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令和３年度労務費基礎資料整理業務
九州地方整備局
2021/10/08～2022/02/25
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10月7日
（株）梅コンサル
鹿児島県鹿児島市紫原３－１３－２６

6340001006849 指名競争契約 15,488,000 12,650,000 81.68%

門司港湾合同庁舎（Ｒ３）改修設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2021/10/15～2022/07/29
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　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10月14日
ＪＲ九州コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－
１４

8290001013568 指名競争契約 8,299,500 3,795,000 45.73%

佐伯税務署（Ｒ３）建築その他工事
大分県佐伯市中村西町３番１５
2021/10/19～2022/11/30
建築工事

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10月18日
広成建設（株）
広島県広島市東区上大須賀町１－１

4240001003271
一般競争
（総合評価） 533,060,000 497,200,000 93.27%

令和３年度赤谷川砂防（乙石１５外）補償説明等業務
福岡県朝倉市地内
2021/10/15～2022/10/31
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
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10月14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） 19,888,000 16,500,000 82.96%

筑後川長栖地区外河床掘削工事
福岡県うきは市吉井町長栖地先外
2021/10/07～2022/06/20
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10月6日
尾花建設（株）
福岡県久留米市山川神代１－４－３

9290001048522
一般競争
（総合評価） 266,200,000 240,350,000 90.29%

筑後川原鶴地区築堤工事
福岡県朝倉市杷木志波地先
2021/10/13～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月12日
（株）宝栄工業
福岡県柳川市上宮永町４１３

3290001053206
一般競争
（総合評価） 75,702,000 67,309,000 88.91%

筑後川大石地区築堤護岸工事
福岡県うきは市浮羽町古川地先
2021/10/14～2022/09/09
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月13日
森部建設（株）
福岡県朝倉市長渕６１８

9290001044208
一般競争
（総合評価） 244,497,000 220,880,000 90.34%

筑後川改修附帯中島地区築堤工事
福岡県久留米市北野町中島地先
2021/10/15～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月14日
建武工業（株）
福岡県久留米市山川町１６４３－７

4290001048782
一般競争
（総合評価） 196,625,000 177,375,000 90.21%

早津江川中川副樋管改築（２期）工事
佐賀県佐賀市川副町早津江地先
2021/10/15～2022/09/30
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　吉　田　　大
福岡県久留米市高野一丁目２番１号

令和3年10月14日
祐徳建設興業（株）
佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１８４

7300001001051
一般競争
（総合評価） 156,266,000 155,100,000 99.25%

乙石川２９砂防堰堤外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2021/10/16～2023/03/31
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10月15日
徳倉建設（株）
愛知県名古屋市中区錦３－１３－５

5180001038835
一般競争
（総合評価） 503,723,000 460,130,000 91.35%

巨瀬川今村橋上部工工事
福岡県久留米市田主丸町以真恵地先外
2021/10/19～2022/10/31
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
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10月18日
（株）富士ピー・エス
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８
九電不動産ビル３Ｆ

6290001010204
一般競争
（総合評価） 162,855,000 147,180,000 90.37%

本村地区外砂防堰堤工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2021/10/21～2023/03/31
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10月20日
（株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－９２

4140001058111
一般競争
（総合評価） 414,381,000 396,000,000 95.56%

古賀坂排水機場上屋改修実施設計業務
福岡県久留米市安武町武島
2021/10/28～2022/06/15
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
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10月27日
ＪＲ九州コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－
１４

8290001013568 指名競争契約 5,071,000 3,740,000 73.75%

令和３年度筑後川中流右岸上流域弾性波探査業務
福岡県朝倉市佐田地内
2021/10/22～2022/05/31
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10月21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） 34,672,000 29,150,000 84.07%

令和３年度筑後川中流右岸下流域弾性波探査業務
福岡県朝倉市黒川地内他
2021/10/22～2022/05/31
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10月21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） 30,437,000 24,849,000 81.64%

