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九州地方整備局無停電電源装置外設置工事
福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号　外２箇所
2021/08/06～2022/02/28
受変電設備工事

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　藤　巻　浩　之
〒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8月5日
（株）ケーネス
東京都港区芝公園２－６－３

8010401009458
一般競争
（総合評価） 71,126,000 64,900,000 91.25%

多自然川づくり技術推進検討業務
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号
2021/08/03～2022/01/28
土木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　藤　巻　浩　之
〒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8月2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） 19,657,000 15,653,000 79.63%

別府重度障害者センター（Ｒ３）改修外設備設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2021/08/04～2022/02/28
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　藤　巻　浩　之
〒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8月3日
（株）エネ・グリーン
広島県広島市南区稲荷町４－１

9370001020968 指名競争契約 4,458,300 3,520,000 78.95%

八幡労働総合庁舎（Ｒ３）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2021/08/04～2022/03/25
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　藤　巻　浩　之
〒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8月3日
（株）セア設計
大分県大分市青崎１－１４－３４

3320001016357 指名競争契約 9,692,100 2,640,000 27.24%

令和３年度筑後川原鶴地区地盤変動影響事前調査等業務
福岡県朝倉市杷木志波地内
2021/08/07～2021/12/28
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
筑後川河川事務所長　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8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 9,867,000 9,460,000 95.88%

早津江川早津江地区築堤外工事
佐賀県佐賀市川副町早津江地先
2021/08/06～2022/03/31
一般土木工事

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

令和3年8月5日
（株）丸福建設
佐賀県佐賀市久保田町徳万１６４７

2300001000982
一般競争
（総合評価） 181,412,000 164,010,000 90.41%

矢部川小田地区（下流）災害復旧工事
福岡県みやま市瀬高町小田地先
2021/08/07～2022/06/20
一般土木工事

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

令和3年8月6日
（株）瀬口組
福岡県大牟田市大字草木字北の前２９
３ー１

8290001053894
一般競争
（総合評価） 176,726,000 159,500,000 90.25%

矢部川小田地区（上流）災害復旧工事
福岡県みやま市瀬高町小田地先
2021/08/11～2022/03/31
一般土木工事

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

令和3年8月10日
木原建設（株）
福岡県柳川市大和町皿垣開４６

3290001052785
一般競争
（総合評価） 171,809,000 155,210,000 90.34%

矢部川溝口地区災害復旧工事
福岡県筑後市溝口地先
2021/08/13～2022/03/31
一般土木工事

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

令和3年8月12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） 190,234,000 171,734,200 90.28%

乙石川遊砂地工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2021/08/17～2023/03/31
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　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8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） 395,945,000 361,240,000 91.23%

玖珠川日高地区（上流）災害復旧工事
大分県日田市三芳小渕町日高地先
2021/09/01～2022/06/20
一般土木工事

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

令和3年8月31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） 277,090,000 250,998,000 90.58%

玖珠川日高地区（中流）災害復旧工事
大分県日田市三芳小渕町日高地先
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
筑後川河川事務所長　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8月31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） 135,531,000 121,968,000 89.99%

玖珠川日高地区（下流）災害復旧工事
大分県日田市三芳小渕町日高地先
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
筑後川河川事務所長　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8月31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） 112,739,000 102,850,000 91.23%

令和３年度筑後川河川事務所管内機械設備修繕設計業務
福岡県大川市大字住吉外
2021/08/07～2022/03/15
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
筑後川河川事務所長　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8月6日
（株）東峯技術コンサルタント
大阪府大阪市浪速区幸町１－２－２１

5120001085387
指名競争契約
（総合評価） 26,444,000 21,230,000 80.28%

筑後川石井排水樋管外ゲート設備修繕工事
大分県日田市石井町三丁目地先　外
2021/08/11～2022/03/31
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　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8月10日
開成工業（株）
熊本県熊本市北区植木町石川４５０－１

7330001010454
一般競争
（総合評価） 34,408,000 32,230,000 93.67%

隈上川長野伏せ越しゲート設備工事
福岡県うきは市吉井町桜井地先
2021/08/25～2022/06/30
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　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8月24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） 84,051,000 76,087,000 90.52%

令和３年度　筑後川金島地区高島樋管詳細設計外業務
福岡県久留米市北野町金島地先外
2021/08/06～2022/03/25
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　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8月5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） 50,050,000 45,210,000 90.33%

令和３年度筑後川中流右岸域地質調査業務（その１）
福岡県朝倉市佐田地内
2021/08/17～2022/03/31
地質調査業務

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

令和3年8月16日
（株）ダイヤコンサルタント
東京都千代田区三番町６－３

8010001076774
指名競争契約
（総合評価） 50,743,000 42,713,000 84.18%

令和３年度筑後川中流右岸域地質調査業務（その２）
福岡県朝倉市佐田地内
2021/08/17～2022/03/31
地質調査業務

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

令和3年8月16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
（総合評価） 33,484,000 29,150,000 87.06%

令和３年度筑後川中流右岸域地質調査業務（その３）
福岡県朝倉市黒川地内
2021/08/17～2022/03/31
地質調査業務

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

令和3年8月16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） 47,146,000 39,281,000 83.32%

令和３年度筑後川中流右岸域地質調査業務（その４）
福岡県朝倉市山田地内他
2021/08/17～2022/03/31
地質調査業務

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

令和3年8月16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） 62,590,000 61,050,000 97.54%
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令和３年度　九千部局鉄塔補修工事
福岡県那珂川市大字市ノ瀬字苗ヶ尾地先　九千部中継所
2021/08/04～2022/04/22
通信設備工事

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　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年8月3日
電気興業（株）
東京都千代田区丸の内３－３－１

4010001008723
一般競争
（総合評価） 43,439,000 42,735,000 98.38%

令和３年度　島内堰放流警報設備設置工事
大分県日田市中ノ島町６０８－１４　日田出張所外２箇所
2021/08/28～2022/03/31
通信設備工事

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

令和3年8月27日
ＪＲＣシステムサービス（株）
東京都三鷹市牟礼６－２１－１１

8120001072614
一般競争
（総合評価） 39,303,000 39,050,000 99.36%

令和３年度彦山川（落合地区）外用地調査等業務
福岡県田川郡添田町落合地先外
2021/08/06～2022/03/09
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　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8月5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） 27,423,000 22,000,000 80.22%

令和３年度犬鳴川（福丸地区）外事業損失調査等業務
福岡県宮若市外
2021/08/12～2022/02/28
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　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8月11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） 34,991,000 33,000,000 94.31%

