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門司税関博多国際貨物検査センター（Ｒ３）工事監理業務
福岡県福岡市東区香椎浜埠頭２丁目４番１号
2021/05/15～2021/12/23
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5月14日
（株）村田相互設計
広島県広島市中区舟入南４－２０－８

3240001011663 指名競争契約 1,744,600 1,628,000 93.32%

長崎県警察学校体育館（Ｒ３）工事監理業務
長崎県長崎市小江原５丁目１番１号
2021/05/19～2021/10/29
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5月18日
（株）松林建築設計事務所
長崎県長崎市賑町５－１１

5310001002034 指名競争契約 1,831,500 1,736,900 94.83%

乙石川流域災害河道掘削外工事
（親）（子）福岡県朝倉市杷木松末地先（乙石川・小河内川橋）
2021/05/11～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月10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） 297,682,000 272,800,000 91.64%

赤谷川流域災害河道掘削外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2021/05/12～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月11日
森部建設（株）
福岡県朝倉市長渕６１８

9290001044208
一般競争
（総合評価） 297,275,000 271,700,000 91.40%

枝光排水機場ポンプ設備工事
福岡県久留米市東合川地先
2021/05/13～2022/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月12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） 472,186,000 444,400,000 94.12%

令和３年度筑後川水系日田管内保全工事
日田出張所管内（筑後川、花月川、庄手川、玖珠川、隈川）
2021/05/13～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月12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） 123,068,000 112,420,000 91.35%

令和３年度筑後川水系中下流域保全工事
筑後川中下流域
2021/05/13～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月12日
（株）フジクロ
福岡県久留米市城島町城島５２－１

8290001065329
一般競争
（総合評価） 144,694,000 140,360,000 97.00%

令和３年度　筑後川河川事務所管内測量業務
筑後川河川事務所管内
2021/05/20～2022/03/15
測量

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5月19日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区元町１－７－１２

1290001020645 指名競争契約 14,773,000 13,970,000 94.56%

令和３年度　筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務
筑後川河川事務所
2021/05/20～2022/02/28
測量

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5月19日
（株）新世コンソーシアム
福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３

1290001001389 指名競争契約 13,904,000 12,870,000 92.56%

令和３年度　筑後川河川事務所管内地質調査業務
筑後川河川事務所管内
2021/05/21～2022/03/15
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3年5月20日
（株）セイコー
福岡県久留米市上津町１８７４

3290001049014
指名競争契約
（総合評価） 41,998,000 35,310,000 84.08%

令和３年度田川管内伊田地区河川維持管理工事
福岡県田川市
2021/05/11～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月10日
（株）永末組
福岡県田川郡福智町弁城２９０１

9290801016620
一般競争
（総合評価） 40,205,000 36,300,000 90.29%

令和３年度田川管内金田・方城地区河川維持管理工事
福岡県田川郡福智町
2021/05/11～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月10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） 24,882,000 22,550,000 90.63%

令和３年度直方管内中央部河川維持管理工事
福岡県直方市外
2021/05/12～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月11日
（株）英建設
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳２０２６－
３

3290801014712
一般競争
（総合評価） 63,118,000 56,738,000 89.89%

令和３年度直方管内左岸部河川維持管理工事
福岡県直方市外
2021/05/12～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月11日
（株）英建設
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳２０２６－
３

3290801014712
一般競争
（総合評価） 48,026,000 43,010,000 89.56%

令和３年度直方管内右岸部河川維持管理工事
福岡県直方市外
2021/05/12～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月11日
田丸造園建設（株）
福岡県直方市大字上頓野２６８１

9290801014194
一般競争
（総合評価） 47,443,000 42,185,000 88.92%

令和３年度田川管内大任・添田地区河川維持管理工事
福岡県田川郡大任町外
2021/05/12～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月11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） 59,092,000 53,900,000 91.21%

令和３年度田川管内金辺川地区河川維持管理工事
福岡県田川市外
2021/05/13～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月12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） 27,907,000 25,410,000 91.05%

令和３年度田川管内中元寺川地区河川維持管理工事
福岡県田川郡糸田町外
2021/05/14～2021/12/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月13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） 52,470,000 47,047,000 89.66%

令和３年度　吉田地区舗装修繕外工事
福岡県八女市吉田地先
2021/06/22～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月26日
（株）堤組
福岡県柳川市大和町皿垣開７

8290001053052
一般競争
（総合評価） 112,189,000 110,550,000 98.54%

令和３年度　道の駅うきは情報施設増築外実施設計業務
福岡県うきは市浮羽町山北７２９－２（道の駅うきは内）
2021/06/01～2021/11/30
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　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5月31日
アトリエＢＢＳ（株）
福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１

