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令和３年度　建設業における働き方改革推進検討外業務
福岡県福岡市博多区
2021/11/06～2022/06/30
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11月5日
（一社）九州建設技術管理協会
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９
－３

5290005013708
指名競争契約
（総合評価） 11,748,000 11,044,000 94.01%

令和３年度　野間宿舎改修工事
福岡県福岡市南区
2021/12/06～2022/03/31
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11月25日
岩崎建設（株）
福岡県福岡市中央区西中洲１２ー２５

8290001006316
一般競争
（総合評価） 10,043,000 8,987,000 89.49%

福岡運輸支局（Ｒ３）敷地調査業務
福岡県福岡市東区みなと香椎３丁目
2021/11/09～2022/02/28
地質調査業務

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11月8日
東洋産業（株）
福岡県北九州市八幡西区町上津役東３
－１８－１０

2290801010332 指名競争契約 17,226,000 11,440,000 66.41%

令和３年度矢部川下庄地区外地盤変動影響事後調査等業務
福岡県みやま市瀬高町下庄地内外
2021/11/05～2022/08/31
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
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11月4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 15,070,000 11,781,000 78.18%

令和３年度矢部川鷹ノ尾地区用地調査等業務
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾地内
2021/11/11～2022/10/07
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11月10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） 55,000,000 43,450,000 79.00%

令和３年度乙石川３１外砂防堰堤工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2021/11/02～2022/07/31
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11月1日
（株）久富組
福岡県久留米市善導寺町与田２６０番
地

2290001049460
一般競争
（総合評価） 172,964,000 155,595,000 89.96%

令和３年度乙石川２０砂防堰堤工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2021/11/05～2022/07/31
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11月4日
久富建設（株）
福岡県久留米市善導寺町飯田３６５

4290001049459
一般競争
（総合評価） 221,408,000 203,830,000 92.06%

令和３年度乙石川２７砂防堰堤工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2021/11/05～2022/09/30
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11月4日
（株）郷原組
福岡県久留米市田主丸町志塚島４４１
－１

2290001050674
一般競争
（総合評価） 191,532,000 174,020,000 90.86%

筑後川石崎地区築堤受託合併工事
福岡県久留米市北野町鳥巣地先
2021/11/05～2022/03/31
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11月4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） 218,218,000 198,275,000 90.86%

古賀坂排水機場ポンプ設備工事
福岡県久留米市安武町武島地先
2021/11/30～2024/03/31
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11月26日
（株）日立インダストリアルプロダクツ
東京都千代田区外神田１－５－１

6010001196062
一般競争
（総合評価） 1,207,899,000 1,118,700,000 92.62%

令和３年度筑後川中流右岸域地質調査業務（その５）
福岡県朝倉市黒川地内
2021/11/12～2022/05/31
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11月11日
基礎地盤コンサルタンツ（株）
東京都江東区亀戸１－５－７

2010601036670
指名競争契約
（総合評価） 46,926,000 39,380,000 83.92%

令和３年度筑後川中流右岸域地質調査業務（その６）
福岡県朝倉市佐田地内
2021/11/26～2022/05/10
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11月25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） 31,867,000 26,125,000 81.98%

令和３年度犬鳴川下新入地区築堤護岸詳細設計業務
福岡県直方市下新入地先
2021/11/11～2022/03/31
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　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11月10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） 27,566,000 26,180,000 94.97%

令和３年度犬鳴川上新入地区築堤護岸詳細設計業務
福岡県直方市上新入地先
2021/11/11～2022/03/31
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　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11月10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） 26,917,000 21,417,000 79.57%

令和３年度遠賀川垣生地区築堤護岸詳細設計業務
福岡県中間市垣生地先
2021/11/11～2022/03/15
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11月10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） 28,446,000 22,605,000 79.47%

令和３年度遠賀川中鶴地区築堤護岸詳細設計業務
福岡県中間市中鶴地先
2021/11/11～2022/03/15
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11月10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） 29,084,000 23,100,000 79.43%

