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令和３年度九州管内航空レーザ計測（その１）業務
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号
2021/06/05～2022/03/25
測量

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6月4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） 45,683,000 36,927,000 80.83%

令和３年度九州管内航空レーザ計測（その２）業務
福岡県福岡市博多区
2021/06/05～2022/02/28
測量

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6月4日
朝日航洋（株）
東京都江東区新木場４－７－４１

7010601041419
指名競争契約
（総合評価） 42,548,000 34,331,000 80.69%

令和３年度九州管内航空レーザ計測（その３）業務
福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号
2021/06/05～2022/03/25
測量

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6月4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） 51,051,000 41,338,000 80.97%

令和３年度九州管内航空レーザ計測（その４）業務
福岡県福岡市博多区
2021/06/05～2022/03/11
測量

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6月4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） 48,092,000 38,995,000 81.08%

令和３年度九州管内航空レーザ計測（その５）業務
福岡県福岡市博多区
2021/06/05～2022/03/25
測量

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6月4日
（株）タナカコンサルタント
北海道苫小牧市新開町２－１－３

8430001053211
指名競争契約
（総合評価） 44,209,000 35,662,000 80.67%

令和３年度　下関・北九州地域航測図化測量業務
山口県下関市〜福岡県北九州市
2021/06/05～2022/02/18
測量

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6月4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） 24,783,000 20,009,000 80.74%

令和３年度営繕部図面作成業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2021/06/24～2022/03/30
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6月23日
（株）小路建築事務所
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄５３６－３

2300001000347 指名競争契約 3,848,900 2,420,000 62.88%

佐世保港湾合同庁舎（Ｒ３）機械改修その他工事
長崎県佐世保市干尽町4-1
2021/06/18～2022/03/01
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6月17日
ダンレイ中央（株）
長崎県長崎市本河内３－６－３７

6310001011422
指名競争契約
（総合評価） 98,439,000 89,938,862 91.37%

ハローワーク福岡南（Ｒ３）エレベーター棟増築その他工事
福岡県春日市春日公園3-2
2021/07/01～2022/02/18
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3年6月17日
梅原建設（株）
福岡県久留米市本町１５－２５

4290001048436
一般競争
（総合評価） 51,832,000 48,180,000 92.95%

若松港湾合同庁舎（Ｒ３）建築改修工事
福岡県北九州市若松区本町１丁目１４－１２
2021/06/22～2022/03/16
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3年6月21日
前田建設工業（株）
東京都千代田区富士見２－１０－２

4010001008789
指名競争契約
（総合評価） 269,830,000 266,200,000 98.65%

赤谷川災害附帯市道北向橋他６件（ＰＣ）上部工工事
福岡県朝倉市杷木松末地先外
2021/06/25～2022/09/30
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
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6月24日
オリエンタル白石（株）
東京都江東区豊洲５－６－５２

7010601040057
一般競争
（総合評価） 261,536,000 237,237,000 90.71%

令和３年度赤谷川左支渓４３砂防堰堤外工事
福岡県朝倉市杷木星丸地先
2021/06/29～2022/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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6月28日
（株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２－２０

9140001067900
一般競争
（総合評価） 327,965,000 299,640,000 91.36%

令和３年度　筑後川及び矢部川護岸等測量設計業務
筑後川河川事務所管内
2021/06/04～2022/03/18
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6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） 23,364,000 18,590,000 79.57%

枝光排水機場除塵設備工事
福岡県久留米市東合川地先
2021/06/23～2022/03/31
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6月22日
西田鉄工（株）
熊本県宇土市松山町４５４１

6330001012889
一般競争
（総合評価） 159,643,000 143,000,000 89.57%

枝光排水機場ゲート設備工事
福岡県久留米市東合川地先
2021/06/24～2022/03/31
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6月23日
（株）協和製作所
佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１

5300001000179
一般競争
（総合評価） 109,637,000 99,000,000 90.30%

令和３年度　矢部川鷹ノ尾地区和田樋管詳細設計業務
福岡県柳川市
2021/06/05～2022/03/31
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
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6月4日
日鉄鉱コンサルタント（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－
２３

3010001025538
指名競争契約
（総合評価） 30,789,000 24,585,000 79.85%

令和３年度筑後川矢部川環境調査検討業務
筑後川水系及び矢部川水系
2021/06/05～2022/03/25
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
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6月4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） 41,635,000 33,154,000 79.63%

令和３年度　瀬高堰受変電設備外設置工事
福岡県みやま市瀬高町上庄字松土居４７０　矢部川出張所
2021/07/22～2022/03/31
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
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6月22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） 81,620,000 76,560,000 93.80%

令和３年度遠賀川管内維持修繕測量設計業務
福岡県直方市溝掘１丁目１－１
2021/06/17～2022/03/15
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　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6月16日
日鉄鉱コンサルタント（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－
２３

3010001025538
指名競争契約
（総合評価） 28,347,000 22,495,000 79.36%

令和３年度犬鳴川上流部・八木山川定期縦横断測量業務
福岡県宮若市外
2021/06/17～2021/11/19
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3年6月16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 7,447,000 7,040,000 94.53%

令和３年度犬鳴川下流部定期縦横断測量業務
福岡県直方市外
2021/10/30～2021/11/19
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3年6月16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 9,933,000 9,350,000 94.13%
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令和３年度金辺川・中元寺川定期縦横断測量業務
福岡県田川市外
2021/07/01～2021/11/12
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3年6月30日
（株）海渡設計
福岡県福岡市東区名島２－２－８

8290801016613 指名競争契約 9,944,000 9,570,000 96.24%

令和３年度黒川・笹尾川定期縦横断測量業務
福岡県中間市外
2021/07/01～2021/11/12
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3年6月30日
（株）第一設計コンサルタント
福岡県北九州市八幡西区香月中央３－
２－１

