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佐世保法務総合庁舎（Ｒ２）機械設備工事
長崎県佐世保市祇園町２１－１
2021/03/05～2022/03/24
暖冷房衛生設備工事

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　村　山　一　弥
〒８１２－００１３　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡
第二合同庁舎７階

令和3年2月3日
共立商工（株）
長崎県佐世保市川下町４１５－１

1310001005313
一般競争
（総合評価） 105,336,000 104,500,000 99.20%

佐世保法務総合庁舎（Ｒ２）電気設備工事
長崎県佐世保市祇園町２１－１
2021/03/05～2022/03/24
電気設備工事

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　村　山　一　弥
〒８１２－００１３　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡
第二合同庁舎７階

令和3年2月4日
新生テクノス（株）
東京都港区芝５－２９－１１

7010401013114
一般競争
（総合評価） 137,500,000 129,800,000 94.40%

ハローワーク島原（令２）工事監理業務
長崎県島原市片町633
2021/02/20～2021/05/31
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3年2月19日
（株）三建設計綜合事務所
長崎県長崎市上町２－６

1310001000644 指名競争契約 2,173,600 1,705,000 78.40%

令和２年度矢部川中島地区地盤変動影響事後調査等業務
福岡県柳川市大和町中島地内
2021/02/23～2021/08/20
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
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2月22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 6,875,000 6,622,000 96.30%

遠賀川光代地区右岸護岸災害復旧工事
福岡県嘉麻市光代地先　外
2021/02/16～2021/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月15日
（株）関野建設
福岡県田川市寿町７－３５

6290801016375
一般競争
（総合評価） 70,851,000 63,580,000 89.70%

令和２年度岩崎地区矢板護岸補修工事
福岡県北九州市八幡西区岩崎地先
2021/02/10～2021/06/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月9日
（株）安部工務店
福岡県北九州市八幡西区真名子２－３
－３５

9290801009582
一般競争
（総合評価） 62,315,000 56,859,000 91.20%

令和２年度２０８号西蒲池地区外物件調査等業務
福岡県柳川市西蒲池地内外
2021/02/10～2021/09/30
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　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2月9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） 27,588,000 23,430,000 84.90%

令和２年度　今宿道路波呂地区道路詳細設計業務
福岡県糸島市
2021/02/03～2021/10/20
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2月2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） 27,676,000 22,088,000 79.80%

福岡２０２号前原地区無電柱化２工区工事
福岡県糸島市前原地内
2021/04/01～2022/03/15
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3年2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） 286,638,000 258,500,000 90.20%

令和２年度北九州国道管内改築設計業務
北九州国道事務所管内
2021/02/03～2021/10/20
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　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2月2日
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

6290001017728
指名競争契約
（総合評価） 35,123,000 28,094,000 80.00%

福岡３号上畑高架橋上部工工事
福岡県遠賀郡岡垣町上畑地先
2021/02/05～2022/07/29
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　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2月4日
鉄建建設（株）
東京都千代田区神田三崎町２－５－３

2010001008709
一般競争
（総合評価） 701,041,000 639,089,000 91.20%

福岡２０１号鏡山橋上部工工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2021/04/01～2021/09/30
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　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2月8日
極東興和（株）
広島県広島市東区光町２－６－３１

8240001002773
一般競争
（総合評価） 61,765,000 54,615,000 88.40%

福岡２０１号久保山橋上部工工事
福岡県飯塚市内住地先外
2021/02/10～2022/06/30
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　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2月9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） 438,548,000 397,210,000 90.60%

福岡３号野間高架橋上部工（Ａ１ーＰ１）工事
福岡県遠賀郡岡垣町野間地先
2021/04/01～2022/04/28
プレストレスト・コンクリート工事

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

令和3年2月16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） 124,377,000 123,750,000 99.50%

福岡３号城山トンネル新設工事
福岡県遠賀郡岡垣町大字上畑地先
2021/02/20～2022/06/30
一般土木工事

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

令和3年2月19日
前田建設工業（株）
東京都千代田区富士見２－１０－２

4010001008789
一般競争
（総合評価） 1,936,737,000 1,777,754,000 91.80%

令和２年度北九州国道管内舗装修繕外工事
北九州国道事務所管内
2021/03/01～2021/10/20
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月10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） 172,821,000 155,980,000 90.30%

高橋排水機場除塵設備改造工事
佐賀県武雄市朝日町高橋地先
2021/02/20～2022/03/31
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3年2月19日
（株）丸島アクアシステム
大阪府大阪市中央区谷町５－３－１７

