地内外
2021/01/20～2021/09/17
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3年1月19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） 15,180,000 13,200,000 87.00%

令和２年度２０２号前原中央地区事業損失事前調査業務
福岡県糸島市前原中央地内
2021/01/20～2021/09/17
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3年1月19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） 13,189,000 11,110,000 84.20%

福岡２０１号花廻第一橋上部工工事
福岡県糟屋郡篠栗町内住地内
2021/01/07～2022/11/30
鋼橋上部工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月6日

三井住友建設鉄構エンジニアリング
（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１　Ｗ
ＢＧマリブイースト棟２９階

8040001073133
一般競争
（総合評価） 633,149,000 572,814,000 90.50%

令和２年度　鳥栖久留米道路外構造物詳細設計外業務
福岡県久留米市宮ノ陣町地先外
2021/01/22～2021/10/20
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3年1月21日
エイコー・コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２

3290001000851
指名競争契約
（総合評価） 30,349,000 25,531,000 84.10%

令和２年度　福岡国道北部地区測量業務
福岡国道事務所管内
2021/01/20～2021/07/30
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3年1月19日
（株）パスコ
東京都目黒区東山１－１－２

5013201004656
指名競争契約
（総合評価） 13,992,000 11,165,000 79.80%

令和２年度福岡国道管内無電柱化詳細修正設計外業務
福岡国道事務所管内
2021/01/21～2021/10/20
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3年1月20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） 32,362,000 30,745,000 95.00%

福岡２０９号羽犬塚地区無電柱化１工区工事
福岡県筑後市大字山ノ井地内
2021/04/01～2021/10/08
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月22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） 220,077,000 198,000,000 90.00%

福岡３号黒崎西ＯＦＦランプ橋上部工（ＲＰ６ーＲＰ８）工事
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石地先
2021/01/28～2022/07/31
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3年1月27日
日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区南港北１－７－
８９

3120001031541
一般競争
（総合評価） 655,523,000 594,000,000 90.60%

福岡３号春の町地区２工区電線共同溝工事
福岡県北九州市八幡東区春の町地先
2021/02/01～2022/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月5日
岡本土木（株）
福岡県北九州市小倉北区貴船町９－１
３

6290801000486
一般競争
（総合評価） 297,715,000 270,600,000 90.90%

福岡３号筒井地区上り電線共同溝工事
福岡県北九州市八幡西区熊西地先
2021/01/12～2022/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月5日
岩崎建設（株）
福岡県福岡市中央区西中洲１２－２５

8290001006316
一般競争
（総合評価） 226,149,000 204,050,000 90.20%

福岡３号春の町地区１工区電線共同溝工事
福岡県北九州市八幡東区中央地先
2021/04/01～2022/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月5日
西部電気工業（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－
１

5290001037925
一般競争
（総合評価） 299,046,000 270,600,000 90.50%

前田地区（その２）電線共同溝管理台帳作成業務
福岡県北九州市八幡東区前田
2021/01/16～2021/09/20
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3年1月15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 9,526,000 8,250,000 86.60%

前田地区電線共同溝（第１期）管理台帳作成業務
福岡県北九州市八幡東区前田〜八幡西区陣山
2021/01/16～2021/09/20
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3年1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 20,185,000 17,930,000 88.80%

仲沖救急排水機場操作制御設備外更新工事
長崎県諫早市仲沖町地先
2021/01/09～2021/12/20
機械設備工事

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

令和3年1月8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） 58,498,000 54,175,000 92.60%

令和２年度国道３号川田町東外用地調査等業務
熊本県八代市川田町東地内外
2021/01/16～2021/08/10
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　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3年1月15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） 31,691,000 26,180,000 82.60%

令和２年度国道３号植木バイパス土地評価業務
熊本県熊本市北区植木町地内外
2021/01/15～2021/06/30
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　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3年1月14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 6,853,000 5,379,000 78.50%

九州中央道　城ノ尾地区改良１１期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/03/01～2021/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月25日
（株）江川組
熊本県八代市鏡町両出１３２４－１

6330001013838
一般競争
（総合評価） 268,840,000 241,010,000 89.60%

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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Ｒ２球磨川流域測量及び実施設計業務
八代河川国道事務所
2021/01/16～2021/07/30
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　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3年1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
（総合評価） 28,578,000 22,770,000 79.70%

熊本３号袋地区工事用道路（２工区）外工事
熊本県水俣市袋地先
2021/01/06～2021/08/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月5日
（株）中山建設
熊本県八代市夕葉町３－７

5330001013657
一般競争
（総合評価） 196,328,000 177,100,000 90.20%

熊本３号袋地区工事用道路（１工区）外工事
熊本県水俣市袋地先
2021/01/07～2021/08/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月6日
（株）中山建設
熊本県八代市夕葉町３－７

5330001013657
一般競争
（総合評価） 198,418,000 178,530,000 90.00%

令和２年度八代管内改築事業道路測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/01/27～2021/09/17
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3年1月26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） 29,766,000 23,628,000 79.40%

令和２年度東九州自動車道外用地調査等（その１）業務
宮崎県日南市及び串間市地内
2021/01/23～2021/07/20
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　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3年1月22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） 25,454,000 19,998,000 78.60%

令和２年度東九州自動車道外用地調査等（その２）業務
宮崎県日南市及び串間市地内
2021/01/23～2021/07/20
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　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3年1月22日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527
指名競争契約
（総合評価） 25,410,000 19,954,000 78.50%