5290801010206 指名競争契約 7,667,000 7,260,000 94.69%

令和３年度　福岡国道北部地区道路交通起終点（ＯＤ）調査業務
福岡国道事務所管内
2021/06/29～2022/03/11
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6月28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 57,453,000 47,102,000 81.98%

令和３年度　福岡国道南部地区道路交通起終点（ＯＤ）調査業務
福岡国道事務所管内
2021/06/29～2022/03/11
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6月28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 50,523,000 41,426,000 81.99%

令和３年度　福岡南部地区交通安全対策工事
福岡国道事務所久留米維持出張所管内
2021/06/02～2022/06/30
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　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6月1日
日東道路（株）
福岡県福岡市博多区比恵町１－１８

3290001015486
一般競争
（総合評価） 98,010,000 87,890,000 89.67%

令和３年度　福岡西維持管内外橋梁点検業務
福岡国道事務所管内
2021/06/03～2022/02/28
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　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6月2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） 60,247,000 48,400,000 80.34%

令和３年度　福岡国道管内共同溝点検外業務
福岡国道事務所管内
2021/06/03～2022/02/28
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　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6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） 58,927,000 47,025,000 79.80%

令和３年度北九州国道管内交通状況調査業務
北九州国道事務所管内
2021/07/01～2022/02/28
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6月30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 20,295,000 16,115,000 79.40%

令和３年度北九州国道管内交通量調査業務
北九州国道事務所管内
2021/07/01～2022/03/25
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6月30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 22,506,000 17,908,000 79.57%

令和３・４年度八幡管内橋梁点検補修設計業務
八幡維持出張所管内
2021/06/05～2022/08/31
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　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6月4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） 86,592,000 69,245,000 79.97%

令和３・４年度行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務
行橋・筑豊維持出張所管内
2021/06/05～2022/08/31
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　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6月4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） 74,228,000 59,235,000 79.80%

令和３年度北九州国道管内道路修繕設計外業務
北九州国道事務所管内
2021/06/18～2022/06/30
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　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6月17日
（株）福山コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－
１８

5290001016276
指名競争契約
（総合評価） 28,413,000 22,715,000 79.95%

令和３年度行橋筑豊管内道路修繕設計外業務
行橋維持出張所管内及び筑豊維持出張所管内
2021/06/18～2022/06/30
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　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6月17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） 23,507,000 18,700,000 79.55%

令和３年度北九州国道管内測量業務
北九州国道事務所管内
2021/06/19～2022/02/28
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6月18日
（株）永大開発コンサルタント
福岡県飯塚市菰田東２－２２－５５

3290001045392 指名競争契約 13,178,000 12,540,000 95.16%

令和３年度六角川下流縦横断測量業務
武雄河川事務所管内
2021/06/02～2021/12/17
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3年6月1日
国際技術コンサルタント（株）
佐賀県佐賀市久保田町大字新田３７９７
－３

8300001000300 指名競争契約 29,799,000 23,826,000 79.96%

令和３年度六角川上流縦横断測量業務
武雄河川事務所管内
2021/06/02～2022/03/04
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3年6月1日
（株）精工コンサルタント
佐賀県唐津市北波多岸山６１１－１６

3300001007572 指名競争契約 22,330,000 19,492,000 87.29%

令和３年度牛津川縦横断測量業務
武雄河川事務所管内
2021/06/02～2021/12/17
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3年6月1日
朝日テクノ（株）
佐賀県佐賀市大和町梅野２８０

6300001001449 指名競争契約 30,657,000 24,552,000 80.09%

令和３年度牛津川遊水地（山崎地区）周囲堤詳細設計業務
武雄河川事務所管内
2021/06/17～2022/12/20
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　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6月16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） 28,479,000 22,935,000 80.53%

令和３年度牛津川遊水地周囲堤外詳細設計業務
武雄河川事務所管内
2021/06/17～2022/12/20
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　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6月16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） 64,383,000 51,590,000 80.13%

令和３年度佐賀国道事務所管内交通安全事業等補償説明外業務
佐賀県杵島郡大町町ほか
2021/06/29～2022/03/28
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6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
（総合評価） 14,454,000 12,100,000 83.71%

令和３年度国道３４号神埼佐賀拡幅用地調査等業務
佐賀県神埼市神埼町地内ほか
2021/07/01～2022/03/11
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　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月30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） 23,397,000 18,700,000 79.92%
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令和３年度国道３４号武雄バイパス用地調査等業務
佐賀県武雄市北方町地内
2021/07/01～2022/07/22
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　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月30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） 39,677,000 31,317,000 78.93%

令和３年度　伊万里高架橋（伊万里川）詳細設計業務
佐賀県伊万里市松島町〜伊万里市二里町
2021/06/16～2022/03/28
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月15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） 41,899,000 34,430,000 82.17%

令和３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
2021/06/16～2022/03/15
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月15日
西日本建技（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３
－６

4290001015329
指名競争契約
（総合評価） 15,906,000 12,650,000 79.53%

令和３年度　佐賀東部地区空中写真測量業務
佐賀県鳥栖市〜佐賀県三養基郡上峰町
2021/06/19～2022/01/31
測量

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　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月18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） 22,880,000 18,524,000 80.96%

令和３年度　佐賀国道管内地質調査業務
佐賀国道事務所管内
2021/06/29～2022/02/28
地質調査業務

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

令和3年6月28日
新栄地研（株）
佐賀県佐賀市若楠２－５－２５

5300001000360
指名競争契約
（総合評価） 12,573,000 10,978,000 87.31%

令和３年度　佐賀国道管内道路交通情勢（自動車起終点）調査業務
佐賀国道事務所管内
2021/07/01～2022/03/14
測量

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　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月30日
（株）福山コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－
１８

5290001016276 指名競争契約 33,517,000 26,862,000 80.14%

令和３年度佐賀管内道路管理データ作成業務
佐賀国道事務所管内
2021/06/23～2022/03/11
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　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月22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） 19,734,000 15,719,000 79.65%