9120001090020
一般競争
（総合評価） 126,192,000 125,400,000 99.40%

令和２年度佐国管内交通安全事業測量調査設計業務
佐賀国道事務所管内
2021/02/04～2021/10/20
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

令和3年2月3日
ジーアンドエスエンジニアリング（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

1290001013608
指名競争契約
（総合評価） 32,021,000 26,180,000 81.80%

令和２年度　佐賀国道管内交通安全施設等設置工事
佐賀国道事務所管内
2021/04/01～2021/11/19
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

令和3年2月8日
山口建設（株）
佐賀県嬉野市塩田町五町田甲２６９

3300001005031
一般競争
（総合評価） 139,887,000 138,710,000 99.20%

長神田自歩道設置工事
佐賀県小城市三日月町長神田地先
2021/03/01～2021/12/20
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　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

令和3年2月26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） 101,453,000 90,750,000 89.50%

令和２年度　佐賀国道管内橋梁補修設計外業務
佐賀国道事務所管内
2021/02/03～2021/09/17
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　佐賀国道事務所長　山　田　　隆　則
佐賀市新中町５－１０

令和3年2月2日
ジーアンドエスエンジニアリング（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

1290001013608
指名競争契約
（総合評価） 27,709,000 22,110,000 79.80%
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令和２年度　城原川ダム付替県道路線測量業務
佐賀県神埼市
2021/02/20～2021/09/17
測量

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3年2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
一般競争
（総合評価） 32,054,000 25,740,000 80.30%

長崎４９７号松浦７号橋上部工（Ａ１ーＰ５）工事
長崎県松浦市御厨町地先
2021/02/10～2022/02/28
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3年2月9日
川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３－１

7011501001074
一般競争
（総合評価） 995,148,000 909,557,000 91.40%

長崎５７号仁反田川橋上部工（Ａ１一Ｐ３）工事
長崎県諫早市森山町地先
2021/03/01～2022/03/20
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3年2月9日
（株）富士ピー・エス
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８

6290001010204
一般競争
（総合評価） 265,144,000 239,360,000 90.30%

小浜地区防災工事
長崎県雲仙市小浜町富津地内
2021/03/01～2022/01/20
維持修繕工事

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

令和3年2月3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） 134,453,000 119,955,000 89.20%

令和２年度　本明川水系航空写真図化及びＬＰ測量業務
長崎県諫早市
2021/02/11～2021/07/20
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3年2月10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） 52,800,000 47,872,000 90.70%

令和２年度　赤松谷川中流除石工事
長崎県南島原市地先、島原市地先
2021/02/04～2021/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月3日
（株）吉川組
長崎県島原市中町８０３－１

1310001009727
一般競争
（総合評価） 248,787,000 224,279,000 90.10%

令和２年度　水無川土砂掘削運搬その他工事
長崎県島原市地先、南島原市地先
2021/02/05～2021/06/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月4日
（株）洗組
長崎県島原市栄町８３０１番地

7310001009671
一般競争
（総合評価） 95,480,000 85,217,000 89.30%

九州中央道　杉木地区改良１５期工事
熊本県上益城郡山都町杉木地内
2021/02/02～2021/09/20
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3年2月1日
（株）八方建設
熊本県菊池市赤星２１１４－１

2330001009674
一般競争
（総合評価） 90,442,000 80,718,000 89.20%

九州中央道　西原地区改良１３期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/02/16～2021/10/29
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3年2月15日
（株）岩永組
熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

9330001000395
一般競争
（総合評価） 154,077,000 139,260,000 90.40%

九州中央道　西原地区改良１４期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/02/20～2021/10/29
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3年2月19日
（株）宇都宮建設
熊本県菊池郡大津町室２１３７－２

2330001009121
一般競争
（総合評価） 140,822,000 125,554,000 89.20%

南高江地区電線共同溝３期工事
熊本県熊本市南区南高江地先
2021/04/01～2022/01/20
アスファルト舗装工事

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

令和3年2月8日
大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８－１７－１

4010001034835
一般競争
（総合評価） 278,069,000 255,200,000 91.80%

令和２年度熊本管内交差点改良外測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2021/02/11～2021/09/17
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　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2月10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） 38,896,000 30,910,000 79.50%

令和２年度熊本管内電線共同溝測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2021/02/11～2021/09/17
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　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2月10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） 28,325,000 22,528,000 79.50%