令和３年度犬鳴川（新入地区）外事業損失事前調査業務
福岡県直方市新入地内外
2021/08/26～2022/01/31
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　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8月25日
第一復建（株）
福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－９

7290001014419 指名競争契約 9,922,000 7,777,000 78.38%

彦山川下落合地区災害復旧工事
福岡県田川郡添田町落合地内
2021/08/11～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8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） 71,401,000 63,580,000 89.05%

彦山川落合地区災害復旧工事
福岡県田川郡添田町落合地内
2021/08/12～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11日
（株）高瀬組
福岡県田川市大字伊加利５０７

8290801016984
一般競争
（総合評価） 67,771,000 63,250,000 93.33%

彦山川野田地区外災害復旧工事
福岡県田川郡添田町野田地先外
2021/08/13～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
九特興業（株）
福岡県飯塚市潤野１１３３番地６

5290001045829
一般競争
（総合評価） 63,481,000 56,980,000 89.76%

排水ポンプ車格納施設外実施設計業務
福岡県遠賀郡水巻町二西地先外
2021/08/20～2022/02/10
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　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8月19日
（株）交建設計
東京都中央区八丁堀４－５－４　ＦＯＲＥ
ＣＡＳＴ桜橋

6010001043999 指名競争契約 9,867,000 4,950,000 50.17%

笹尾川排水機場上屋外改修工事
福岡県北九州市八幡西区楠橋地先外
2021/10/01～2022/03/18
建築工事

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8月20日
（株）鈴木建設
福岡県飯塚市菰田西３－１４－４０

4290001045615
一般競争
（総合評価） 56,100,000 50,916,800 90.76%

彦山川直方地区右岸災害復旧工事
福岡県直方市下境地先外
2021/09/01～2022/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31日
有田建設（株）
福岡県直方市大字植木２１３３－１

8290801014039
一般競争
（総合評価） 96,283,000 86,075,000 89.40%

令和３年度飯塚管内樋管補修外工事
福岡県飯塚市芳雄地先外
2021/08/07～2022/03/15
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8月6日
友信建設（株）
福岡県飯塚市赤坂８７６番地４４

5290001045184
一般競争
（総合評価） 46,486,000 46,420,000 99.86%

令和３年度高柳堰堰柱補修受託合併工事
福岡県田川市大字糒地先　　高柳堰
2021/08/11～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月10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） 97,383,000 86,900,000 89.24%

令和３年度遠賀川下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
2021/08/26～2022/03/15
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3年8月25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 9,878,000 7,788,000 78.84%

令和３年度彦山川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
2021/08/26～2022/03/15
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3年8月25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 9,592,000 9,020,000 94.04%

遠賀川柳橋地区外地質調査業務
福岡県飯塚市柳橋地先外
2021/08/05～2022/03/25
地質調査業務

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8月4日
新地研工業（株）
福岡県福岡市東区原田１－４２－４１

8290001003271 指名競争契約 10,230,000 9,790,000 95.70%

令和３年度遠賀川管内機械設備修繕設計業務
福岡県直方市溝堀１－１－１
2021/08/19～2022/02/28
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　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8月18日
第一復建（株）
福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－９

7290001014419
指名競争契約
（総合評価） 17,732,000 14,278,000 80.52%

曲川排水機場ゲート設備外修繕工事
福岡県遠賀郡水巻町二西地先
2021/08/27～2022/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26日
（株）田中鉄工所
佐賀県佐賀市兵庫町瓦町１１９４－１

5300001000781
一般競争
（総合評価） 49,412,000 45,650,000 92.39%

遠賀川管内排水樋管扉体取替工事
福岡県嘉麻市稲築地先外
2021/09/01～2022/03/15
機械設備工事

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8月31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） 23,529,000 23,320,000 99.11%

令和３年度３号鳥栖久留米道路用地関係申請図書作成業務
福岡県久留米市地内外
2021/08/04～2022/08/31
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　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8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
（総合評価） 10,527,000 9,460,000 89.86%

令和３年度２０８号西蒲池地区外補償説明業務
福岡県柳川市西蒲池外
2021/08/12～2022/12/27
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8月11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） 15,620,000 13,310,000 85.21%
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令和３年度２０９号高良台用地調査等業務
福岡県久留米市荒木町地内
2021/08/25～2022/09/30
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　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8月24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） 20,372,000 18,700,000 91.79%

福岡２０１号筑前山手橋上部工工事
福岡県糟屋郡篠栗町篠栗地内
2021/08/07～2023/10/31
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　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8月6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） 945,098,000 862,169,000 91.23%

令和３年度　福岡南部地区構造物詳細設計外業務
福岡県久留米市宮ノ陣地先外
2021/08/25～2022/03/15
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8月24日
（株）エスケイエンジニアリング
福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

3290001040484
指名競争契約
（総合評価） 26,851,000 23,760,000 88.49%

福岡３号　思案橋川橋下部工Ａ１外工事
福岡県小郡市赤川地先
2021/08/31～2022/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月30日
（株）南組
福岡県小郡市松崎１６６－１

1290001050510
一般競争
（総合評価） 262,284,000 235,972,000 89.97%

令和３年度福岡国道管内電線共同溝修正設計業務
福岡国道事務所管内
2021/08/19～2022/03/23
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8月18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） 30,855,000 27,500,000 89.13%

令和３年度福岡管内電気通信設備設計業務
福岡国道事務所管内及び有明海沿岸国道事務所管内
2021/08/04～2022/03/25
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　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8月3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） 41,569,000 33,110,000 79.65%

令和３年度大入トンネルラジオ再放送設備外設置工事
福岡県糸島市　国道２０２号　大入トンネル外
2021/09/06～2022/02/25
通信設備工事

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8月31日
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都文京区後楽２－６－１

6010001135680
一般競争
（総合評価） 83,611,000 82,830,000 99.07%

前田地区１工区電線共同溝台帳作成業務
福岡県北九州市八幡東区前田〜八幡東区桃園
2021/08/04～2022/03/15
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　小　林　秀　典
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和3年8月3日
写測エンジニアリング（株）
大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－
１５

3120001023704 指名競争契約 15,411,000 12,716,000 82.51%

前田地区２工区電線共同溝台帳作成業務
福岡県北九州市八幡東区桃園〜八幡西区陣山
2021/08/04～2022/03/15
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　小　林　秀　典
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和3年8月3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 16,335,000 14,278,000 87.41%