令和３年度佐賀国道防災カルテ点検外業務
佐賀国道事務所管内
2021/06/30～2022/03/15
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月29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） 41,921,000 33,660,000 80.29%

令和３年度　佐賀国道管内溝橋点検業務
佐賀国道事務所管内
2021/06/30～2022/02/28
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年6月29日
（株）親和コンサルタント
佐賀県佐賀市卸本町７－２５

4300001003819
指名競争契約
（総合評価） 33,770,000 27,500,000 81.43%

令和３年度佐賀河川事務所管内用地調査点検等技術業務
佐賀河川事務所管内
2021/06/11～2022/03/18
補償関係コンサルタント業務

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6月10日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ヶ江５－８－１１

1300001001362
一般競争
（総合評価） 23,155,000 18,194,000 78.57%

令和３年度城原川ダム建物調査等業務
佐賀県神埼市脊振町広滝外地内
2021/06/19～2022/02/28
補償関係コンサルタント業務

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6月18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） 34,782,000 27,500,000 79.06%

令和３年度佐賀河川事務所管内測量及び設計業務
佐賀県佐賀市外
2021/06/04～2022/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

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6月3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） 23,804,000 19,085,000 80.18%

令和３・４年度佐賀導水路関連事業効果解析検討業務
佐賀県佐賀市金立町外
2021/06/04～2023/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

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6月3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） 27,214,000 21,670,000 79.63%

令和３年度国道５７号森山拡幅外用地調査等業務
長崎県諫早市森山町外　地内
2021/06/18～2022/08/31
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6月17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） 22,924,000 22,836,000 99.62%

長崎４９７号松浦２号跨道橋下部工外改良工事
長崎県松浦市御厨町地先
2021/07/09～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月16日
（株）梅村組
長崎県佐世保市福石町２０－８

7310001005167
一般競争
（総合評価） 143,682,000 129,604,200 90.20%

本明川ダム工事用道路円能寺地区改良３期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2021/07/01～2022/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月17日
大起建設（株）
長崎県諫早市小野島町１５００番地

4310001008024
一般競争
（総合評価） 102,333,000 92,180,000 90.08%

本明川ダム工事用道路発生土処理等掘削運搬外工事
長崎県諫早市富川町地先
2021/08/02～2022/03/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6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） 172,095,000 154,517,000 89.79%

本明川ダム付替市道大渡野・古場線改良３期外工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2021/08/12～2022/12/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30日
（株）平尾組
長崎県島原市原町甲２９６

6310001009697
一般競争
（総合評価） 122,243,000 109,767,900 89.79%

令和３年度本明川ダム調査設計検討業務
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2021/07/01～2022/05/31
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年6月30日
（株）アサヒコンサル
長崎県佐世保市江迎町埋立２－１４

1310001006955
指名競争契約
（総合評価） 30,668,000 30,030,000 97.92%

令和３年度佐世保地区道路植栽維持管理工事
佐世保国道維持出張所管内
2021/06/15～2022/03/31
造園工事

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6月11日
（株）西肥緑化土木
長崎県佐世保市天満町４－２５

4310001005467
一般競争
（総合評価） 38,588,000 36,190,000 93.79%

令和３年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事
大村・小浜維持出張所管内
2021/06/17～2022/03/31
造園工事

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6月16日
（株）兄弟緑地
長崎県長崎市古賀町２１５１

3310001000469
一般競争
（総合評価） 73,524,000 68,926,000 93.75%
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令和３年度長崎管内橋梁補修設計業務
長崎河川国道事務所管内
2021/07/01～2022/07/29
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　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6月30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） 41,712,000 33,275,000 79.77%

令和３年度長崎管内南部地区維持修繕測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2021/07/01～2022/03/18
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年6月30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
（総合評価） 33,429,000 27,170,000 81.28%

令和３年度長崎管内北部地区維持修繕測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2021/07/01～2022/03/18
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年6月30日
Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント（株）
長崎県佐世保市田原町９－１５

4310001005772
指名競争契約
（総合評価） 31,592,000 25,850,000 81.82%

鷲崎地区河道掘削外工事
長崎県諫早市鷲崎町地先外
2021/06/22～2022/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月21日
柴崎建設（株）
長崎県雲仙市国見町土黒丙４３４番地

5310001008618
一般競争
（総合評価） 119,185,000 106,700,000 89.52%

令和３年度本明川管内測量設計業務
長崎県諫早市
2021/07/01～2022/03/30
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　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6月30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） 33,660,000 26,686,000 79.28%

令和３年度長崎管内道路交通情勢（自動車起終点）調査業務
長崎河川国道事務所管内
2021/06/18～2022/02/28
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年6月17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 48,796,000 47,850,000 98.06%

令和３年度長崎管内交通安全事業測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2021/06/19～2022/10/31
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年6月18日
（株）千代田コンサルタント
東京都千代田区神田須田町２－６

5011501013443
指名競争契約
（総合評価） 13,695,000 10,846,000 79.20%

令和３年度　大村諫早拡幅用地幅杭設置測量業務
長崎県大村市、諫早市
2021/06/25～2022/04/28
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年6月24日
Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント（株）
長崎県佐世保市田原町９－１５

4310001005772 指名競争契約 8,448,000 6,644,000 78.65%

令和３年度長崎南部地区安全施設設置外工事
長崎河川国道事務所管内
2021/08/12～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30日
（株）平尾組
長崎県島原市原町甲２９６

6310001009697
一般競争
（総合評価） 124,036,000 110,770,000 89.30%

令和３年度熊本管内道路補償説明等業務
熊本県玉名郡玉東町外
2021/06/30～2022/03/14
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　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6月29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） 20,064,000 20,020,000 99.78%

令和３年度緑川鯨油地区事業損失事前調査等業務
熊本県熊本市南区川口町地内
2021/06/30～2021/11/30
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　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6月29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） 14,157,000 11,110,000 78.48%