令和２年度　熊本管内ＣＣＴＶ設備設置工事
熊本県八代郡氷川町大野地先　氷川橋CCTV　外
2021/03/22～2021/10/29
通信設備工事

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3年2月16日
（株）福重電工
鹿児島県薩摩川内市青山町４０８９番地
１

5340001008672
一般競争
（総合評価） 52,987,000 49,500,000 93.40%

鹿児島３号境川橋上部工（Ｐ３〜Ａ２）工事
鹿児島県出水市境町地先
2021/02/19～2022/03/11
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　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2月18日
川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３－１

7011501001074
一般競争
（総合評価） 384,846,000 347,820,000 90.40%

熊本５７号笹原トンネル新設工事
熊本県宇土市笹原町〜熊本県宇土市網津町
2021/02/23～2023/01/31
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3年2月22日
五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－２－８

1010001000006
一般競争
（総合評価） 3,288,791,000 3,028,850,000 92.10%

令和３年度八代地区河川維持管理工事
八代出張所管内
2021/04/01～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月5日
（株）白砂組
熊本県球磨郡相良村川辺１５９９－１

7330001015916
一般競争
（総合評価） 61,259,000 57,200,000 93.40%

令和２年度九日町排水機場外発電設備設置工事
熊本県人吉市九日町６０番地　九日町排水機場外
2021/02/10～2021/10/29
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　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2月4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） 36,971,000 34,628,000 93.70%

国道２１９号災害復旧荒瀬地区擁壁工（その２）工事
熊本県八代市坂本町荒瀬地先
2021/04/01～2021/07/20
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3年2月25日
（株）土井組
熊本県八代市鏡町有佐２２６

9330001013868
一般競争
（総合評価） 171,721,000 155,100,000 90.30%

国道２１９号災害復旧坂本地区擁壁工外工事
熊本県八代市坂本町地先外
2021/04/01～2021/07/20
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3年2月25日
（株）土井組
熊本県八代市鏡町有佐２２６

9330001013868
一般競争
（総合評価） 295,691,000 270,600,000 91.50%

中津江地区災害復旧工事
竜門ダム管理支所管内（大分県日田市）
2021/02/02～2021/06/30
一般土木工事

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

令和3年2月1日
田中建設（株）
大分県日田市大字高瀬７２８－５

2320001010055
一般競争
（総合評価） 143,858,000 137,500,000 95.60%
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宗方地区外河道掘削その他工事
熊本県山鹿市宗方地先外
2021/02/03～2021/08/31
一般土木工事

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

令和3年2月2日
（有）古田建設
熊本県山鹿市久原２８７－３

6330002018704
一般競争
（総合評価） 97,064,000 87,450,000 90.10%

津江分水導水路設備制御装置外更新工事
大分県日田市中津江村栃野字島渕２１８７－２９　津江分水口管理棟
外
2021/02/11～2021/09/24

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　小田　禎彦
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和3年2月10日
日本無線（株）
東京都中野区中野４－１０－１

3012401012867
一般競争
（総合評価） 71,566,000 70,400,000 98.40%

立野ダム管内土砂撤去その他工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地先
2021/02/02～2021/10/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　立野ダム工事事務所長　阿　部　成　二
熊本市東区下南部１丁目４－７３

令和3年2月1日
（株）明興建設
熊本県熊本市西区春日５－１－２

4330001004632
一般競争
（総合評価） 72,479,000 64,900,000 89.50%

令和２年度大分川測量設計業務
大分県大分市
2021/02/04～2021/07/20
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3年2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） 18,392,000 14,795,000 80.40%

令和２年度大分川・大野川治水対策測量設計業務
大分県大分市
2021/02/04～2021/07/20
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3年2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） 15,708,000 12,540,000 79.80%

令和２年度大分川治水対策測量設計業務
大分県大分市
2021/02/04～2021/07/20
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3年2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） 12,485,000 9,889,000 79.20%

大分２１２号三光本耶馬渓道路金色地区構造物設置外工事
大分県中津市三光田口地先
2021/04/01～2022/01/31
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3年2月10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） 98,351,000 89,100,000 90.60%

令和２・３年度別大道路護岸補修工事
大分県大分市大字神崎地先
2021/02/06～2022/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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3年2月5日
（株）安部組
大分県別府市京町４－１９