令和３年度北九州国道管内電気通信設備設計業務
北九州国道事務所管内
2021/08/04～2022/06/30
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　小　林　秀　典
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和3年8月3日
（株）長大
東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４

5010001050435
指名競争契約
（総合評価） 22,803,000 18,183,000 79.74%

国道２０１号八木山峠外ＣＣＴＶ設備設置工事
福岡県飯塚市八木山地先外
2021/09/01～2022/03/18
通信設備工事

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　小　林　秀　典
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和3年8月5日
（株）サン電工社
福岡県福岡市中央区鳥飼２丁目６番５１
号

6290001007720
一般競争
（総合評価） 84,678,000 76,043,000 89.80%

令和３年度八幡管内構造物点検外業務
八幡維持出張所管内
2021/08/12～2022/02/28
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　北九州国道事務所長　小　林　秀　典
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和3年8月11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） 31,449,000 24,992,000 79.47%

令和３年度北九州国道管内構造物点検外業務
北九州国道事務所管内
2021/08/12～2022/02/28
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　北九州国道事務所長　小　林　秀　典
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和3年8月11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） 20,416,000 16,170,000 79.20%

令和３年度北九州国道管内防災カルテ点検外業務
北九州国道事務所管内
2021/08/12～2022/03/31
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　北九州国道事務所長　小　林　秀　典
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和3年8月11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） 24,750,000 19,734,000 79.73%

令和３年度　嘉瀬川東山田地区河道掘削外工事
佐賀県佐賀市大和町大字東山田地先外
2021/08/04～2022/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月3日
岡本建設（株）
佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

8300001003402
一般競争
（総合評価） 193,985,000 178,970,000 92.26%

令和３年度　六角川水系地質調査（その４）業務
武雄河川事務所管内
2021/08/17～2022/03/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月16日
新栄地研（株）
佐賀県佐賀市若楠２－５－２５

5300001000360 指名競争契約 38,247,000 37,730,000 98.65%

令和３年度　六角川水系地質調査（その５）業務
武雄河川事務所管内
2021/08/17～2022/03/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月16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 36,795,000 36,190,000 98.36%

令和３年度　六角川水系地質調査（その６）業務
武雄河川事務所管内
2021/08/17～2022/03/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月16日
（株）テックコンサルタント
佐賀県唐津市山田２８２４－６

1300001007616 指名競争契約 32,549,000 31,900,000 98.01%

令和３年度　六角川水系地質調査（その１）業務
武雄河川事務所管内
2021/08/19～2022/03/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月18日
（株）エスジー技術コンサルタント
佐賀県佐賀市神野西４－１８－２５

6300001000104
一般競争
（総合評価） 25,828,000 25,630,000 99.23%

令和３年度　六角川水系地質調査（その２）業務
武雄河川事務所管内
2021/08/19～2022/03/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月18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） 24,090,000 24,090,000 100.00%

令和３年度　嘉瀬川堤防整備外工事
佐賀県佐賀市大和町池上地先外
2021/08/27～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月26日
（株）丸福建設
佐賀県佐賀市久保田町徳万１６４７

2300001000982
一般競争
（総合評価） 195,888,000 178,970,000 91.36%
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令和３年度　祇園川堤防整備工事
佐賀県小城市三日月町堀江地先
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　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月27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） 126,676,000 113,960,000 89.96%

松浦大堰４号主ゲート修繕工事
佐賀県唐津市原地先
2021/08/03～2022/03/31
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　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月2日
（株）田中鉄工所
佐賀県佐賀市兵庫町瓦町１１９４－１

5300001000781
一般競争
（総合評価） 21,824,000 19,250,000 88.21%

六角川河口堰管理橋塗替（２期）工事
佐賀県杵島郡白石町大字福富地先
2021/08/06～2022/03/31
塗装工事

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　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月5日
今泉工業（株）
佐賀県西松浦郡有田町南原丁８０－８

7300001005853
一般競争
（総合評価） 36,102,000 32,395,000 89.73%

令和３年度　牛津川多久地区河道整備外工事
佐賀県多久市南多久町
2021/08/20～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8月6日
岡本建設（株）
佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

8300001003402
一般競争
（総合評価） 121,803,000 111,100,000 91.21%

令和３年度嘉瀬川水系河川環境基図作成調査業務
佐賀県嘉瀬川水系
2021/08/05～2022/09/09
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　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年8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） 16,995,000 13,552,000 79.74%

令和３年度佐賀国道管内不法占用物件適正化業務
佐賀国道事務所管内
2021/08/31～2022/02/28
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8月30日
（株）東洋測量設計
佐賀県武雄市武雄町大字武雄５０１４－
１

7300001004640 指名競争契約 3,278,000 3,190,000 97.32%

三間坂地区道路防災対策工事
佐賀県武雄市山内町三間坂地先
2021/08/04～2022/02/28
維持修繕工事

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

令和3年8月3日
（株）下村建設
佐賀県小城市三日月町久米１９４６

2300001003333
一般競争
（総合評価） 71,489,000 71,280,000 99.71%

令和３年度佐賀国道管内道路照明設備設置工事
鳥栖維持出張所管内
2021/08/23～2022/06/30
電気設備工事

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　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年8月3日
大久保電機（株）
佐賀県鹿島市中村宮前１６０２－３

4300001004890
一般競争
（総合評価） 55,924,000 55,550,000 99.33%

令和３年度佐賀国道管内道路情報表示設備外設置工事
佐賀国道事務所管内
2021/08/17～2022/02/28
通信設備工事

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

令和3年8月4日
星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３６

1130001038463
一般競争
（総合評価） 105,688,000 94,820,000 89.72%

令和３年度佐賀国道管内電気通信設備設計業務
佐賀国道事務所管内
2021/08/18～2022/03/18
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年8月17日
中電技術コンサルタント（株）
広島県広島市南区出汐２－３－３０

6240001006974
指名競争契約
（総合評価） 29,304,000 24,618,000 84.01%

令和３年度佐賀国道管理測量設計業務
佐賀国道事務所管内
2021/08/31～2022/03/25
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年8月30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） 30,877,000 24,475,000 79.27%

令和３年度佐賀国道管内ＣＣＴＶ設備外設置工事
佐賀県西松浦郡有田町外
2021/09/01～2022/03/31
通信設備工事

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

令和3年8月31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） 51,975,000 46,420,000 89.31%

嘉瀬橋補強・補修工事
佐賀県小城市三日月町金田地先
2021/08/06～2022/03/31
橋梁補修工事

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　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年8月5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） 227,964,000 204,050,000 89.51%