彦山川下境地区右岸上流掘削改良工事
福岡県直方市下境地内
2021/10/05～2022/03/26
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月4日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番地の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 99,088,000 89,045,000 89.86%

遠賀川直方地区左岸掘削改良工事
福岡県直方市感田地先
2021/10/06～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
（有）北代組
福岡県直方市大字赤地１３７－２

5290802020220
一般競争
（総合評価） 90,717,000 80,982,000 89.27%

彦山川落合地区左岸下流築堤護岸工事
福岡県田川郡添田町落合地先
2021/10/06～2022/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
正木工業（株）
福岡県田川市大字伊田３４６４

7290801016960
一般競争
（総合評価） 85,965,000 76,802,000 89.34%

彦山川伊加利地区堤防補強工事
福岡県田川郡大任町大行事地内
2021/10/06～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
（株）鷹羽建設
福岡県田川郡大任町大字大行事４６７８
－１４

9290801016884
一般競争
（総合評価） 63,151,000 56,320,000 89.18%

彦山川下境地区右岸下流掘削改良工事
福岡県直方市下境地内
2021/10/06～2022/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
（株）松原土木
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７６８－
３７

2290801014432
一般競争
（総合評価） 95,117,000 85,030,000 89.40%

遠賀川直方地区左岸下流掘削改良工事
福岡県直方市感田地先
2021/10/07～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月6日
（株）白石組
福岡県直方市大字頓野５８９－３８

2290801014597
一般競争
（総合評価） 90,893,000 81,301,000 89.45%

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）



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）

事務所外設備改修工事
福岡県直方市溝堀１丁目１－１外
2021/11/01～2022/03/18
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　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10月13日
（株）永和ビルテック
福岡県田川市大字川宮９１５－１

6290801016706
一般競争
（総合評価） 12,573,000 11,825,000 94.05%

令和３年度楠橋地区外護岸補修工事
福岡県北九州市八幡西区楠橋地先
2021/10/05～2022/03/31
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10月4日
（株）黒瀬建設
福岡県北九州市八幡西区本城東４－８
－９

2290801009903
一般競争
（総合評価） 66,726,000 59,950,000 89.85%

令和３年度下三緒地区維持掘削工事
福岡県飯塚市下三緒地先
2021/10/08～2022/03/15
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10月7日
（株）香翠園
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８－３

6290001046264
一般競争
（総合評価） 55,099,000 49,093,000 89.10%

令和３年度宮田出張所管内維持修繕工事
福岡県宮若市外（宮田出張所管内）
2021/10/15～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月14日
（株）双一開發
福岡県宮若市高野５９７番地１

5290801014495
一般競争
（総合評価） 12,793,000 11,440,000 89.42%

令和３年度中間出張所管内維持修繕工事
福岡県中間市外（中間出張所管内）
2021/10/15～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月14日
（株）黒瀬建設
福岡県北九州市八幡西区本城東４－８
－９

2290801009903
一般競争
（総合評価） 13,145,000 13,090,000 99.58%

令和３年度直方出張所管内維持修繕工事
福岡県直方市外（直方出張所管内）
2021/10/19～2022/03/31
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10月18日
（有）泰成工務店
福岡県田川郡福智町伊方３０２０

8290802025448
一般競争
（総合評価） 13,321,000 11,759,000 88.27%

令和３年度田川出張所管内維持修繕工事
福岡県田川市外（田川出張所管内）
2021/10/20～2022/03/31
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10月19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） 13,134,000 11,561,000 88.02%

令和３年度２０９号羽犬塚地区外事業損失事前調査業務
福岡県筑後市山ノ井地内外
2021/10/13～2022/03/11
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　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10月12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） 12,870,000 10,890,000 84.62%

令和３年度　福岡国道管内不法占用物件調査業務
福岡国道事務所管内
2021/10/29～2022/03/10
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10月28日
（株）久栄綜合コンサルタント
福岡県久留米市津福今町３４９－１８
久栄ビル