令和３年度　国道５７号竹田阿蘇道路土地評価業務
熊本県阿蘇市波野大字小地野地内外
2021/06/04～2022/03/25
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　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6月3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） 16,038,000 12,606,000 78.60%

令和３年度　国道５７号竹田阿蘇道路（その１）外用地調査等業務
熊本県阿蘇市波野大字小地野地内外
2021/06/08～2022/03/31
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　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6月7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） 41,008,000 39,600,000 96.57%

令和３年度　国道５７号竹田阿蘇道路（その２）用地調査等業務
熊本県阿蘇市波野大字小地野地内
2021/06/18～2022/03/31
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　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6月17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） 36,135,000 28,798,000 79.70%

令和３年度　国道５７号竹田阿蘇道路（その３）用地調査等業務
熊本県阿蘇市波野大字小地野地内
2021/06/18～2022/03/31
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　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6月17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） 31,922,000 25,421,000 79.63%

熊本３号　鹿子木地区改良２期工事
熊本県熊本市北区鹿子木町地先
2021/07/01～2022/03/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 150,843,000 135,410,000 89.77%

令和３年度　熊本管内道路附属物等点検業務
熊本河川国道事務所管内
2021/06/17～2022/02/28
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　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6月16日
（株）熊本建設コンサルタント
熊本県熊本市東区榎町１６－５２

6330001001405
指名競争契約
（総合評価） 47,300,000 39,985,000 84.53%

令和３年度　瀬田地区道路附属物等点検業務
阿蘇国道維持出張所管内
2021/06/17～2022/02/28
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　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6月16日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 47,377,000 38,731,000 81.75%

令和３年度　阿蘇地区道路附属物等点検業務
阿蘇国道維持出張所管内
2021/06/17～2022/02/28
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　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6月16日
（株）建設プロジェクトセンター
熊本県熊本市北区弓削４－１８－１号（８
０２　）

9330001001708
指名競争契約
（総合評価） 43,868,000 35,640,000 81.24%

令和３年度　波野地区道路附属物等点検業務
阿蘇国道維持出張所管内
2021/06/17～2022/02/28
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　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6月16日
（株）興和測量設計
熊本県熊本市北区改寄町２１４１－１

2330001001796
指名競争契約
（総合評価） 41,019,000 35,750,000 87.15%

令和３年度　白岩地区災害復旧外工事
熊本県葦北郡芦北町白岩地先外
2021/06/26～2022/06/30
法面処理工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月25日
（株）松下組
熊本県芦北郡芦北町湯浦２４５－１

4330001014210
一般競争
（総合評価） 297,011,000 292,600,000 98.51%
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令和３年度　熊本管内橋梁補修外工事
熊本県宇土市大字新松原町地先外
2021/07/01～2022/07/15
橋梁補修工事

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　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6月30日
山王（株）
熊本県熊本市東区戸島西５－５－５７

4330001001893
一般競争
（総合評価） 163,779,000 159,500,000 97.39%

令和３年度　白川下流堰改築関連外地質調査業務
白川下流
2021/06/16～2022/03/15
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月15日
（株）アバンス
熊本県熊本市東区江津１－３－４８

2330001000204
指名競争契約
（総合評価） 38,170,000 32,626,000 85.48%

令和３年度　佐敷トンネル非常用設備設置外工事
熊本県葦北郡芦北町地先　佐敷トンネル　外
2021/07/01～2022/03/15
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　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6月17日
（有）藤電気
熊本県熊本市中央区水前寺１－８－１１

8330002009098
一般競争
（総合評価） 148,324,000 133,100,000 89.74%

令和３年度球磨川中流部用地調査等（その１）業務
熊本県八代市・葦北郡芦北町・球磨郡球磨村地内
2021/06/09～2022/03/18
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　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6月8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） 43,890,000 39,490,000 89.97%

令和３年度球磨川中流部用地調査等（その２）業務
熊本県八代市・葦北郡芦北町・球磨郡球磨村地内
2021/06/09～2022/03/18
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　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6月8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） 42,460,000 40,337,000 95.00%

熊本３号湯出川橋外下部工工事
熊本県水俣市長崎地先
2021/07/01～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月7日
（株）吉田企業
熊本県宇城市三角町波多１５００－２

9330001013133
一般競争
（総合評価） 168,861,000 165,000,000 97.71%

鹿児島３号出水北ＩＣ１２工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2021/07/01～2022/03/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月8日
大川建設（株）
鹿児島県阿久根市大川１０１３１

4340001011727
一般競争
（総合評価） 90,123,000 80,300,000 89.10%

熊本３号袋ＩＣ橋下部工外工事
熊本県水俣市袋地先
2021/06/10～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月9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） 262,790,000 238,700,000 90.83%

令和３年度　芦北出水道路（出水地区）測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/06/16～2022/02/28
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　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6月15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） 24,541,000 19,668,000 80.14%

令和３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
2021/06/16～2022/03/31
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6月15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） 27,038,000 21,670,000 80.15%

熊本３号小頭川橋上部工工事
熊本県水俣市長野町地先
2021/08/02～2022/02/28
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　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6月25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） 221,364,000 199,430,000 90.09%

令和３年度熊本天草幹線道路（その１）測量業務
八代河川国道事務所管内
2021/06/30～2022/03/25
測量

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6月29日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 28,017,000 22,495,000 80.29%

令和３年度熊本天草幹線道路（その２）測量業務
八代河川国道事務所管内
2021/06/30～2022/03/25
測量

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6月29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） 27,214,000 21,824,000 80.19%

令和３年度球磨川樋管無動力化設計外業務
八代河川国道事務所管内
2021/06/16～2022/03/25
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　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6月15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） 24,068,000 19,118,000 79.43%

樅木川第３砂防堰堤用地調査等業務
熊本県八代市泉町樅木地内
2021/06/04～2021/12/17
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　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3年6月3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 36,168,000 33,770,000 93.37%