令和３年度　城原川ダム周辺施設関連地質調査業務
佐賀県神埼市
2021/08/04～2022/02/28
地質調査業務

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8月3日
中央開発（株）
東京都新宿区西早稲田３－１３－５

5011101012993
指名競争契約
（総合評価） 19,547,000 15,807,000 80.87%

令和３年度長崎管内南部地区舗装修繕工事
長崎河川国道事務所管内
2021/08/23～2022/02/28
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年8月2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） 99,055,000 88,055,000 88.90%

大和地区電線共同溝外工事
佐世保国道維持出張所管内
2021/08/04～2022/03/10
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年8月3日
（株）谷村建設
長崎県佐世保市竹辺町３５２－３

5310001005697
一般競争
（総合評価） 111,331,000 111,100,000 99.79%

令和３年度長崎管内歩道橋外点検業務
長崎河川国道事務所管内
2021/08/07～2022/02/28
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　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8月6日
第一復建（株）
福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－９

7290001014419
指名競争契約
（総合評価） 14,465,000 11,649,000 80.53%

令和３年度長崎管内橋梁補修外工事
長崎河川国道事務所管内
2021/09/08～2022/08/31
橋梁補修工事

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8月30日
本田建設（株）
長崎県島原市有明町大三東戊７０５

7310001009845
一般競争
（総合評価） 127,314,000 125,950,000 98.93%

東彼杵地区休憩施設改良外工事
長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷地先
2021/08/31～2022/12/28
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　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年8月30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） 114,356,000 103,400,000 90.42%

令和３年度　国道５７号竹田阿蘇道路（その４）用地調査等業務
熊本県阿蘇市波野大字小地野地内
2021/08/11～2022/03/15
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8月10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） 40,117,000 32,098,000 80.01%

令和３年度　国道５７号竹田阿蘇道路（その５）用地調査等業務
熊本県阿蘇市波野大字小地野地内
2021/08/11～2022/03/15
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8月10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） 34,441,000 27,500,000 79.85%
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九州中央道　餅田地区改良５期工事
熊本県上益城郡山都町原地内
2021/08/07～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月6日
佐藤企業（株）
熊本県熊本市東区尾ノ上４－１９－４

9330001002045
一般競争
（総合評価） 272,382,000 247,500,000 90.87%

九州中央道　前田地区改良３期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/08/23～2022/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月6日
（株）十五建設
熊本県熊本市中央区十禅寺１－１０－１
４

5330001002354
一般競争
（総合評価） 174,889,000 157,300,000 89.94%

熊本３号　鶴羽田地区改築工事
熊本県熊本市北区四方寄町〜鶴羽田地先
2021/08/11～2022/03/28
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8月10日
（株）吉田組
熊本県天草市有明町大島子２３７２

8330001015361
一般競争
（総合評価） 87,450,000 78,210,000 89.43%

令和３年度　熊本管内トンネル点検外業務
熊本河川国道事務所管内
2021/08/28～2022/05/27
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8月27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） 28,215,000 22,627,000 80.19%

令和３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
2021/08/11～2022/09/20
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　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8月10日
セントラルコンサルタント（株）
東京都中央区晴海２－５－２４

1010001088264
指名競争契約
（総合評価） 26,829,000 21,340,000 79.54%

宇土市住吉町交差点改良工事
熊本県宇土市住吉町地先
2021/08/13～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12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） 202,499,000 201,300,000 99.41%

令和３年度　緑川管内築堤測量設計（その１）業務
緑川水系
2021/08/25～2022/03/15
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　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8月24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） 56,573,000 44,979,000 79.51%

令和３年度　緑川管内築堤測量設計（その２）業務
緑川水系
2021/08/25～2022/03/15
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　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8月24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） 47,916,000 38,071,000 79.45%

令和３年度　熊本管内電気通信設備詳細設計業務
熊本河川国道事務所及び立野ダム工事事務所管内
2021/08/12～2022/03/31
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　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8月11日
電設コンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－６

9010001023230
指名競争契約
（総合評価） 50,347,000 40,909,000 81.25%

令和３年度　三ノ岳局鉄塔補修工事
熊本県熊本市西区河内町大字大多尾字堂別当1680　三ノ岳中継所
2021/08/20～2022/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月19日
西日本プラント工業（株）
福岡県福岡市中央区高砂１－１０－１

3290001017747
一般競争
（総合評価） 31,284,000 27,907,000 89.21%

令和３年度　熊本管内ＣＣＴＶ設備外設置工事
熊本県熊本市南区野田１－３－１　外
2021/08/20～2022/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月19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） 97,493,000 87,890,000 90.15%

令和３年度　道の駅阿蘇発電設備設置工事
熊本県阿蘇市黒川１４４０－１
2021/08/21～2022/02/28
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　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8月20日
タイセイ電機（株）
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－６－
１

9290001038374
一般競争
（総合評価） 39,952,000 39,600,000 99.12%

Ｒ３球磨川掘削及び渡地区災害復旧工事
熊本県八代市渡町地先外
2021/10/01～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月24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） 234,520,000 230,780,000 98.41%

Ｒ３球磨川掘削及び荒瀬地区護岸工事
熊本県八代市坂本町荒瀬地先外
2021/09/01～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31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） 226,413,000 223,300,000 98.63%

Ｒ３球磨川坂本・鎌瀬地区測量及び掘削・護岸詳細設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/09/01～2022/03/31
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　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8月31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） 32,395,000 25,707,000 79.35%

Ｒ３球磨川神瀬・一勝地地区測量及び掘削・護岸詳細設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/09/01～2022/03/31
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　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8月31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） 32,395,000 25,729,000 79.42%

Ｒ３球磨川人吉地区測量及び掘削・護岸詳細設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/09/01～2022/03/31
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　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8月31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） 32,395,000 25,707,000 79.35%

鹿児島３号針原地区５工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2021/08/16～2022/03/18
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8月12日
大保建設（株）
鹿児島県鹿児島市東谷山３－８－２３

6340002002153
一般競争
（総合評価） 55,616,000 49,500,000 89.00%

熊本５７号長浜橋下部工（Ａ１）工事
熊本県宇土市長浜町地先
2021/08/17～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月16日
（株）共和建設
熊本県宇城市松橋町両仲間９９５

2330001012694
一般競争
（総合評価） 97,878,000 94,050,000 96.09%

鹿児島３号六月田橋下部工Ｐ８外工事
鹿児島県出水市六月田町地先
2021/08/19～2022/07/26
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8月18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） 172,744,000 154,385,000 89.37%