6290001048590 指名競争契約 4,510,000 4,400,000 97.56%

令和３年度筑豊維持管内舗装修繕工事
筑豊維持出張所管内
2021/10/02～2022/03/04
アスファルト舗装工事

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

令和3年10月1日
（有）隆将カンパニー
福岡県田川市大字伊田５０００

6290802024567
一般競争
（総合評価） 115,346,000 103,312,000 89.57%

令和３年度　六角川水系堤防整備（その２）工事
佐賀県杵島郡江北町佐留志地先外
2021/10/02～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月1日
西村・中島（共）
佐賀県佐賀市川副町大字南里１４８９－
１

一般競争
（総合評価） 254,364,000 230,769,000 90.72%

令和３年度　牛津川惣領分地区外河道整備工事
佐賀県杵島郡江北町惣領分地区外
2021/10/05～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月4日
牟田建設（株）
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

6300001006539
一般競争
（総合評価） 264,781,000 239,910,000 90.61%

令和３年度　六角川水系堤防整備（その１）工事
佐賀県杵島郡江北町下小田地先外
2021/10/06～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
富士建設（株）
佐賀県杵島郡白石町遠江３０３－１３

9300001005075
一般競争
（総合評価） 269,302,000 245,080,000 91.01%

令和３年度　牛津川堤防整備外（その２）工事
佐賀県小城市芦刈町川越地先外
2021/10/06～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5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） 245,531,000 222,970,000 90.81%

令和３年度　六角川水系地質解析業務
六角川水系
2021/10/07～2022/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月6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） 43,373,000 34,815,000 80.27%

令和３年度　武雄河川事務所管内護岸詳細設計外業務
武雄河川事務所管内
2021/10/14～2022/03/15
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　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10月13日
九州技術開発（株）
佐賀県佐賀市鍋島５－７－２３

3300001000222
一般競争
（総合評価） 13,761,000 13,090,000 95.12%

令和３年度　武雄河川事務所管内電気通信設備設計業務
佐賀県唐津市厳木町広瀬４４６－４外
2021/10/09～2022/02/28
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　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10月8日
福岡芝浦電子（株）
福岡県福岡市南区大橋１－２－１９

3290001002096
指名競争契約
（総合評価） 22,737,000 22,737,000 100.00%

令和３年度国道３号鳥栖拡幅原町地区外事業損失事前調査業務
佐賀県鳥栖市原町外地内
2021/10/16～2022/03/15
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年10月15日
東亜建設技術（株）
福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

2290001008929
指名競争契約
（総合評価） 12,958,000 11,000,000 84.89%

令和３年度国道３号鳥栖拡幅姫方地区外事業損失事前調査業務
佐賀県鳥栖市姫方町外地内
2021/10/16～2022/03/15
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年10月15日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556
指名競争契約
（総合評価） 11,396,000 9,680,000 84.94%

佐賀４９７号脇田地区１１号函渠設置工事
佐賀県伊万里市脇田町地先
2021/10/08～2023/03/15
一般土木工事

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

令和3年10月7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） 334,961,000 301,510,000 90.01%

令和３年度　伊万里松浦道路外調査測量設計業務
佐賀国道事務所管内
2021/10/05～2022/07/29
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年10月4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） 15,510,000 12,276,000 79.15%
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高木瀬高架橋補修外工事
佐賀県佐賀市八丁畷町地先外
2021/11/20～2022/09/20
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10月26日
牟田建設（株）
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

6300001006539
一般競争
（総合評価） 137,500,000 125,950,000 91.60%

令和３年度城原川ダム付替県道外用地調査等（その１）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2021/10/22～2022/09/30
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10月21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） 31,614,000 27,830,000 88.03%

令和３年度城原川ダム付替県道外用地調査等（その２）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2021/10/22～2022/09/30
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10月21日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556
指名競争契約
（総合評価） 31,009,000 26,400,000 85.14%

令和３年度城原川ダム付替県道外用地調査等（その３）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2021/10/22～2022/09/30
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10月21日
大和コンサル（株）
福岡県久留米市城南町２３－３