令和３年度宮若地区環境整備工事
福岡県宮若市金生地先
2021/11/06～2022/05/31
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11月5日
（有）安永工務店
福岡県宮若市稲光８１１番地

3290802021212
一般競争
（総合評価） 38,665,000 34,947,000 90.38%

令和３年度直方局直流電源装置外設置工事
福岡県直方市溝堀一丁目１－１　外
2021/11/08～2022/06/30
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　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11月5日
（株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－２９－２０

3011001031955
一般競争
（総合評価） 50,446,000 45,650,000 90.49%

令和３年度福岡国道事務所管内補償説明等業務
福岡県糸島市外
2021/11/10～2022/08/19
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11月9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
（総合評価） 15,037,000 11,957,000 79.52%

福岡２０１号香春鏡山地区改良工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2021/11/05～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月4日
（株）谷口組
福岡県田川市大字弓削田１３９５

2290801016379
一般競争
（総合評価） 111,826,000 100,056,000 89.47%

福岡２０１号香春地区外道路改良工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先　他
2021/11/16～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月15日
大浜建設工業（株）
福岡県築上郡築上町大字坂本５２３－１

9290801015523
一般競争
（総合評価） 126,852,000 113,630,000 89.58%
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福岡２０１号八木山バイパス外改築工事
福岡県飯塚市内住地先　他
2021/11/19～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月18日
九鉄工業（株）
福岡県北九州市門司区小森江３－１２
－１０

3290801005224
一般競争
（総合評価） 111,320,000 99,583,000 89.46%

福岡３号野間高架橋上部工（Ｐ５ーＰ８）工事
福岡県遠賀郡岡垣町野間地先
2021/11/20～2022/11/30
プレストレスト・コンクリート工事

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

令和3年11月19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） 357,588,000 323,400,000 90.44%

福岡２０１号今井手橋側道橋上部工外工事
福岡県飯塚市八木山地先
2021/12/05～2022/09/30
鋼橋上部工事

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11月4日
（株）大島造船所
長崎県西海市大島町１６０５－１

9310001006519
一般競争
（総合評価） 58,267,000 53,130,000 91.18%

令和３年度北九州国道管内電線共同溝設計業務
北九州国道事務所管内
2021/11/12～2022/07/29
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　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11月11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） 29,821,000 23,980,000 80.41%

令和３年度北九州国道管内交通安全事業設計業務
北九州国道事務所管内
2021/11/12～2022/10/31
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　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11月11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） 20,504,000 16,500,000 80.47%

令和３年度厳木ダム堆砂量調査業務
佐賀県唐津市
2021/12/01～2022/02/28
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　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和3年11月30日
（株）国際海洋開発
福岡県北九州市八幡西区御開３－８－
１２

6290801012903 指名競争契約 11,363,000 8,800,000 77.44%

令和３年度　伊万里松浦道路長浜地区橋梁詳細設計業務
佐賀県伊万里市東山代町長浜地先
2021/11/02～2022/08/20
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和3年11月1日
大日本コンサルタント（株）
東京都千代田区神田練塀町３００

8013301006938
指名競争契約
（総合評価） 75,878,000 74,756,000 98.52%

令和３年度　佐国管内交通安全事業測量調査設計業務
佐賀国道事務所管内
2021/11/18～2022/08/19
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11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） 40,590,000 32,285,000 79.54%

令和３年度佐賀管内道路防災施設設計業務
佐賀国道事務所管内
2021/11/30～2022/09/20
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和3年11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） 35,475,000 28,226,000 79.57%

長崎４９７号乱橋地区改良工事
長崎県佐世保市江迎町地先
2021/12/15～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月22日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 181,918,000 177,100,000 97.35%

長崎５７号下井牟田地区改良外工事
長崎県諫早市森山町田尻地先、下井牟田地先
2021/11/25～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月24日
（株）吉川組
長崎県島原市中町８０３－１