令和３年度芦北出水道路（出水地区）道路詳細設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/08/20～2022/03/31
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8月19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） 36,058,000 28,754,000 79.74%



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年度球磨川流域光ファイバケーブル敷設外工事
熊本県八代市坂本町地先外
2021/08/18～2022/03/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17日
（株）ゼクシオ
熊本県熊本市南区城南町宮地１００２－
１

1330001013165
一般競争
（総合評価） 113,696,000 107,250,000 94.33%

令和３年度川辺川ダム砂防・菊池川・緑川ダム管内電気通信設備詳
川辺川ダム砂防事務所管内、菊池川河川事務所管内、緑川ダム管
理所管内
2021/08/26～2022/02/28

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8月25日
電設コンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－６

9010001023230
指名競争契約
（総合評価） 32,934,000 30,250,000 91.85%

令和３年度菊池川下津原地区外用地調査等業務
菊池川河川事務所管内
2021/08/24～2022/03/18
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　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8月23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 20,504,000 16,115,000 78.59%

亀尾地区築堤工事
熊本県菊池市七城町亀尾地先
2021/08/17～2022/03/31
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8月16日
（株）トーカイ
熊本県菊池市泗水町福本８６５－１

1330001009717
一般競争
（総合評価） 87,637,000 78,320,000 89.37%

小島地区築堤工事
熊本県玉名市小島地先
2021/09/01～2022/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月18日
（株）小川建設
熊本県山鹿市鹿北町岩野２３９－３

3330001010227
一般競争
（総合評価） 56,606,000 52,140,000 92.11%

令和３年度菊池川水系堤防等調査業務
菊池川河川事務所管内
2021/08/26～2022/04/26
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8月25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） 17,303,000 13,816,000 79.85%

立野ダム管理庁舎電気設備工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地先
2021/08/18～2022/11/30
電気設備工事

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　甲　斐　　公　久
熊本市東区下南部１丁目４－７３

令和3年8月17日
新熊本電気設備（株）
熊本県熊本市南区近見６－４－１－２０
６

8330001002228 指名競争契約 52,734,000 49,346,000 93.58%

立野ダム管理庁舎機械設備工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地先
2021/08/19～2022/11/30
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　立野ダム工事事務所長　甲　斐　　公　久
熊本市東区下南部１丁目４－７３

令和3年8月18日
エムエステック（株）
熊本県熊本市北区下硯川２－７－８６

8330001005676 指名競争契約 57,904,000 54,120,000 93.47%

Ｒ３球磨川掘削及び川内川災害復旧その１工事
熊本県球磨郡球磨村神瀬地先外
2021/08/03～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年8月2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） 267,597,000 266,750,000 99.68%

Ｒ３球磨川掘削及び庄本川災害復旧工事
熊本県球磨郡球磨村一勝地地先外
2021/08/04～2022/12/16
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年8月3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） 245,806,000 245,300,000 99.79%

令和３年度球磨川支川空中写真測量外業務
熊本県八代市〜熊本県人吉市
2021/08/28～2022/03/31
測量

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8月27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） 47,828,000 38,720,000 80.96%

国道２１９号外災害復旧大柿地区工事用道路（その１）工事
熊本県人吉市中神町大柿地先〜熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先
2021/09/01～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年8月27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） 236,654,000 217,800,000 92.03%

東下田川２砂防堰堤新設（４期）工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内
2021/08/20～2022/07/29
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8月2日
（株）藤本建設工業
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽３３７７－１

4330001012387
一般競争
（総合評価） 276,331,000 253,550,000 91.76%

三王谷川２砂防堰堤新設（２期）工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野
2021/08/18～2022/08/31
一般土木工事

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

令和3年8月17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） 285,868,000 261,580,000 91.50%

西湯浦川１砂防堰堤設置（５期）工事
熊本県阿蘇市西湯浦地内
2021/08/20～2022/08/31
一般土木工事

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

令和3年8月18日
（株）杉本建設
熊本県阿蘇市役犬原９８－３

9330001012267
一般競争
（総合評価） 261,866,000 238,700,000 91.15%

令和３年度　阿蘇地域地質調査（その２）業務
熊本県阿蘇市湯浦（湯浦川５）
2021/08/07～2022/01/31
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8月6日
日研工業（株）
熊本県熊本市東区御領４－２－１

7330001003458 指名競争契約 8,899,000 8,525,000 95.80%

令和３年度　阿蘇地域地質調査（その３）業務
熊本県阿蘇市湯浦地先
2021/08/07～2022/03/31
地質調査業務

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

令和3年8月6日
熊本地質工業（株）
熊本県熊本市東区錦ケ丘５－２７

4330001001522 指名競争契約 11,891,000 11,275,000 94.82%

大分１０号鴛野地区外電線共同溝事業損失事前調査業務
大分県大分市大字鴛野地内外
2021/08/26～2022/03/18
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
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8月25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） 16,610,000 13,200,000 79.47%

道の駅ゆふいん渡り廊下新設その他工事
大分県由布市湯布院町川北８９９－７８
2021/09/06～2022/02/03
建築工事

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8月17日
森田建設（株）
大分県宇佐市大字長洲５５４－５

8320001007723
一般競争
（総合評価） 44,748,000 41,250,000 92.18%

大分川賀来地区堤防補強（その２）工事
大分県大分市賀来南地先、津留地先
2021/08/24～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月23日
後藤建設（株）
大分県大分市青崎２－３－４

4320001001127
一般競争
（総合評価） 229,944,000 207,900,000 90.41%

七瀬川市地区護床工災害復旧工事
大分県大分市市地先
2021/08/24～2022/03/15
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8月23日
朝日工業（株）
大分県大分市豊海４－３－１９

9320001000421
一般競争
（総合評価） 122,023,000 109,890,000 90.06%
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大野川大津留地区堤防補強（その２）工事
大分県大分市大津留地先
2021/08/25～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月24日
ＡＮＡＩ（株）
大分県大分市大字中戸次４４６３－１

3320001001994
一般競争
（総合評価） 184,558,000 166,320,000 90.12%

大分川賀来地区堤防補強（その１）工事
大分県大分市賀来南地先
2021/08/25～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月24日
柴田建設（株）
大分県大分市大字中判田１７１２－４

3320001001383
一般競争
（総合評価） 246,224,000 223,190,000 90.65%

大分川賀来地区堤防補強（その３）工事
大分県大分市賀来南地先
2021/08/25～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月24日
（株）末宗組
大分県宇佐市大字和気１０２３