川辺川管内砂防設備設計業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2021/06/03～2022/03/31
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　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3年6月2日
川辺川管内砂防設備設計業務日本工
営・萩原技研設計共同体
福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２

指名競争契約
（総合評価） 40,051,000 32,032,000 79.98%

川辺川管内砂防保全（その１）工事
熊本県球磨郡五木村葛の八重地内
2021/07/15～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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3年6月10日
（株）土井組
熊本県八代市鏡町有佐二二六番地

9330001013868
一般競争
（総合評価） 254,672,000 254,100,000 99.78%

岩野川中流地区護岸工事
熊本県山鹿市杉地先
2021/06/25～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月24日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 146,674,000 132,770,000 90.52%

滑石地区築堤（その４）工事
熊本県玉名市滑石地先
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　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6月30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） 125,554,000 115,500,000 91.99%

令和３年度竜門ダム津江分水受変電設備外更新工事
大分県日田市中津江村栃野字島渕２１８７－２９　津江分水口外
2021/06/22～2022/03/25
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　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6月21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） 63,030,000 59,620,000 94.59%

立野ダム管理庁舎建築工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地先
2021/06/29～2022/11/30
建築工事

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6月28日
光進建設（株）
熊本県熊本市東区御領２－２８－１

4330001001745
一般競争
（総合評価） 249,832,000 240,790,000 96.38%
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令和３年度八代復興事務所用地調査点検等技術業務
八代復興事務所管内
2021/06/19～2022/03/31
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年6月18日

（株）中原総合鑑定所
鹿児島県鹿児島市鴨池１－７－８

7340001003102
一般競争
（総合評価） 9,999,000 9,603,000 96.04%

令和３年度国道２１９号災害復旧測量設計業務
八代市〜人吉市
2021/06/04～2022/07/29
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年6月3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） 48,246,000 38,357,000 79.50%

令和３年度国道２１９号外災害復旧測量設計（その１）業務
八代復興事務所管内
2021/06/04～2022/07/29
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年6月3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） 48,246,000 38,390,000 79.57%

令和３年度国道２１９号外災害復旧測量設計（その２）業務
八代復興事務所管内
2021/06/04～2022/07/29
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年6月3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） 45,947,000 36,498,000 79.44%

令和３年度八代復興事務所管内地質調査（その１）業務
八代復興事務所管内
2021/06/10～2022/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年6月9日

（株）双葉工務店
熊本県熊本市南区八幡８－３－９

5330001004103 指名競争契約 13,992,000 12,595,000 90.02%

令和３年度八代復興事務所管内地質調査（その２）業務
八代復興事務所管内
2021/06/10～2022/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年6月9日

肥後地質調査（株）
熊本県熊本市東区戸島西１－１８－２５

8330001003894 指名競争契約 13,992,000 12,650,000 90.41%

令和３年度八代復興事務所管内地質調査（その３）業務
八代復興事務所管内
2021/06/10～2022/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年6月9日

八洲開発（株）
熊本県熊本市東区月出１－１－５２

8330001004711 指名競争契約 13,992,000 12,628,000 90.25%

三王谷川１砂防堰堤新設工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野地内
2021/07/01～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和3年6月30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） 236,720,000 216,150,000 91.31%

花原川１砂防堰堤新設（３期）工事
熊本県阿蘇市西湯浦地内
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　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和3年6月30日
（株）森工業
熊本県阿蘇市黒川１３４７

5330001012287
一般競争
（総合評価） 202,653,000 185,790,000 91.68%

令和３年度　阿蘇地域地質調査（その１）業務
阿蘇砂防事務所
2021/06/04～2021/10/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和3年6月3日
（株）建設プロジェクトセンター
熊本県熊本市北区弓削４－１８－１号（８
０２　）

9330001001708 指名競争契約 10,527,000 9,570,000 90.91%

令和３年度阿蘇地域砂防堰堤測量（その１）業務
熊本県阿蘇市湯浦
2021/06/26～2022/02/28
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和3年6月25日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228 指名競争契約 18,502,000 17,160,000 92.75%

大野川中戸次地区掘削（その２）工事
大分県大分市中戸次地先
2021/06/14～2022/03/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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6月8日
利光建設工業（株）
大分県大分市新栄町８ー１１

3320001001961
一般競争
（総合評価） 244,640,000 225,170,000 92.04%

大野川中戸次地区掘削（その１）工事
大分県大分市中戸次地先
2021/08/02～2022/03/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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6月11日
（株）佐伯建設
大分県大分市中島西３ー５ー１

1320001001170
一般競争
（総合評価） 268,257,000 246,620,000 91.93%

令和３年度大分管内電線共同溝測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2021/06/08～2022/03/22
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6月7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） 26,290,000 20,955,000 79.71%

令和３年度日田国道維持管内橋梁点検業務
日田国道維持出張所管内
2021/06/08～2022/02/15
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
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6月7日
（株）サザンテック
大分県佐伯市日の出町２－１０

4320001009054
指名競争契約
（総合評価） 21,626,000 17,490,000 80.87%

令和３年度大分管内交通安全施設測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2021/06/29～2022/03/25
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
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6月28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） 25,707,000 22,990,000 89.43%

令和３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
2021/06/29～2022/07/31
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3年6月28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） 15,257,000 12,100,000 79.31%

令和３年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その１４）用地調査等業務
大分県竹田市地内
2021/06/26～2022/03/25
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　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6月25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） 35,904,000 28,545,000 79.50%

令和３年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その１５）用地調査等業務
大分県竹田市地内
2021/06/26～2022/03/25
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　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6月25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） 24,112,000 23,100,000 95.80%

令和３年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その１７）用地調査等業務
大分県竹田市地内
2021/06/26～2022/03/25
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　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6月25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） 31,559,000 25,080,000 79.47%