1290001049098
指名競争契約
（総合評価） 30,338,000 25,300,000 83.39%

長崎４９７号板橋栗越地区改良外工事
長崎県松浦市御厨町地先
2021/10/14～2022/08/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月13日
（株）親和テクノ
長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－７
７

5310001005557
一般競争
（総合評価） 124,476,000 111,100,000 89.25%

長崎４９７号松浦７号橋上部工（Ｐ５〜Ａ２）工事
長崎県松浦市御厨町地先
2021/10/15～2023/03/31
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　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10月14日
（株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３

3200001000249
一般競争
（総合評価） 1,325,313,000 1,214,829,000 91.66%

長崎４９７号松浦４号橋上部工（Ｐ９〜Ｐ１５）工事
長崎県松浦市志佐町地先
2021/10/15～2023/03/31
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　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10月14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） 1,216,292,000 1,114,311,000 91.62%

長崎５７号森山ＩＣ東ＯＦＦランプ橋床版外工事
長崎県諫早市森山町地先
2021/11/01～2022/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月14日
竹下建設工業（株）
長崎県長崎市泉３－３－１

4310001001045
一般競争
（総合評価） 148,918,000 134,090,000 90.04%

長崎５７号本村地区改良１２期外工事
長崎県諫早市森山町地先
2021/11/11～2022/12/28
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10月15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） 258,203,000 232,518,000 90.05%

本明川ダム付替県道二股地区改良工事
長崎県諫早市富川町地先
2021/10/15～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月14日
（株）荒木組
長崎県諫早市小船越町２－３

6310001007841
一般競争
（総合評価） 295,504,000 271,425,000 91.85%

令和３年度雲仙管内砂防保全（その２）工事
長崎県南島原市地先、長崎県島原市地先
2021/11/08～2022/05/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月13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） 99,682,000 89,155,000 89.44%

熊本３号　四方寄地区改築２期工事
熊本県熊本市北区四方寄町
2021/10/06～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
（株）岩永組
熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

9330001000395
一般競争
（総合評価） 253,935,000 228,800,000 90.10%

九州中央道　水ノ田尾地区改良８期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/10/12～2022/08/31
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10月11日
明和建設（株）
熊本県上益城郡御船町滝尾１３５－１

2330001010863
一般競争
（総合評価） 134,739,000 121,330,000 90.05%

九州中央道　西原地区改良１７期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/10/13～2022/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12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） 258,247,000 232,430,000 90.00%

九州中央道　西原地区改良１８期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/11/01～2022/07/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12日
（株）岩永組
熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

9330001000395
一般競争
（総合評価） 271,051,000 243,650,000 89.89%

九州中央道　城ノ尾地区改良１２期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/10/14～2022/10/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月13日
三洲建設（株）
熊本県宇城市三角町波多２８８６－９

6330001013111
一般競争
（総合評価） 224,708,000 202,730,000 90.22%

熊本５７号　阿蘇地区改良外（その４）工事
熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先外
2021/10/15～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月14日
（株）宇都宮建設
熊本県菊池郡大津町室２１３７番地２

2330001009121
一般競争
（総合評価） 192,511,000 174,900,000 90.85%

令和３年度　不法占用物件調査及び適正化業務
八代維持出張所管内
2021/10/09～2022/02/28
測量

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10月8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 2,409,000 2,255,000 93.61%

令和３年度　熊本管内法面点検外業務
熊本河川国道事務所管内
2021/10/02～2022/02/28
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10月1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） 13,486,000 11,000,000 81.57%

令和３年度　熊本管内道路管理データ作成業務
熊本河川国道事務所管内
2021/10/14～2022/03/15
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　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10月13日
令和３年度　熊本管内道路管理データ作成
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） 38,544,000 30,712,000 79.68%

令和３年度　八代管内舗装修繕工事
八代維持出張所管内
2021/10/20～2022/03/18
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　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10月19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） 79,618,000 70,950,000 89.11%
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令和３年度　白川緑川水系樋門樋管無動力化工事
熊本県上益城郡御船町小坂地先外
2021/10/08～2022/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月7日
（株）ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６