8320001007657
一般競争
（総合評価） 221,782,000 202,180,000 91.16%

大野川大津留地区堤防補強（その１）工事
大分県大分市大津留地先
2021/08/27～2022/03/31
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8月26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） 203,005,000 183,480,000 90.38%

排水ポンプ車庫新築外２件工事
大分県大分市大字丸亀地先外　２箇所
2021/08/27～2022/02/28
建築工事

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8月26日
（株）松井組
大分県竹田市大字拝田原１８８

9320001009512
一般競争
（総合評価） 59,807,000 56,870,000 95.09%

大分管内電線共同溝工事
大分県大分市錦町外
2021/08/16～2022/03/15
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
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8月10日
フジタ道路（株）
東京都中央区晴海１－８－１０

7010001034923
一般競争
（総合評価） 173,239,000 156,200,000 90.16%

令和３年度大分川・大野川護岸補修設計外業務
大分川水系及び大野川水系直轄管理区間
2021/08/14～2022/03/15
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
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8月13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） 17,215,000 13,640,000 79.23%

令和３年度大分川・大野川水閘門無動力ゲート設計業務
大分川水系及び大野川水系直轄管理区間
2021/08/28～2022/02/28
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
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8月27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） 26,565,000 21,065,000 79.30%

令和３年度大分管内電気通信設備設計業務
大分河川国道事務所管内
2021/08/12～2022/02/28
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
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8月11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） 47,267,000 37,675,000 79.71%

大分地区ＣＣＴＶ設備設置工事
大分県別府市浜脇地先外
2021/08/24～2022/09/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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8月19日
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都文京区後楽２－６－１

6010001135680
一般競争
（総合評価） 146,476,000 132,330,000 90.34%

令和３年度　番匠川水系堤防等点検及び測量外業務
番匠川水系直轄管理区間
2021/08/04～2022/03/25
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　石　橋　　賢　一
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

令和3年8月3日
（株）キョウワ
大分県豊後高田市新地１９５２－３

3320001007793 指名競争契約 14,025,000 12,925,000 92.16%

番匠川蛇崎地区堤防補強工事
大分県佐伯市蛇崎地先
2021/08/07～2022/03/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月6日
（株）風戸工務店
大分県佐伯市弥生大字江良１０６８－１

8320001008894
一般競争
（総合評価） 99,418,000 89,078,000 89.60%

番匠川水系耐震詳細設計外業務
番匠川水系堅田川
2021/08/06～2022/02/28
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8月5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） 29,612,000 23,463,000 79.23%

佐伯管内非常用発電設備外設置工事
大分県佐伯市弥生大字上小倉８９８－１外
2021/08/27～2022/03/31
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　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8月26日
西日本プラント工業（株）
福岡県福岡市中央区高砂１－１０－１

3290001017747
一般競争
（総合評価） 114,279,000 111,078,000 97.20%

宮越排水機場新築工事
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋宮越地先
2021/08/17～2022/03/18
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3年8月2日
都北産業（株）
宮崎県都城市神之山町４８６６－２

7350001008141
一般競争
（総合評価） 99,297,000 96,470,000 97.15%

大淀川志比田地区護岸災害復旧工事
宮崎県都城市志比田地先
2021/08/07～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月6日
（株）緒方組
宮崎県小林市細野２０２６－１

1350001009814
一般競争
（総合評価） 104,379,000 93,720,000 89.79%

大淀川高岡地区掘削護岸（その１）工事
宮崎県宮崎市高岡町五町地先
2021/08/25～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月24日
（株）山本組
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓６４３
番地

4350001009943
一般競争
（総合評価） 268,312,000 242,880,000 90.52%

大淀川高岡地区掘削護岸（その２）工事
宮崎県宮崎市高岡町五町地先
2021/08/27～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26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） 238,777,000 215,930,000 90.43%

小丸川宮越排水機場場内整備外工事
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋地先外
2021/08/27～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26日
都北産業（株）
宮崎県都城市神之山町４８６６－２

7350001008141
一般競争
（総合評価） 110,253,000 100,320,000 90.99%

矢岳第３砂防堰堤改良工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2021/08/12～2022/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月11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） 106,601,000 95,700,000 89.77%

令和３年度大淀川砂防地質調査業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/08/26～2022/02/28
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8月25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） 18,590,000 15,950,000 85.80%
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丸谷第３砂防堰堤２期工事
宮崎県都城市夏尾町
2021/08/27～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26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） 148,401,000 134,310,000 90.50%

令和３年度宮崎管内道路構造物詳細設計外業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/08/06～2022/03/31
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　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8月5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） 48,334,000 38,610,000 79.88%

東九州道（清武〜北郷）丸目地区改築外（その４）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2021/08/11～2022/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月10日
春山建設工業（株）
宮崎県宮崎市田野町乙９５２５

2350001001407
一般競争
（総合評価） 161,282,000 145,948,000 90.49%

宮崎１０号都城道路２工区道路付属物設置工事
宮崎県都城市乙房町〜南横市町
2021/08/13～2022/03/25
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
永野建設（株）
宮崎県日南市大字酒谷乙１０３２２番地

8350001009477
一般競争
（総合評価） 165,572,000 152,570,000 92.15%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元九平地区改良（１工区）外工事
宮崎県宮崎市大字鏡洲地先
2021/08/13～2022/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12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） 249,018,000 224,708,000 90.24%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元地区改良（２２工区）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2021/08/27～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26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） 293,843,000 266,200,000 90.59%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元地区改良（２３工区）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2021/08/27～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26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） 293,788,000 265,320,000 90.31%

東九州道（清武〜北郷）鏡洲地区改良（９工区）外工事
宮崎県日南市北郷町北河内地先外
2021/08/27～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26日
（株）山崎産業
宮崎県延岡市貝の畑町２９０３

2350001007065
一般競争
（総合評価） 290,719,000 262,900,000 90.43%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元地区改良（２４工区）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2021/08/27～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月26日
（株）増田工務店
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０

4350001005752
一般競争
（総合評価） 291,962,000 264,220,000 90.50%

令和３年度都城道路事業改築測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/08/27～2022/08/26
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8月26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） 36,531,000 29,040,000 79.49%

宮崎１０号太郎坊地区第１号函渠設置外工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2021/09/13～2022/06/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31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） 274,582,000 247,500,000 90.14%

令和３年度宮崎海岸養浜工事
宮崎県宮崎市佐土原町下田島地先外
2021/08/06～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月5日
（株）田村産業
宮崎県宮崎市福島町３－２－１