1320001006178
一般競争
（総合評価） 119,064,000 110,000,000 92.40%

令和２年度赤岩地区防災工事
大分県日田市天瀬町赤岩地先
2021/03/01～2021/10/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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3年2月12日
西日本土木（株）
大分県豊後高田市新地１０７１

4320001007842
一般競争
（総合評価） 161,491,000 145,420,000 90.00%

令和２年度国道２１０号日田地区測量設計業務
日田国道維持出張所管内（日田市川下〜日田市天瀬町）
2021/02/25～2021/09/30
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3年2月24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） 52,250,000 49,390,000 94.50%

令和２年度国道２１０号湯布院地区測量設計業務
日田国道維持出張所管内（由布市湯布院町）
2021/02/25～2021/09/30
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3年2月24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） 50,083,000 45,815,000 91.50%

令和２年度国道２１０号九重地区外測量設計業務
日田国道維持出張所管内（玖珠郡玖珠町〜九重町）
2021/02/25～2021/09/30
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3年2月24日
東洋技術（株）
大分県大分市畑中２－７－４２

6320001001926
指名競争契約
（総合評価） 48,301,000 44,935,000 93.00%

令和２年度国道２１０号庄内地区外測量設計業務
大分維持出張所管内（由布市庄内町〜大分市宮崎）
2021/02/25～2021/09/30
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3年2月24日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市田中町１－１－８

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 46,189,000 43,120,000 93.40%

令和２年度国道２１０号由布地区外地質調査業務
日田国道維持・大分維持出張所管内（玖珠郡九重町〜大分市宮崎）
2021/02/25～2021/09/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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3年2月24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） 46,277,000 38,500,000 83.20%

令和２年度国道２１０号日田地区外地質調査業務
日田国道維持出張所管内（日田市川下〜玖珠郡玖珠町）
2021/02/25～2021/09/30
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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3年2月24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） 55,627,000 46,442,000 83.50%

令和２年度大分川下市地区外築堤護岸測量設計業務
大分川水系、大野川水系の直轄管理区間
2021/02/04～2021/07/20
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3年2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） 15,290,000 12,980,000 84.90%

令和２年度庄内地区登坂車線改良工事
大分県由布市庄内町西地内
2021/03/01～2022/01/31
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3年2月25日
新成建設（株）
大分県大分市豊饒２－１－６

4320001001358
一般競争
（総合評価） 87,560,000 78,925,000 90.10%

大分５７号柴北川橋下部工Ｐ３工事
大分県豊後大野市犬飼町下津尾地先
2021/04/01～2021/12/17
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3年2月22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） 119,977,000 107,250,000 89.40%

宮崎１０号太郎坊地区橋（上下線）上部工工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2021/02/02～2023/03/15
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3年2月1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） 1,376,364,000 1,269,180,000 92.20%

宮崎１０号太郎坊地区改良（その１）工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2021/02/08～2021/06/30
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3年2月5日
上田工業（株）
宮崎県延岡市古城町５－４６

3350001006652
一般競争
（総合評価） 256,146,000 230,120,000 89.80%

令和２年度曽山寺高架橋（Ｐ２・Ｐ３）耐震補強工事
宮崎維持出張所管内
2021/02/11～2021/12/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月10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） 161,524,000 144,485,000 89.50%
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令和２年度新富バイパス路線測量業務
宮崎県児湯郡新富町大字三納代地先外
2021/02/10～2021/11/10
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2月9日
（株）九州土木設計コンサルタント
宮崎県宮崎市大字芳士３７０１－５９

6350001000421 指名競争契約 8,976,000 8,448,000 94.10%

令和２・３年度吉尾地区無電柱化整備（北工区）工事
宮崎県都城市吉尾町地先
2021/04/01～2022/03/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月12日
龍南建設（株）
宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７－３

2350001002181
一般競争
（総合評価） 184,327,000 183,700,000 99.70%

東九州道椿山トンネル照明設備設置工事
宮崎県宮崎市鏡洲地先　椿山トンネル
2021/03/01～2022/03/15
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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2月10日
（株）九南
宮崎県宮崎市大字赤江２

1350001004212
一般競争
（総合評価） 139,810,000 126,500,000 90.50%

東九州道椿山トンネル外消火設備設置工事
宮崎県宮崎市鏡洲地先〜日南市北郷町郷之原地先
2021/02/11～2022/03/15
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　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2月10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） 282,326,000 269,500,000 95.50%