6120001027941
一般競争
（総合評価） 49,302,000 45,320,000 91.92%

令和３年度球磨川上流部外用地調査等業務
熊本県球磨郡相良村地内外
2021/10/02～2022/03/18
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10月1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 36,366,000 34,540,000 94.98%

熊本３号水俣川橋上部工（Ｐ４〜Ａ２）工事
熊本県水俣市長野地先
2021/10/08～2023/06/15
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10月7日
（株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－５－２４

1010001008742
一般競争
（総合評価） 743,446,000 676,214,000 90.96%

鹿児島３号関外地区６工区外改良工事
鹿児島県出水市境町地先外
2021/11/01～2022/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月29日
鎌田建設（株）
鹿児島県霧島市国分敷根１４１

1340001007199
一般競争
（総合評価） 206,250,000 185,460,000 89.92%

令和３年度球磨川管内樋管無動力化工事
熊本県球磨郡球磨村今村地先外
2021/10/28～2022/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月27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） 30,008,000 28,600,000 95.31%

令和３年度球磨川環境調査業務
球磨川水系
2021/10/14～2022/03/31
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10月13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） 13,805,000 10,989,000 79.60%

令和３・４年度河川水辺の国勢調査（両生・爬虫・哺乳類）業務
球磨川水系
2021/10/16～2022/12/28
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　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10月15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） 18,282,000 14,542,000 79.54%

令和３・４年度　川辺川流域砂防設備等測量設計及び地質調査業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2021/10/13～2022/10/31
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　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10月12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） 36,652,000 29,150,000 79.53%

堀之内宿舎防水改修工事
熊本県菊池市隈府７６３－１
2021/10/06～2022/02/28
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
（株）佐幸
熊本県熊本市北区植木町木留２７５－３

6330001001933 指名競争契約 5,610,000 4,290,000 76.47%

玉祥寺地区環境整備（その１）工事
熊本県菊池市玉祥寺地先
2021/10/08～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月7日
（株）八方建設
熊本県菊池市赤星２１１４－１

2330001009674
一般競争
（総合評価） 90,288,000 81,180,000 89.91%

菊池川改修附帯菰田橋下部工（一期）工事
熊本県玉名郡和水町下津原地先
2021/10/12～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月11日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 189,134,000 169,730,000 89.74%

竜門ダム管理支所外空調設備その他改修工事
熊本県菊池市龍門８７０外１箇所
2021/10/26～2022/03/30
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　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10月25日
中央設備工業（株）
熊本県荒尾市一部２１５７－４

2330001011655 指名競争契約 27,247,000 15,840,000 58.13%

令和３年度竜門ダム堆砂測量調査業務
竜門ダム管理支所管内
2021/10/14～2022/04/15
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10月13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） 12,364,000 9,768,000 79.00%

令和３年度立野ダム工事事務所管内測量設計業務
立野ダム工事事務所管内
2021/10/12～2022/06/30
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　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10月11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） 14,861,000 11,748,000 79.05%

令和３年度　立野ダム貯水地流木捕捉施設設置工事
左岸：熊本県菊池郡大津町外牧地先、右岸：熊本県阿蘇郡南阿蘇村
大字立野
2021/10/12～2022/08/19

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10月11日
（株）明興建設
熊本県熊本市西区春日５－１－２

4330001004632
一般競争
（総合評価） 175,153,000 157,245,000 89.78%

Ｒ３球磨川掘削及び那良川災害復旧その２工事
熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先外
2021/10/02～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年10月1日

丸昭建設（株）
熊本県人吉市西間上町２４７９－１

4330001016000
指名競争契約
（総合評価） 250,327,000 245,300,000 97.99%

Ｒ３球磨川掘削及び葉木地区外災害復旧工事
熊本県八代市坂本町葉木地先外
2021/10/06～2022/06/30
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10月5日

（株）藤永組
熊本県八代市萩原町１－１１－６

1330001013702
指名競争契約
（総合評価） 256,916,000 254,100,000 98.90%

Ｒ３球磨川掘削及び中園川災害復旧工事
熊本県球磨郡球磨村一勝地地先外
2021/10/07～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年10月6日