9290001019829 指名競争契約 9,867,000 6,600,000 66.89%

令和３年度　福岡国道管内防災点検外業務
福岡国道事務所管内
2021/05/20～2022/03/15
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　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5月19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） 38,962,000 31,460,000 80.75%
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令和３・４年度　福岡国道管内橋梁点検業務
福岡国道事務所管内
2021/05/20～2023/02/28
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　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5月19日

令和３・４年度　福岡国道管内橋梁点検業務
建設技術研究所・CTIグランドプランニング設
計共同体
福岡県福岡市中央区大名２－４－１２

指名競争契約
（総合評価） 110,946,000 88,638,000 79.89%

令和３年度北九州国道管内改築事業測量外業務
北九州国道事務所管内
2021/05/15～2022/03/18
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5月14日
（株）西日本測研社
福岡県北九州市小倉北区室町２－１１
－１９

1290801002941 指名競争契約 18,689,000 17,380,000 93.00%

令和３年度八木山バイパス弁分高架橋橋梁詳細設計業務
福岡県飯塚市弁分地先
2021/05/19～2022/06/24
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5月18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） 101,904,000 81,345,000 79.83%

令和３年度　牛津川河道整備外工事
佐賀県小城市小城町池上地先外
2021/06/15～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月11日
（株）山崎建設
佐賀県武雄市橘町大日８２９２

4300001004676
一般競争
（総合評価） 237,138,000 216,700,000 91.38%

令和３年度武雄管内構造物修繕測量設計業務
佐賀県武雄市
2021/05/22～2022/06/30
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　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5月21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） 34,243,000 30,800,000 89.95%

令和３年度六角川・牛津川及び地下水採水運搬水質分析業務
佐賀県六角川水系
2021/05/21～2022/03/31
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　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5月20日
環境テクノス（株）
福岡県北九州市戸畑区中原新町２－４

3290801000778
指名競争契約
（総合評価） 18,106,000 15,400,000 85.05%

令和３・４年度佐賀河川事務所管内流量実態調査業務
佐賀県佐賀市金立町大字千布地先外
2021/05/25～2023/01/31
測量

分任負担行為担当官
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5月24日
（株）ニュージェック
大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０

2120001086883 指名競争契約 7,887,000 6,248,000 79.22%

令和３年度本明川ダム用地関係図書作成業務
長崎県諫早市富川町及び上大渡野町地内
2021/05/08～2022/03/25
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　長崎河川国道事務所長　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年5月7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） 20,196,000 19,800,000 98.04%

東彼杵地区情報休憩施設整備工事
長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷地先
2021/06/08～2022/03/31
建築工事

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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年5月31日
（株）親和土建
長崎県長崎市魚の町３番３６号

6310001000870
一般競争
（総合評価） 219,307,000 202,404,400 92.29%

道の駅彼杵の荘受変電設備外設置工事
長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷地先
2021/06/01～2022/02/14
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　長崎河川国道事務所長　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年5月10日
（株）明興テクノス
鹿児島県鹿児島市小松原１－１０－８

9340001004305
一般競争
（総合評価） 59,092,000 54,450,000 92.14%

令和３年度　下硯川橋上り線詳細設計業務
熊本県熊本市北区下硯川町〜四方寄町
2021/05/18～2022/03/31
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　熊本河川国道事務所長　三保木　悦幸
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和3年5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） 74,448,000 59,290,000 79.64%

令和３年度　植木バイパス地質調査業務
熊本県熊本市北区植木町〜下硯川町
2021/05/18～2022/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　三保木　悦幸
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和3年5月17日
（株）中央土木コンサルタント
熊本県熊本市東区小山町１６７４－５

6330001002989
指名競争契約
（総合評価） 34,837,000 29,260,000 83.99%

令和３年度　竹田阿蘇道路地質調査業務
熊本県阿蘇市
2021/05/18～2022/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　三保木　悦幸
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和3年5月17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） 20,075,000 16,610,000 82.74%

令和３年度　波野ＩＣ橋外詳細設計業務
熊本県阿蘇市
2021/05/25～2022/03/25
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　三保木　悦幸
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和3年5月24日
（株）オービット
福岡県福岡市博多区元町１－７－１２

1290001020645
指名競争契約
（総合評価） 35,310,000 35,310,000 100.00%

令和３年度国道５７号宇土道路用地関係資料作成業務
熊本県宇土市城塚町地先外
2021/05/07～2022/09/30
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　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5月6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） 16,401,000 15,950,000 97.25%

令和３年度球磨川管内河道内掘削外工事
熊本県球磨郡あさぎり町地先外
2021/05/14～2022/03/25
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5月7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） 109,890,000 99,990,000 90.99%

令和３年度球磨川坂本地区護岸設計等（その１）業務
球磨川流域
2021/05/19～2022/03/31
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3年5月18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） 29,832,000 23,694,000 79.42%