1350001001052
一般競争
（総合評価） 80,652,000 71,874,000 89.12%

令和３年度宮崎管内トンネル点検・補修設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/08/04～2022/03/31
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　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8月3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） 45,265,000 36,960,000 81.65%

令和３年度川南横断歩道橋塗装外工事
宮崎県児湯郡川南町地先
2021/08/13～2022/07/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
（株）岡崎組
宮崎県宮崎市大字恒久１８００番地１

3350001000291
一般競争
（総合評価） 83,633,000 74,250,000 88.78%

令和３年度日南地区構造物点検業務
日南国道維持出張所管内
2021/08/27～2022/03/23
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8月26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） 58,916,000 48,070,000 81.59%

令和３年度宮崎地区外構造物点検業務
宮崎維持出張所管内、都城国道維持出張所管内
2021/08/27～2022/02/28
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　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8月26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） 25,641,000 21,560,000 84.08%

令和３・４年度源藤地区舗装修繕外工事
宮崎県宮崎市源藤町
2021/08/11～2022/12/16
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3年8月10日
朝日工業（株）
大分県大分市豊海４－３－１９

9320001000421
一般競争
（総合評価） 199,782,000 179,685,000 89.94%

令和３年度小内海地区歩道整備工事
宮崎県宮崎市大字内海地内
2021/08/13～2022/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
（株）徳満建設
宮崎県都城市山田町山田９３５９

2350001008501
一般競争
（総合評価） 74,393,000 66,330,000 89.16%

令和３年度宮崎管内交通安全施設測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2021/08/26～2022/03/25
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8月25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） 33,000,000 26,950,000 81.67%

令和３年度宮崎管内電気通信設備詳細設計業務
宮崎県宮崎市大工２丁目３９外
2021/08/26～2022/04/28
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8月25日
電設コンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－６

9010001023230
指名競争契約
（総合評価） 50,358,000 40,150,000 79.73%

令和３年度　祝子川粟野名地区外事業損失事前調査等業務
宮崎県延岡市粟野名町外
2021/08/04～2021/12/15
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　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8月3日
（株）コスモエンジニアリング
宮崎県都城市都北町５５１１－４

5350001007987 指名競争契約 3,806,000 2,618,000 68.79%
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令和３年度　延岡管内舗装修繕外工事
宮崎県延岡市浜町地先外
2021/08/07～2022/07/20
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　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8月6日
日本道路（株）
東京都港区新橋１－６－５

9010401023409
一般競争
（総合評価） 176,737,000 159,830,000 90.43%

令和３年度　延岡管内道路管理データベース作成業務
延岡河川国道事務所管内
2021/08/26～2022/03/25
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　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8月25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） 9,999,000 7,964,000 79.65%

令和３年度　道の駅北川はゆま改築工事
宮崎県延岡市北川町
2021/09/01～2022/06/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月31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） 100,716,000 90,200,000 89.56%

令和３年度　延岡管内橋梁外補修工事
宮崎県日向市平岩地先外
2021/09/01～2022/05/30
橋梁補修工事

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8月31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） 70,510,000 69,850,000 99.06%

令和３年度　延岡管内電気通信設備設計業務
延岡河川国道事務所管内
2021/08/25～2022/03/31
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8月24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） 32,131,000 25,850,000 80.45%

令和３年度　高千穂雲海橋道路路線測量外業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町から日之影町
2021/08/07～2022/05/31
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8月6日
（株）測進開発
宮崎県宮崎市大字跡江６６０

5350002017127 指名競争契約 29,546,000 21,087,000 71.37%

天辰第二地区下流築堤護岸その２工事
鹿児島県薩摩川内市天辰地先
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8月5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） 142,230,000 127,380,000 89.56%

荒田地区掘削護岸その１工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
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8月5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） 187,748,000 168,850,000 89.93%

荒田地区掘削護岸その２工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
2021/08/24～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月5日
（株）田島組
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６
－２

7340001008935
一般競争
（総合評価） 187,044,000 168,135,000 89.89%

荒田地区掘削護岸その３工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
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8月5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） 185,570,000 166,837,000 89.91%

荒田地区掘削護岸その４工事
鹿児島県伊佐市菱刈荒田地先
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8月5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） 183,810,000 165,154,000 89.85%

天辰樋管新設外工事
鹿児島県薩摩川内市天辰地先
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8月6日
小牧建設（株）
鹿児島県鹿児島市郡元１－１－２

2340001001721
一般競争
（総合評価） 139,227,000 124,300,000 89.28%

金波田地区掘削護岸その１工事
鹿児島県伊佐市大口金波田地先
2021/09/13～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
（株）田島組
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６
－２

7340001008935
一般競争
（総合評価） 193,545,000 173,965,000 89.88%

大小路地区上流掘削その１工事
鹿児島県薩摩川内市大小路町地先
2021/09/01～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月12日
（株）田島組
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６
－２

7340001008935
一般競争
（総合評価） 118,635,000 106,095,000 89.43%

金波田地区掘削護岸その２工事
鹿児島県伊佐市大口金波田地先
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8月13日
（株）植村組
鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

7340001000529
一般競争
（総合評価） 192,522,000 173,470,000 90.10%

大小路地区上流掘削その２工事
鹿児島県薩摩川内市東大小路町地先
2021/09/01～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月13日
（株）植村組
鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

7340001000529
一般競争
（総合評価） 138,050,000 123,640,000 89.56%

向江地区河道整備その１外工事
宮崎県えびの市大字向江地先外
2021/08/30～2022/03/31
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8月16日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 132,814,000 119,350,000 89.86%

菱刈地区掘削護岸その４工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
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8月16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） 188,540,000 169,719,000 90.02%

菱刈地区掘削護岸その５工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
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8月16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） 187,462,000 168,520,000 89.90%

菱刈地区掘削護岸その６工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2021/08/17～2022/03/31
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8月16日
林建設（株）
鹿児島県鹿児島市真砂町２－１１

5340001005422
一般競争
（総合評価） 186,043,000 167,233,000 89.89%

綿打川第一樋管外ゲート設備更新工事
鹿児島県姶良郡湧水町米永地内外
2021/08/06～2022/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月5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） 18,370,000 17,600,000 95.81%
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Ｒ３桜島砂防持木川下流部外補償説明業務
鹿児島県鹿児島市持木町地内外
2021/08/18～2023/01/13
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8月17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） 18,667,000 18,590,000 99.59%