令和３年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その１６）用地調査等業務
大分県竹田市地内
2021/06/26～2022/03/25
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　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6月25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） 26,807,000 26,785,000 99.92%
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令和３年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その１３）用地調査等業務
大分県竹田市地内
2021/06/26～2022/03/25
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　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6月25日
（株）旭鑑定補償
福岡県福岡市中央区白金２－１１－９

6290001011160
指名競争契約
（総合評価） 30,899,000 24,508,000 79.32%

令和３年度　竹田阿蘇道路３号橋外１橋予備設計業務
大分県竹田市大字穴井迫
2021/06/24～2022/03/31
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　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6月23日
（株）協和コンサルタンツ
東京都渋谷区笹塚１－６２－１１

2011001006553
指名競争契約
（総合評価） 22,022,000 17,600,000 79.92%

令和３年度　竹田阿蘇道路４号橋外１橋予備設計業務
大分県竹田市大字穴井迫
2021/06/24～2022/02/28
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　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6月23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） 17,864,000 17,050,000 95.44%

令和３年度　竹田阿蘇道路１号橋予備設計業務
大分県竹田市大字平田
2021/06/24～2022/03/31
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　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6月23日
（株）サザンテック
大分県佐伯市弥生大字井崎４９５－２

4320001009054
指名競争契約
（総合評価） 29,887,000 23,837,000 79.76%

令和３年度霧島火山航空レーザ計測業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/06/23～2022/03/25
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6月22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） 41,899,000 33,726,000 80.49%

令和３年度大淀川管内樋管無動力化設計外業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/06/24～2022/03/25
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　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6月23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） 27,687,000 21,989,000 79.42%

令和３年度　大淀川上流地区図化業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/06/23～2022/02/25
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6月22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） 29,117,000 23,430,000 80.47%

令和３年度　小丸川地区図化業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/06/23～2022/03/25
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6月22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） 13,508,000 10,703,000 79.23%

令和３年度日南防災（南区間）地質調査業務
宮崎県日南市地内
2021/06/18～2022/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月17日
（株）東九州コンサルタント
宮崎県延岡市別府町４２０９－２

4350001006981 指名競争契約 28,380,000 25,630,000 90.31%

令和３年度宮崎道路交通情勢（自動車起終点）調査業務
宮崎県内
2021/06/25～2022/03/24
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6月24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 59,774,000 51,722,000 86.53%

令和３年度吉尾地区電線共同溝工事
宮崎県都城市吉尾町地先
2021/06/30～2022/03/18
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6月29日
大淀開発（株）
宮崎県都城市上長飯町５４２７－１

6350001007879
一般競争
（総合評価） 123,365,000 110,000,000 89.17%

小丸川宮越排水機場機械設備工事
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋地先
2021/06/17～2022/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月16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） 295,262,000 280,500,000 95.00%

令和３年度宮崎管内ＣＣＴＶ設備設置外工事
宮崎県宮崎市高岡町内山字西山地先外
2021/07/05～2022/03/31
通信設備工事

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6月28日
（株）サン電機工業
福岡県北九州市小倉南区上吉田１－１
－６

8290801001680
一般競争
（総合評価） 109,780,000 109,362,000 99.62%

令和３年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事
宮崎県宮崎市大字恒久地先外
2021/06/29～2022/12/28
通信設備工事

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6月28日
コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区前田町１００

6080101015719
一般競争
（総合評価） 88,264,000 79,530,000 90.10%

令和３年度宮崎管内道路トンネル照明設備設置工事
宮崎県日南市宮浦字荷田ケ迫地先外
2021/07/12～2022/03/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30日
（株）九南
宮崎県宮崎市大字赤江２

1350001004212
一般競争
（総合評価） 102,267,000 92,400,000 90.35%

令和３年度　方財地区河道掘削工事
宮崎県延岡市方財町地先
2021/06/16～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月15日
湯川建設（株）
宮崎県延岡市昭和町３－２０１４

1350001007082
一般競争
（総合評価） 127,809,000 114,730,000 89.77%

令和３年度　岩熊大橋緊急坂路設置工事
宮崎県延岡市下三輪町地先
2021/06/23～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6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） 116,754,000 105,160,000 90.07%

令和３年度　天下地区防災拠点基盤整備外工事
宮崎県延岡市天下町、昭和町地先
2021/06/24～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月23日
（株）伊東建設
宮崎県延岡市無鹿町１－２２４８

5350001006650
一般競争
（総合評価） 133,606,000 120,098,000 89.89%

令和３年度　新平底トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2021/06/08～2021/10/20
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　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6月7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） 20,174,000 16,192,000 80.26%

令和３年度　延岡管内改築測量設計業務
延岡河川国道事務所管内
2021/06/29～2022/03/15
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6月28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） 19,844,000 15,840,000 79.82%

令和３年度　五ヶ瀬川水系河道管理測量設計業務
延岡河川国道事務所管内
2021/06/09～2022/03/11
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6月8日
太陽技術コンサルタント（株）
宮崎県延岡市松山町１１７０－１

4350001006833
指名競争契約
（総合評価） 24,321,000 19,327,000 79.47%
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令和３年度　延岡管内道路管理測量設計業務
延岡河川国道事務所管内
2021/06/12～2022/03/31
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　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6月11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） 25,718,000 21,780,000 84.69%

令和３年度　延岡管内植栽管理工事
宮崎県延岡市北川町川内名から日向市大字高松
2021/06/18～2021/12/24
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6月17日
（有）昭和造園土木
宮崎県宮崎市花ヶ島町笹原２２６９

2350002002305
一般競争
（総合評価） 19,822,000 18,700,000 94.34%

令和３年度　延岡河川国道事務所管内事業調査業務
延岡河川国道事務所管内
2021/07/01～2022/03/31
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　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6月18日

令和３年度　延岡河川国道事務所管内事業
調査業務ジャストエンジニアリング・日本振興
設計共同体
宮崎県宮崎市高岡町飯田１－８－１１

一般競争
（総合評価） 82,137,000 65,703,000 79.99%

令和３年度　宮崎１０号笹首外道路情報表示設備設置工事
宮崎県延岡市北川町地先外
2021/07/01～2022/06/30
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6月17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） 72,501,000 66,000,000 91.03%