令和３年度球磨川坂本地区護岸設計等（その２）業務
球磨川流域
2021/05/19～2022/03/31
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3年5月18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） 29,832,000 23,672,000 79.35%

令和３年度球磨川芦北球磨地区護岸設計等（その１）業務
球磨川流域
2021/05/19～2022/03/31
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3年5月18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） 29,832,000 23,705,000 79.46%

令和３年度球磨川芦北球磨地区護岸設計等（その２）業務
球磨川流域
2021/05/19～2022/03/31
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3年5月18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） 29,832,000 23,870,000 80.01%

令和３年度　菊池川水系水文資料整理業務
菊池川水系
2021/05/18～2022/04/30
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　小田　禎彦
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和3年5月17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 17,050,000 13,827,000 81.10%
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大分２１０号川下改良外用地調査等業務
大分県日田市大字川下地内外
2021/05/07～2022/02/25
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
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5月6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
（総合評価） 37,048,000 29,425,000 79.42%

大分２１０号赤岩西地区災害復旧工事
大分県日田市天瀬町赤岩地先
2021/05/08～2022/10/31
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5月7日
西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－１７－１

8010401021454
一般競争
（総合評価） 1,439,482,000 1,314,665,000 91.33%

大分２１０号赤岩東地区災害復旧工事
大分県日田市天瀬町赤岩地先
2021/05/11～2022/10/31
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5月10日
（株）錢高組
大阪府大阪市西区西本町２－２－４

5120001049004
一般競争
（総合評価） 1,303,159,000 1,189,364,000 91.27%

大分１０号高江拡幅中判田地区改良外工事
大分県大分市中判田地先外
2021/05/27～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月26日
（株）センコー企画
大分県大分市大字丹生１９３－６

6320001001505
一般競争
（総合評価） 98,703,000 89,430,000 90.61%

久留須川河道掘削詳細設計業務
番匠川水系久留須川
2021/05/22～2021/12/20
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　佐伯河川国道事務所長　石　橋　　賢　一
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

令和3年5月21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） 21,604,000 19,470,000 90.12%

令和３年度宮崎管内砂防測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/05/26～2022/03/31
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5月25日
（株）共同技術コンサルタント
宮崎県宮崎市大島町山田ケ窪１９２６－
１

1350001000467
指名競争契約
（総合評価） 33,088,000 26,928,000 81.38%

令和３年度四家・内山地区地すべり観測外業務
都城国道維持出張所管内
2021/05/21～2022/03/31
地質調査業務

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5月20日
日本地研（株）
福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

8290001015267
指名競争契約
（総合評価） 29,304,000 24,530,000 83.71%

令和３・４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
2021/05/29～2023/02/28
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3年5月28日

令和３・４年度国道２２０号橋梁点検・補
修設計業務建設技術研究所・大進設計
共同体
福岡県福岡市中央区大名２－４－１２

指名競争契約
（総合評価） 61,116,000 49,885,000 81.62%

令和３・４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
2021/05/29～2023/02/28
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3年5月28日
（株）西部技建コンサルタント
宮崎県小林市細野４１５８

4350001009860
指名競争契約
（総合評価） 67,848,000 54,450,000 80.25%

令和３年度大淀川・小丸川水文資料整理業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/05/22～2022/03/31
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5月21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 17,908,000 13,475,000 75.25%

令和３年度　五ヶ瀬川水系河川測量設計業務
五ヶ瀬川水系
2021/05/28～2022/03/15
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　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5月27日
（株）共同技術コンサルタント
宮崎県宮崎市大島町山田ケ窪１９２６－
１

1350001000467
指名競争契約
（総合評価） 20,823,000 17,600,000 84.52%

令和３年度　高千穂日之影道路水文観測業務
宮崎県西臼杵郡日之影町地内
2021/05/28～2022/03/31
地質調査業務

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5月27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 16,841,000 14,102,000 83.74%

令和３年度　五ヶ瀬川水系水位流量曲線作成及び水文資料整理業
務
延岡河川国道事務所管内
2021/05/19～2022/02/28

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5月18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 7,502,000 6,105,000 81.38%

令和３年度　五ヶ瀬川水系定期縦横断測量（航空レーザ測深）業務
五ヶ瀬川水系
2021/05/27～2022/02/28
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3年5月26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） 50,127,000 40,667,000 81.13%

令和３年度川内川管内用地調査等業務
川内川河川事務所管内
2021/05/08～2022/02/28
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　杉　町　　英　明
鹿児島県薩摩川内市東大小路町２０－２

令和3年5月7日
新和技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

3340001005358 指名競争契約 9,130,000 8,800,000 96.39%

肝属川下伊倉地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡肝付町下伊倉地先
2021/07/01～2022/03/31
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5月7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） 92,609,000 82,830,000 89.44%