Ｒ３日南・志布志道路外事業損失事前調査業務
鹿児島県志布志市外地内
2021/08/19～2021/11/30
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　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8月18日
（株）サタコンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市鷹師２－３－２

3340001001877 指名競争契約 7,579,000 5,940,000 78.37%

黒神川除石外工事
鹿児島県鹿児島市黒神町地先
2021/08/06～2022/03/15
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8月5日
（株）植村組
鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

7340001000529
一般競争
（総合評価） 218,867,000 196,900,000 89.96%

Ｒ３姶良川吾平地区護岸修繕外工事
鹿児島県鹿屋市吾平町地先
2021/08/18～2022/03/25
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月17日
肝付土建（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３９９２－５

8340001013876
一般競争
（総合評価） 83,380,000 75,163,000 90.15%

Ｒ３大隅管内ＣＣＴＶ設備設置その他工事
鹿児島県鹿屋市打馬二丁目地先外
2021/09/01～2022/06/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月5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） 147,598,000 133,320,000 90.33%

Ｒ３大隅地区道路調査測量設計業務
鹿児島県志布志市外
2021/08/26～2022/02/28
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　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8月25日
（株）新日本技術コンサルタント
鹿児島県鹿児島市田上８－２４－２１

6340001002105 指名競争契約 23,705,000 18,810,000 79.35%

令和３年度国道１０号深川地区外用地調査等業務
鹿児島県曽於市末吉町深川地内外
2021/08/18～2022/03/25
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　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月17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） 28,699,000 26,400,000 91.99%

令和３年度阿久根川内道路補償説明等（その１）業務
鹿児島県阿久根市地内
2021/08/19～2022/09/30
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　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月18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
（総合評価） 22,737,000 17,875,000 78.62%

令和３年度阿久根川内道路補償説明等（その２）業務
鹿児島県阿久根市地内
2021/08/19～2022/09/30
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　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月18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） 21,879,000 19,690,000 89.99%

鹿児島３号東西道路田上高架橋下部工（Ｐ７・Ｐ８）外工事
鹿児島県鹿児島市田上地内外
2021/08/16～2022/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月5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） 252,978,000 227,700,000 90.01%

鹿児島３号水引地区改良（その２）外工事
鹿児島県薩摩川内市水引町針原地先外
2021/08/19～2022/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月18日
外薗建設工業（株）
鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

2340001008675
一般競争
（総合評価） 156,959,000 140,470,000 89.49%

令和３年度鹿児島県内道路交通情勢（自動車起終点）調査業務
鹿児島国道事務所管内
2021/08/04～2022/02/28
測量

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　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月3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 64,284,000 43,626,000 67.86%

令和３年度鹿児島国道事務所管内測量・設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/08/12～2022/05/31
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　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月11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） 31,449,000 24,959,000 79.36%

令和３年度鹿児島国道管内道路管理データベース更新業務
鹿児島国道事務所管内
2021/08/31～2022/03/11
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　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月30日
（株）長大
東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４

5010001050435
指名競争契約
（総合評価） 17,413,000 13,871,000 79.66%

令和３年度鹿児島国道管内交通安全対策測量設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/08/17～2022/05/30
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　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月16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） 30,217,000 23,980,000 79.36%

令和３年度鹿児島国道管内管理関係積算技術業務
鹿児島国道事務所管内
2021/09/24～2022/03/31
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　鹿児島国道事務所長　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年8月24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） 150,227,000 145,200,000 96.65%

令和３年度松原ダムコンジットゲート塗替塗装工事
大分県日田市大山町西大山地先　松原ダム
2021/10/01～2022/03/15
塗装工事

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8月24日
西部産業（株）
福岡県北九州市小倉北区弁天町９－３
０

5290801002062
一般競争
（総合評価） 32,659,000 31,350,000 95.99%

令和３年度山国川下唐原地区築堤護岸工事
福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
2021/08/03～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8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） 238,216,000 219,450,000 92.12%

下宮永排水機場除塵機更新工事
大分県中津市下宮永地先
2021/08/03～2022/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月2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） 197,813,000 178,475,000 90.22%

令和３年度山国川管内掘削外工事
山国川河川事務所管内
2021/08/03～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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8月2日
笹原建設（株）
大分県中津市大字高瀬１２３４

3320001010780
一般競争
（総合評価） 62,370,000 59,400,000 95.24%

令和３年度　有明海沿岸道路橋梁点検・補修設計業務
有明海沿岸国道事務所管内
2021/08/26～2022/03/18
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　有明海沿岸国道事務所長　新保　二郎
福岡県柳川市三橋町藤吉４９５

令和3年8月25日
（株）長大テック
東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４

2010001080831
指名競争契約
（総合評価） 53,713,000 47,113,000 87.71%
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九州技術事務所室内実験場耐震改修実施設計業務
福岡県久留米市高野１丁目３番１号
2021/08/21～2022/03/15
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　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8月20日
（株）栗林設計
山口県山口市下小鯖２１９２－１０

7250001000190 指名競争契約 8,327,000 3,597,000 43.20%

令和３年度水質分析精度向上管理業務
福岡県久留米市高野一丁目３番１号
2021/08/07～2022/03/24
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　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8月6日
（公財）ふくおか公衆衛生推進機構
福岡県福岡市中央区天神４－１－３２

2290005005245
指名競争契約
（総合評価） 8,580,000 7,810,000 91.03%

令和３年度九州管内車両搭載センシングデータ取得業務
九州地方整備局管内
2021/08/28～2022/02/28
測量

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8月27日
（株）パスコ
東京都目黒区下目黒１－７－１

5013201004656
指名競争契約
（総合評価） 89,771,000 73,282,000 81.63%

令和３年度　海の中道海浜公園維持管理その他工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2021/08/06～2022/03/31
造園工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
国営海の中道海浜公園事務所長　小島　孝文
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

令和3年8月5日
（株）中村緑地建設
福岡県福岡市南区長住１－８－２６

1290001001835
一般競争
（総合評価） 73,469,000 65,450,000 89.09%

令和３年度　動植物環境調査業務（海の中道）
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2021/09/01～2022/09/30
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
国営海の中道海浜公園事務所長　小島　孝文
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

令和3年8月31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） 21,681,000 17,270,000 79.65%

令和３年度　園内管理施設設計外業務
国営吉野ヶ里歴史公園内
2021/08/07～2022/06/02
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　小島　孝文
福岡県福岡市東区西戸崎１８－２５

令和3年8月6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） 23,551,000 18,700,000 79.40%

（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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