東九州道猪八重トンネル消火設備設置（その１）工事
宮崎県日南市北郷町北河内地先〜北郷町郷之原地先
2021/02/11～2022/03/15
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　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2月10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） 285,098,000 267,300,000 93.80%

東九州道猪八重トンネル消火設備設置（その２）工事
宮崎県日南市北郷町北河内地先〜北郷町郷之原地先
2021/02/11～2022/03/15
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　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2月10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） 276,408,000 266,200,000 96.30%

宮崎２１８号　深角地区外標識設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折地先
2021/02/10～2021/08/31
維持修繕工事

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

令和3年2月9日
（有）アクティブ
宮崎県宮崎市月見ケ丘４－１４－５

3350002000159
一般競争
（総合評価） 67,397,000 67,100,000 99.60%

令和２年度　宮崎２１８号平底地区道路情報表示設備外設置工事
宮崎県西臼杵郡日之影町七折地内
2021/03/01～2021/09/30
通信設備工事

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

令和3年2月5日
大徳電業（株）
大分県大分市牧１－４－１３

3320001001648
一般競争
（総合評価） 77,627,000 69,850,000 90.00%

令和２年度油津・夏井道路（夏井ＩＣ地区）用地調査等業務
鹿児島県志布志市志布志町帖地内
2021/02/11～2021/09/17
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　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2月10日
（株）大進
鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

5340001004977
指名競争契約
（総合評価） 24,266,000 19,283,000 79.50%

令和２年度油津・夏井道路用地調査等（その１）業務
鹿児島県志布志市志布志町　地内
2021/02/20～2021/10/20
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2月19日
鹿児島土木設計（株）
鹿児島県鹿児島市東開町１２－１０

6340001000975 指名競争契約 34,980,000 27,929,000 79.80%

令和２年度油津・夏井道路用地調査等（その２）業務
鹿児島県志布志市志布志町地内
2021/02/20～2021/10/20
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2月19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 34,727,000 32,670,000 94.10%

令和２年度油津・夏井道路用地調査等（その３）業務
鹿児島県志布志市志布志町地内
2021/02/20～2021/10/20
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2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 49,225,000 39,457,000 80.20%

鹿児島３号前川原地区改良外工事
鹿児島県阿久根市山下地先
2021/02/05～2021/10/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月4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） 149,666,000 133,705,000 89.30%

令和２年度鹿児島国道管内改築事業測量設計（その２）業務
鹿児島県鹿児島市外
2021/02/10～2021/09/30
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　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3年2月9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） 31,295,000 25,377,000 81.10%

令和２年度鹿児島国道事務所管内測量・設計（その２）業務
鹿児島国道事務所管内
2021/02/10～2021/09/30
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　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3年2月9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） 29,777,000 23,595,000 79.20%

令和２年度国道３号武岡トンネル補修工事
鹿児島市田上〜鹿児島市武
2021/02/02～2021/11/19
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月1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） 208,615,000 188,100,000 90.20%

令和２年度鹿児島国道事務所管内構造物補修工事
鹿児島国道事務所管内
2021/02/05～2021/12/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月4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） 133,540,000 120,340,000 90.10%

令和２年度鹿児島国道事務所管内維持管理測量設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/02/10～2021/09/30
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　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3年2月9日
朝日開発コンサルタンツ（株）
鹿児島県鹿児島市西千石町５－１

7340001000297
指名競争契約
（総合評価） 20,130,000 16,500,000 82.00%

令和２年度鹿児島国道管内電線共同溝修正設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/02/10～2021/10/08
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3年2月9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） 36,223,000 29,150,000 80.50%

令和２年度深川地区外測量設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/02/11～2021/09/17
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　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3年2月10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） 30,723,000 24,398,000 79.40%

令和３年度　緑川ダム塵芥処理及び周辺維持工事
熊本県下益城郡美里町畝野地先
2021/04/01～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年2月1日
（株）西村建設
熊本県下益城郡美里町畝野２９００

6330001013094
一般競争
（総合評価） 68,321,000 67,870,000 99.30%
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山国川水辺現地調査（植物及び河川環境基図外）業務
山国川河川事務所管内
2021/04/01～2022/02/28
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　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2月8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） 50,380,000 40,458,000 80.30%

令和２年度海の中道海浜公園管内電気通信設備設計業務
福岡県福岡市東区西戸崎地先　海の中道海浜公園内
2021/02/05～2021/09/17
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
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3年2月4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） 11,935,000 9,614,000 80.60%

（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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