黒神川砂防設備補修（その１）工事
鹿児島県鹿児島市黒神町地先
2021/05/11～2022/03/31
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5月10日
（株）鹿大丸
鹿児島県鹿児島市桜島赤生原町１－１
１

7340001005874
一般競争
（総合評価） 252,087,000 227,447,000 90.23%

黒神川砂防設備補修（その２）工事
鹿児島県鹿児島市黒神町地先
2021/05/11～2022/03/31
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5月10日
徳澤建設（株）
鹿児島県曽於郡大崎町菱田２５９３番地
１

8340001015245
一般競争
（総合評価） 233,519,000 210,430,000 90.11%

持木川砂防施設改築外工事
鹿児島県鹿児島市持木町地先外
2021/05/13～2022/03/31
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5月12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） 170,225,000 153,340,000 90.08%

有村川砂防施設改築外工事
鹿児島県鹿児島市有村町地先外
2021/05/13～2022/03/31
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5月12日
（株）森山（清）組
鹿児島県鹿児島市唐湊１－１３－２５

9340001004370
一般競争
（総合評価） 192,852,000 173,470,000 89.95%

肝属川下住下地区堤防浸透対策（第二工区）工事
鹿児島県肝属郡肝付町下住下地先
2021/07/01～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月12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） 92,070,000 82,643,000 89.76%
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肝属川下住下地区堤防浸透対策（第一工区）工事
鹿児島県肝属郡肝付町下住下地先
2021/07/01～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月12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） 90,376,000 81,180,000 89.82%

大里トンネル照明設備外設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/05/21～2021/11/30
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5月20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） 17,347,000 13,860,000 79.90%

令和３・４年度　緑川ダム採水採泥分析業務
緑川ダム管理所管内
2021/05/20～2023/03/31
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　緑川ダム管理所長　松岡　忠浩
〒８６１－４７０３　熊本県下益城郡美里町畝野３４５６

令和3年5月19日
（株）ＥＮＪＥＣ
福岡県福岡市南区長丘３－１－１８

7290001001409 指名競争契約 24,761,000 21,802,000 88.05%

令和３年度　杖立地区河道掘削工事
熊本県阿蘇郡小国町大字下城地先
2021/05/18～2022/03/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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3年5月17日
（株）肥後建設社
熊本県阿蘇郡小国町大字上田３２１７

6330001012336
一般競争
（総合評価） 28,842,000 26,950,000 93.44%

令和３年度耶馬渓ダム緊急放流用警報設備設置工事
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂１８０６－６　ダム管理課　外１４箇
所
2021/06/01～2022/01/31

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5月31日
（株）オフィスコミニケーションサービス
大分県大分市下郡南３－５－４６

3320001000757
一般競争
（総合評価） 38,742,000 37,400,000 96.54%

令和３年度耶馬渓ダム緊急放流用警報設備設置工事
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂１８０６－６　ダム管理課　外１４箇
所
2021/06/01～2022/01/31

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5月31日
（株）オフィスコミニケーションサービス
大分県大分市下郡南３－５－４６

3320001000757
一般競争
（総合評価） 38,742,000 37,400,000 96.54%

令和３・４年度九州管内橋梁診断（その４）業務
九州地方整備局管内（鹿児島県、宮崎県）
2021/05/29～2022/07/29
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　九州技術事務所長　小串　俊幸
久留米市高野１－３－１

令和3年5月28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） 24,893,000 19,965,000 80.20%

令和３・４年度九州管内橋梁診断（その２）業務
九州地方整備局管内（福岡県、大分県）
2021/05/29～2022/07/29
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　九州技術事務所長　小串　俊幸
久留米市高野１－３－１

令和3年5月28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） 35,189,000 28,237,000 80.24%

令和３・４年度九州管内橋梁診断（その３）業務
九州地方整備局管内（佐賀県、長崎県、熊本県）
2021/05/29～2022/07/29
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　九州技術事務所長　小串　俊幸
久留米市高野１－３－１

令和3年5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） 27,984,000 23,760,000 84.91%

土地改良技術事務所（Ｒ３）工事監理業務
熊本県熊本市東区東町4丁目5-7
2021/05/19～2022/01/31
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3年5月18日
（有）堀田総合設計
熊本県熊本市中央区水前寺４－５４－１
０　アーバンクロス２Ｆ

3330002001051 指名競争契約 4,155,800 3,074,500 73.98%

延岡労働総合庁舎（Ｒ３）機械設備工事
宮崎県延岡市大貫町１丁目2885-1外
2021/05/26～2022/04/28
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　上田　昭雄
鹿児島市浜町2番5-1号（鹿児島港湾合同庁舎）

令和3年5月25日
（株）みやえい
宮崎県宮崎市大字島之内９７２８－７

4350001002015
指名競争契約
（総合評価） 98,450,000 97,680,000 99.22%

（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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