令和３年度　延岡管内道路照明灯維持工事
延岡河川国道事務所管内
2021/06/25～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月24日
（株）古川電気
宮崎県延岡市大瀬町３－４－８

8350001006986
一般競争
（総合評価） 68,057,000 64,900,000 95.36%

令和３年度　東九州道石田トンネル外照明設備設置工事
宮崎県延岡市石田町地先外
2021/08/02～2022/03/31
電気設備工事

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6月30日
（株）九南
宮崎県宮崎市大字赤江２

1350001004212
一般競争
（総合評価） 114,125,000 101,750,000 89.16%

令和３年度　宮崎１０号塩浜外ＣＣＴＶ設備設置工事
宮崎県延岡市塩浜町地先外
2021/07/01～2022/06/30
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6月30日
日米電子（株）
福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

8290001009483
一般競争
（総合評価） 111,914,000 101,420,000 90.62%

令和３年度　五ヶ瀬高千穂道路水文調査業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町から高千穂町
2021/06/09～2022/03/31
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6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） 35,024,000 29,788,000 85.05%

令和３年度　蘇陽五ヶ瀬道路構造物外地質調査業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
2021/06/30～2022/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月29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 26,169,000 23,650,000 90.37%

植村地区堤防強化工事
鹿児島県姶良郡湧水町米永地先
2021/07/15～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）田代組
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

2340001008601
一般競争
（総合評価） 141,713,000 127,127,000 89.71%

加久藤地区河道整備その２工事
宮崎県えびの市大字小田地先外
2021/09/01～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
坂口建設（株）
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１４番
地１

7350001009841
一般競争
（総合評価） 138,270,000 124,300,000 89.90%

令和３年度川内川管内地質調査（その１）業務
川内川河川事務所管内
2021/06/18～2022/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月17日
応用地質（株）
東京都千代田区神田美土代町７

2010001034531
指名競争契約
（総合評価） 22,671,000 18,810,000 82.97%

令和３年度川内川管内地質調査（その２）業務
川内川河川事務所管内
2021/06/18～2022/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月17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） 19,690,000 16,181,000 82.18%

東九州道（大崎〜鹿屋）細山田地区（第３工区）改良工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田
2021/06/23～2022/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22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） 129,426,000 124,300,000 96.04%

東九州道（大崎〜鹿屋）細山田地区（第４工区）改良工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田
2021/06/28～2022/03/31
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6月22日
（株）三共建設
鹿児島県肝属郡錦江町田代麓３３５５番
地１

3340001013930
一般競争
（総合評価） 112,530,000 110,000,000 97.75%

東九州道（大崎〜鹿屋）細山田地区（第５工区）改良工事
鹿児島県鹿屋市串良町細山田
2021/06/23～2022/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
佐藤建設（株）
鹿児島県鹿屋市札元２－３７５３－１６

3340001013939
一般競争
（総合評価） 88,297,000 86,900,000 98.42%

令和３年度日南・志布志道路構造物修正設計外業務
鹿児島県志布志市志布志町
2021/06/29～2022/02/16
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6月28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） 22,792,000 18,238,000 80.02%

令和３年度肝属川水系河川巡視支援業務
肝属川水系直轄管理区間
2021/06/19～2022/03/31
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　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6月18日
（株）丸建技術
鹿児島県鹿屋市川東町８０２１－４

7340001014124
一般競争
（総合評価） 15,697,000 15,180,000 96.71%

Ｒ３肝属川水系シラス堤対策設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2021/06/09～2022/03/25
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　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6月8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） 35,618,000 28,259,000 79.34%

Ｒ３・４肝属川水辺現地調査（魚類・陸上昆虫類等）業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2021/06/17～2023/02/28
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　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6月16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） 35,123,000 27,940,000 79.55%

令和３年度国道２２５号平山地区外用地調査等業務
鹿児島県南九州市川辺町平山地内外
2021/06/18～2022/03/18
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　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6月17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） 20,295,000 15,917,000 78.43%
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令和３年度東西道路下り線事業損失事前調査（その１）業務
鹿児島県鹿児島市上荒田外地内
2021/06/18～2022/01/31
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　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6月17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） 13,838,000 13,145,000 94.99%

令和３年度阿久根川内道路湯田川橋（下り線）詳細設計業務
鹿児島県薩摩川内市湯田
2021/06/30～2022/10/31
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　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6月29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） 62,832,000 62,700,000 99.79%

令和３年度阿久根川内道路湯田トンネル詳細設計業務
鹿児島県薩摩川内市湯田
2021/06/30～2022/10/31
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　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6月29日
（株）オリエンタルコンサルタンツ
東京都渋谷区本町３－１２－１

4011001005165
指名競争契約
（総合評価） 49,995,000 39,787,000 79.58%

令和３年度阿久根川内道路構造物詳細設計業務
鹿児島県薩摩川内市湯田
2021/06/30～2022/03/28
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　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6月29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） 43,648,000 34,683,000 79.46%

令和３年度国道３号川内道路下名地区法面処理工事
鹿児島県いちき串木野市下名地先
2021/06/04～2022/03/15
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3年6月3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） 123,299,000 111,100,000 90.11%

令和３・４年度鹿児島国道事務所管内橋梁点検（その１）業務
鹿児島国道事務所管内
2021/06/05～2023/02/28
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　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6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） 68,816,000 55,000,000 79.92%

令和３・４年度鹿児島国道事務所管内橋梁点検（その２）業務
鹿児島国道事務所管内
2021/06/05～2023/02/28
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　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6月4日

令和３・４年度鹿児島国道事務所管内橋梁
点検（その２）業務オリコン・久永コンサル設
計共同体
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８