（株）佐藤産業
熊本県芦北郡芦北町湯浦１１２－１６

9330001014189
指名競争契約
（総合評価） 248,116,000 244,200,000 98.42%

Ｒ３球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事
熊本県八代市坂本町坂本地先
2021/10/07～2022/09/30
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10月6日

（株）中山建設
熊本県八代市夕葉町３－７

5330001013657
指名競争契約
（総合評価） 251,889,000 249,700,000 99.13%

Ｒ３球磨川掘削及び川内川災害復旧その２工事
熊本県球磨郡球磨村神瀬地先外
2021/10/07～2023/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年10月6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） 254,925,000 250,250,000 98.17%

国道２１９号災害復旧荒瀬地区擁壁工（その３）工事
熊本県八代市坂本町荒瀬地先
2021/11/01～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年10月18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） 210,232,000 200,750,000 95.49%



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）

国道２１９号外災害復旧坂本地区擁壁工（その１）工事
熊本県八代市坂本町中谷地先外
2021/11/08～2022/12/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和3年10月25日

（株）藤永組
熊本県八代市萩原町１－１１－６

1330001013702
一般競争
（総合評価） 256,190,000 231,220,000 90.25%

令和３年度的石川本川外補償説明等業務
熊本県阿蘇市的石地内外
2021/10/28～2022/04/30
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　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和3年10月27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） 10,153,000 8,030,000 79.09%

久留須川下流掘削（その２）工事
大分県佐伯市直川下直見地区
2021/10/05～2022/03/30
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10月4日
谷川建設工業（株）
大分県佐伯市常盤南町８－３３

9320001009000
一般競争
（総合評価） 70,598,000 64,020,000 90.68%

久留須川下流掘削（その１）工事
大分県佐伯市本匠三股地先
2021/10/07～2022/03/30
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10月6日
小田開発工業（株）
大分県佐伯市大字海崎８４８－１

7320001008879
一般競争
（総合評価） 64,537,000 58,135,000 90.08%

大淀川鶴島地区河道掘削（その１）工事
宮崎県宮崎市鶴島地先
2021/10/08～2022/04/15
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10月7日
（株）藤元建設
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８
番地

6350001004174
一般競争
（総合評価） 148,335,000 133,760,000 90.17%

東九州道（清武〜北郷）保全対策工事
宮崎県宮崎市清武町今泉〜日南市北郷町郷之原
2021/10/13～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月12日
伸洋土木（株）
宮崎県宮崎市大字跡江７６０

4350001000811
一般競争
（総合評価） 116,864,000 104,830,000 89.70%

宮崎１０号太郎坊地区改良（その３）工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2021/10/18～2022/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10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） 278,564,000 252,439,000 90.62%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元地区改良（２５工区）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2021/10/23～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月22日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 291,654,000 264,000,000 90.52%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元地区改良（２６工区）工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2021/10/26～2022/10/15
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10月25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） 290,191,000 261,910,000 90.25%

令和３年度都城地区河川環境整備工事
宮崎県都城市都島町地先
2021/10/08～2022/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月7日
（株）緒方組
宮崎県小林市細野２０２６－１

1350001009814
一般競争
（総合評価） 108,570,000 97,570,000 89.87%

令和３年度　延岡管内改築保全工事
延岡河川国道事務所管内
2021/10/12～2022/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月11日
八作建設（株）
宮崎県延岡市三須町１１２３－３

3350001007072
一般競争
（総合評価） 66,473,000 59,081,000 88.88%

令和３年度川内川（宮内地区）事業損失事後調査業務
鹿児島県薩摩川内市宮内町外
2021/10/23～2022/03/31
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　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10月22日
（株）新英コアテクニカ
佐賀県武雄市武雄町大字昭和１３５

3300001004603 指名競争契約 9,867,000 7,744,000 78.48%

令和３年度川内川（五代地区）事業損失事後調査業務
鹿児島県薩摩川内市五代町
2021/10/23～2022/03/31
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　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10月22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 9,966,000 8,690,000 87.20%