令和２年度東九州自動車道外用地調査等（その３）業務
宮崎県日南市及び串間市地内
2021/01/23～2021/07/20
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　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3年1月22日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556
指名競争契約
（総合評価） 25,333,000 19,910,000 78.60%

令和２年度東九州自動車道外用地調査等（その４）業務
宮崎県日南市及び串間市地内
2021/01/23～2021/07/20
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　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3年1月22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） 25,311,000 19,888,000 78.60%

皇子川１第３砂防堰堤右岸工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2021/01/08～2021/10/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月7日
（株）志多組
宮崎県宮崎市高千穂通１－４－３０

5350001000777
一般競争
（総合評価） 198,187,000 178,860,000 90.20%

令和２年度霧島火山図化（その２）業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/01/27～2021/09/30
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3年1月26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） 50,116,000 40,645,000 81.10%

東九州道（清武ー北郷）芳ノ元地区改良（１９工区）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地内
2021/01/06～2021/11/19
一般土木工事

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

令和3年1月5日
（株）森組
大阪府大阪市中央区道修町４－５－１７

4120001077567
一般競争
（総合評価） 580,382,000 526,020,000 90.60%

東九州道猪八重トンネル照明設備設置工事
宮崎県日南市北郷町北河内地先〜北郷町郷之原地先　猪八重トン
ネル
2021/01/07～2022/01/31

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3年1月6日
栗原工業（株）
大阪府大阪市北区南森町１－４－２４

8120001059636
一般競争
（総合評価） 701,118,000 644,050,000 91.90%

宮崎２１８号　平底地区舗装工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地先
2021/01/29～2021/09/30
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　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3年1月28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） 116,050,000 105,600,000 91.00%

荒田地区河道掘削工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
2021/01/18～2021/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月6日
（株）二渡建設
鹿児島県薩摩郡さつま町二渡４３６３

1340001009154
一般競争
（総合評価） 216,821,000 195,998,000 90.40%

令和２年度桜島砂防（有村川本川上流部外）用地調査等業務
鹿児島県鹿児島市有村町・持木町地内
2021/01/19～2021/07/20
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　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3年1月18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） 14,454,000 11,605,000 80.30%

令和２年度桜島砂防（春松川中流部）用地調査等業務
鹿児島県鹿児島市野尻町地内
2021/01/19～2021/07/20
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　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3年1月18日
（株）新英コアテクニカ
佐賀県武雄市武雄町大字昭和１３５

3300001004603
指名競争契約
（総合評価） 13,772,000 10,824,000 78.60%

令和２年度国道２２０号古江バイパス用地関係図書作成等業務
鹿児島県鹿屋市　地内
2021/01/22～2021/08/20
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　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3年1月21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） 11,594,000 9,680,000 83.50%

鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良工事
鹿児島県鹿屋市古里町
2021/01/07～2021/08/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月6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） 65,043,000 58,300,000 89.60%

令和２年度東九州道（志布志〜鹿屋串良）構造物等点検業務
鹿児島県志布志市、鹿屋市、曽於郡大崎町
2021/01/28～2021/07/20
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3年1月27日
大福コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１７－１５

4340001002569
指名競争契約
（総合評価） 9,152,000 7,315,000 79.90%

令和２年度大隅管内道路管理関係測量設計外業務
大隅河川国道事務所管内
2021/01/28～2021/09/10
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　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3年1月27日
（株）大進
鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

5340001004977
指名競争契約
（総合評価） 25,146,000 19,943,000 79.30%

令和２年度大隅管内道路調査測量設計業務
鹿児島県志布志市外
2021/01/15～2021/09/20
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　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3年1月14日
（株）丸建技術
鹿児島県鹿屋市川東町８０２１－４

7340001014124 指名競争契約 19,701,000 15,565,000 79.00%
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令和２年度夏井地区外用地幅杭設置測量外業務
鹿児島県志布志市
2021/01/15～2021/09/20
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3年1月14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 12,287,000 9,669,000 78.70%

令和２年度夏井地区地質調査業務
鹿児島県志布志市
2021/01/20～2021/09/20
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年1月19日
南日本地質調査（株）
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘１－３１－１０

8340001004272
一般競争
（総合評価） 25,124,000 20,922,000 83.30%

中津出張所改修工事
大分県中津市外馬場２５９９－２４
2021/01/08～2021/03/15
建築工事

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

令和3年1月7日
末宗建設（株）
大分県宇佐市大字江須賀４０３８

7320001007658 指名競争契約 26,378,000 23,100,000 87.60%

佐賀２０８号　諸富東地区改良工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2021/01/07～2021/07/09
一般土木工事

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

令和3年1月6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） 129,173,000 128,700,000 99.60%

令和２年度　有明海沿岸道路交通量調査業務
福岡県大牟田市〜大川市、佐賀県佐賀市
2021/01/19～2021/07/20
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3年1月18日
（株）東亜コンサルタント
福岡県福岡市博多区東比恵３－２８－１
０

2290001014828 指名競争契約 39,281,000 35,310,000 89.90%

延岡労働総合庁舎（Ｒ２）電気設備工事
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８５－１外
2021/01/30～2022/01/28
電気設備工事

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

令和3年1月29日
（株）電工社
宮崎県宮崎市丸島町４－９

8350001001095
一般競争
（総合評価） 119,240,000 110,935,000 93.00%

（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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