指名競争契約
（総合評価） 59,642,000 47,740,000 80.04%

令和３・４年度鹿児島国道事務所管内橋梁点検（その３）業務
鹿児島国道事務所管内
2021/06/05～2023/02/28
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　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6月4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） 54,230,000 43,450,000 80.12%

令和３年度国道３号川内隈之城道路災害復旧工事
鹿児島県薩摩川内市都町地先
2021/06/08～2022/03/18
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3年6月7日
ヤマグチ（株）
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

9340001007621
一般競争
（総合評価） 106,656,000 106,260,000 99.63%

令和３年度鹿児島維持出張所管内構造物補修工事
鹿児島維持出張所管内
2021/06/09～2022/03/15
橋梁補修工事

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6月8日
福地建設（株）
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６

3340001007610
一般競争
（総合評価） 94,853,000 85,470,000 90.11%

令和３年度鹿児島国道事務所管内維持修繕測量設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/06/16～2021/12/28
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　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6月15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） 30,371,000 25,080,000 82.58%

令和３年度指宿維持管内交通安全対策工事
指宿維持出張所管内
2021/06/22～2022/03/23
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6月21日
（株）岩田組
鹿児島県鹿児島市南郡元町１８ー８

8340001000503
一般競争
（総合評価） 78,023,000 71,280,000 91.36%

令和３年度国道３号御陵下地区電線共同溝管路敷設外工事
鹿児島県薩摩川内市御陵下町外
2021/06/22～2022/03/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月21日
（株）久保工務店
鹿児島県鹿児島市高麗町３７－２１

8340001000131
一般競争
（総合評価） 90,090,000 80,300,000 89.13%

令和３年度鹿児島維持管内交通安全対策工事
鹿児島維持出張所管内
2021/06/22～2022/02/25
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月21日
（株）久保工務店
鹿児島県鹿児島市高麗町３７－２１

8340001000131
一般競争
（総合評価） 62,667,000 55,880,000 89.17%

令和３年度加治木維持管内交通安全対策工事
加治木維持出張所管内
2021/07/12～2022/02/25
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）新栄
鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－８

2340001002001
一般競争
（総合評価） 62,964,000 55,737,000 88.52%

令和３年度鹿児島３号出水地区防護柵設置外工事
鹿児島県出水市下知識町外
2021/07/01～2022/02/25
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月23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） 98,505,000 88,330,000 89.67%

令和３年度国道２２５号清水地区改良工事
鹿児島県南九州市川辺町清水地先
2021/07/01～2022/03/23
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6月23日
（株）上東建設
鹿児島県南さつま市加世田武田１４８９
２

4340001000523
一般競争
（総合評価） 95,689,000 86,350,000 90.24%

令和３年度鹿児島３号串木野地区防護柵設置外工事
鹿児島県いちき串木野市上名外
2021/07/01～2022/03/25
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月23日
ヤマグチ（株）
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

9340001007621
一般競争
（総合評価） 235,851,000 212,410,000 90.06%

大里トンネル照明設備設置工事
鹿児島県いちき串木野市大里　大里トンネル
2021/08/01～2022/08/10
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6月7日
親栄電設（株）
鹿児島県鹿児島市大竜町６－８

2340001002018
一般競争
（総合評価） 140,470,000 125,609,000 89.42%

緑川ダムコースターゲート３号水密ゴム取替外工事
熊本県下益城郡美里町畝野地先
2021/06/23～2021/10/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽７－１－１

5010601000905
一般競争
（総合評価） 16,555,000 15,950,000 96.35%

令和３年度　緑川ダム管内測量設計業務
緑川ダム管理所管内
2021/07/01～2022/08/31
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　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6月30日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 22,165,000 17,600,000 79.40%



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３年度　緑川ダム貯水池周辺航空レーザー計測業務
熊本県下益城郡美里町
2021/07/01～2022/03/21
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　松岡　忠浩
〒８６１－４７０３　熊本県下益城郡美里町畝野３４５６

令和3年6月30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） 24,662,000 19,712,000 79.93%

令和３年度山国川河川維持管理工事
中津出張所管内及び耶馬渓ダム周辺
2021/06/03～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月2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） 117,238,000 112,200,000 95.70%

令和３年度相原地区築堤詳細設計業務
大分県中津市相原地先
2021/06/11～2022/02/28
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6月10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） 12,441,000 10,175,000 81.79%

令和３年度ダイオキシン類精度管理業務
九州技術事務所
2021/06/03～2022/03/09
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6月2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） 9,097,000 7,249,000 79.69%

令和３年度ダイオキシン類等分析業務
久留米市高野一丁目３番１号
2021/06/03～2022/03/09
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6月2日
東和環境科学（株）
広島県広島市中区舟入町６－５

5240001018450
指名競争契約
（総合評価） 12,672,000 11,880,000 93.75%

令和３年度九州管内路面下空洞調査業務
九州地方整備局管内
2021/06/16～2022/03/11
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6月15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） 68,255,000 63,800,000 93.47%

熊本県警察学校（Ｒ３）建築改修その他工事
熊本県熊本市中央区渡鹿4丁目2番1号
2021/06/15～2022/03/25
建築工事

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3年6月14日
（株）秀拓
熊本県熊本市西区上熊本３－２０－６

1330001005641
指名競争契約
（総合評価） 142,670,000 129,250,000 90.59%

阿蘇労働総合庁舎（Ｒ３）建築改修その他工事
熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３１８－３
2021/06/29～2021/12/22
建築工事

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3年6月28日
（株）南陽建設
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３３６７

7330001012384
指名競争契約
（総合評価） 30,151,000 29,700,000 98.50%

レジデンス・イン・やくし（Ｒ３）建築改修工事
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目6番4号
2021/06/30～2022/03/25
建築工事

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6月29日
丸福建設（株）
鹿児島県鹿児島市易居町４－３

4340001004037
一般競争
（総合評価） 40,887,000 37,730,000 92.28%

（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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