令和３年度　川内川（羽月川）用地調査業務
鹿児島県伊佐市地内
2021/10/30～2022/03/31
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　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10月29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 13,673,000 12,980,000 94.93%

令和３年度　川内川（栗野地区外）用地調査業務
鹿児島県伊佐市〜宮崎県えびの市
2021/10/30～2022/06/30
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月29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 15,158,000 14,300,000 94.34%

Ｒ３東九州自動車道（安楽地区外）事業損失事後調査等業務
鹿児島県志布志市地内外
2021/10/13～2022/02/28
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　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10月12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） 35,464,000 31,482,000 88.77%

肝属川下伊倉下流地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡東串良町下伊倉地先
2021/10/05～2022/06/17
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月4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） 87,098,000 78,100,000 89.67%

持木川２号堰堤改築外工事
鹿児島県鹿児島市持木町地先外
2021/11/01～2022/11/21
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10月25日
（株）野添土木
鹿児島県鹿児島市持木町４０

6340001003458
一般競争
（総合評価） 165,990,000 149,160,000 89.86%

Ｒ３大隅管内構造物補修工事
大隅河川国道事務所管内
2021/10/25～2022/03/18
橋梁補修工事

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10月14日
（株）カーネギー産業
鹿児島県鹿児島市東桜島町２４－１

4340001001100
一般競争
（総合評価） 55,968,000 51,700,000 92.37%

Ｒ３垂水管内舗装修繕工事
鹿児島県鹿児島市持木町地内外
2021/10/30～2022/03/28
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　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10月29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） 79,343,000 69,300,000 87.34%

Ｒ３桜島砂防管内測量調査（その２）業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2021/10/20～2022/05/31
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和3年10月19日
大成ジオテック（株）
福岡県久留米市西町１１７４－１０

8290001049067
指名競争契約
（総合評価） 24,871,000 19,910,000 80.05%
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Ｒ３桜島砂防管内測量調査（その１）業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2021/10/20～2022/05/31
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　岩　男　　　忠
明
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和3年10月19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） 23,837,000 19,107,000 80.16%

Ｒ３桜島管内砂防設備設計外業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2021/10/30～2022/06/17
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月29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） 23,111,000 18,304,000 79.20%

Ｒ３夏井１号橋橋梁予備設計業務
鹿児島県志布志市志布志町夏井
2021/10/13～2022/08/31
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　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10月12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） 23,936,000 19,107,000 79.83%

Ｒ３夏井２号橋外橋梁予備設計業務
鹿児島県志布志市志布志町夏井
2021/10/13～2022/08/31
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　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10月12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） 24,409,000 19,492,000 79.86%

Ｒ３夏井４号橋橋梁予備設計業務
鹿児島県志布志市志布志町夏井
2021/10/13～2022/08/31
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　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10月12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） 20,669,000 16,500,000 79.83%

令和３年度国道２２０号亀割峠防災地質調査（その２）業務
鹿児島県霧島市福山町福山地区外
2021/10/07～2022/04/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月6日
（株）アーステクノ
鹿児島県鹿児島市新栄町２６－６

8340001000206
一般競争
（総合評価） 16,896,000 16,390,000 97.01%

令和３年度鹿児島国道事務所管内道路台帳附図修正業務
鹿児島国道事務所管内
2021/10/08～2022/03/18
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10月7日
（株）建設技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－１

5340001001578 指名競争契約 9,218,000 7,238,000 78.52%

令和３年度鹿児島国道管内電気通信設備設計業務
鹿児島国道事務所管内
2021/10/26～2022/03/28
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　鳥　澤 　秀　夫
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和3年10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） 39,688,000 39,600,000 99.78%

筑後川ダム統合管理事務所外壁改修工事
福岡県久留米市高野１丁目２番２号
2021/10/15～2022/03/30
建築工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川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10月15日
（株）オーツボ
福岡県柳川市大和町徳益７１１－２

9290001052697
一般競争
（総合評価） 9,460,000 7,246,800 76.60%

令和３年度松原・下筌ダム水辺の国勢調査（基図作成）業務
大分県日田市外
2021/10/16～2022/09/30
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
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10月15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） 34,067,000 27,280,000 80.08%

平成大堰１号ゲート設備修繕工事
福岡県築上郡上毛町垂水地先
2021/10/05～2022/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月4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） 22,418,000 22,220,000 99.12%

平成大堰１号ゲート塗装塗替工事
福岡県築上郡上毛町垂水地先
2021/10/20～2022/03/15
塗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月19日
清末塗装（株）
大分県大分市三川下３－２－３６

9320001000990
一般競争
（総合評価） 21,901,000 19,800,000 90.41%

令和３年度耶馬溪ダムクレストゲート外機械設備修繕工事
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂地先
2021/10/22～2022/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月21日
（株）ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６

6120001027941
一般競争
（総合評価） 16,709,000 16,445,000 98.42%

中津連絡所解体工事
大分県中津市中央町１丁目７９４－３
2021/10/27～2022/03/15
建築工事

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

令和3年10月26日
（株）廣亜
大分県宇佐市大字下乙女４４９－９

2320002014914 指名競争契約 22,462,000 9,900,000 44.07%

佐賀２０８号　早津江地区工事用道路撤去外工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先外
2021/10/12～2022/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月11日
（株）大和建設
佐賀県佐賀市兵庫北５－３－３５

4300001000816
一般競争
（総合評価） 77,429,000 69,190,000 89.36%

福岡２０８号　三池港ＩＣ橋下部工（Ａ１）外工事
福岡県大牟田市新港町地先
2021/10/27～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月26日
（株）廣瀬組
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７
４－２

8290001053168
一般競争
（総合評価） 202,906,000 182,050,000 89.72%

令和３年度　大川佐賀道路（東与賀地区）道路修正設計外業務
佐賀県佐賀市
2021/10/28～2022/05/31
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　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10月27日
（株）エイト日本技術開発
岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１

7260001000735
指名競争契約
（総合評価） 26,279,000 20,988,000 79.87%

佐賀２０８号　川副地区改良（７工区）工事
佐賀県佐賀市川副町大字福富地先
2021/10/29～2022/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月28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） 173,833,000 155,870,000 89.67%

熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐｍ２）工事
熊本県荒尾市大島地先
2021/10/30～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月29日
興亜建設工業（株）
熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越１
５３０－１

2330001011713
一般競争
（総合評価） 105,072,000 93,280,000 88.78%

令和３年度　有明海沿岸道路大島高架橋地質調査（その１）業務
熊本県荒尾市大島地先
2021/10/30～2022/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月29日
（株）アイエステー
熊本県熊本市中央区平成３－１６－１３

8290001040059 指名競争契約 13,530,000 12,320,000 91.06%

令和３年度海の中道海浜公園管内電気通信設備設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎地先　海の中道海浜公園内
2021/10/19～2022/03/25
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
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10月18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） 13,508,000 13,486,000 99.84%
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令和３年度海の中道　公園内間伐外工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2021/10/21～2022/02/28
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10月20日
（株）別府梢風園
福岡県福岡市東区青葉１－６－５３

5290001004041
一般競争
（総合評価） 39,512,000 34,980,000 88.53%

令和３年度吉野ヶ里　歴史公園センター改修外工事
国営吉野ヶ里歴史公園内
2021/10/20～2022/08/31
建築工事

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10月4日
唐津土建工業（株）
佐賀県唐津市二タ子２丁目７番５１号

1300001007260
一般競争
（総合評価） 143,583,000 136,400,000 95.00%

大分港湾合同庁舎（Ｒ３）工事監理業務
大分県大分市大字海原字地浜916-5
2021/10/12～2022/08/19
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10月11日
（株）建綜研
大阪府大阪市北区大淀中１－８－５

3120001063543 指名競争契約 3,835,700 2,838,000 73.99%

（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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