1310001009727
一般競争
（総合評価） 163,724,000 147,345,000 90.00%

令和３年度長崎河川国道管内積算技術業務
長崎河川国道事務所管内
2021/11/30～2022/03/31
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　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11月29日

令和３年度長崎河川国道管内積算技術業務
九州建設マネジメントセンター・九州建設計
画エンジニアリング設計共同体
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９

一般競争
（総合評価） 107,943,000 104,500,000 96.81%

本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良４期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2021/12/01～2022/12/28
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11月1日
（株）平尾組
長崎県島原市原町甲２９６

6310001009697
一般競争
（総合評価） 277,783,000 251,350,000 90.48%

緑川川口地区（５工区）築堤工事
熊本県熊本市南区川口町地先
2021/11/02～2022/10/14
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11月1日
（株）南州土木
熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

1330001003372
一般競争
（総合評価） 285,362,000 257,730,000 90.32%

熊本３号　鹿子木地区改良３期工事
熊本県熊本市北区鹿子木町〜硯川町地先
2021/11/20～2022/09/30
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11月19日
（株）緒方建設
熊本県菊池市野間口１０９７

1330001009601
一般競争
（総合評価） 182,622,000 164,670,000 90.17%

熊本３号　四方寄町地区改良６期工事
熊本県熊本市北区四方寄町地先
2021/11/26～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月25日
（株）橋口組
熊本県熊本市南区良町４－１０－９８

6330001003756
一般競争
（総合評価） 176,088,000 158,180,000 89.83%

令和３年度国道５７号宇土道路長浜地区外補償説明業務
熊本県宇土市地内
2021/11/16～2022/09/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月15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） 7,095,000 5,676,000 80.00%

令和３年度芦北出水道路外測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/11/19～2022/09/30
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　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11月18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） 34,969,000 27,940,000 79.90%

令和３年度南九州西回り自動車道（出水地区）測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2021/11/19～2022/10/31
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　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11月18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） 29,975,000 23,804,000 79.41%

鹿児島３号櫓木地区７工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2021/11/29～2022/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月26日
（株）橋口組
鹿児島県薩摩川内市西開聞町１５－１１

5340001008648
一般競争
（総合評価） 82,016,000 73,095,000 89.12%

ダム第一出張所外３箇所耐震改修実施設計業務
熊本県球磨郡五木村丙字小八重８９４－１０外
2021/11/10～2022/03/15
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　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11月9日
（株）ＹＳアーキテクツ
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２
－５　博多大島ビル

9290001062192 指名競争契約 9,339,000 4,334,000 46.41%
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令和３年度川辺川ダム管内地質調査（その１）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2021/12/01～2022/07/19
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11月30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） 33,099,000 31,900,000 96.38%

令和３年度川辺川ダム管内地質調査（その２）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2021/12/01～2022/09/02
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11月30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） 26,081,000 21,659,000 83.05%

立野ダム試験湛水用ゲート製作据付工事
熊本県菊池郡大津町大字外牧地先
2021/11/13～2023/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月12日
（株）ＩＨＩインフラシステム
大阪府堺市堺区大浜西町３

5120101023932
一般競争
（総合評価） 774,147,000 677,820,000 87.56%

県道災害復旧　葉木地区擁壁工工事
熊本県八代市坂本町葉木地先
2021/11/10～2022/12/20
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11月1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） 288,629,000 260,700,000 90.32%

令和３年度八代復興事務所管内測量（その２）業務
八代復興事務所管内
2021/11/16～2022/03/31
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11月15日

（株）コンサルハマダ
熊本県熊本市東区八反田１－１－１５

1330001001847 指名競争契約 11,055,000 10,274,000 92.94%

令和３年度八代復興事務所管内測量（その１）業務
八代復興事務所管内
2021/11/16～2022/03/31
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11月15日

（株）旭技研コンサルタント
熊本県熊本市東区長嶺東２－２６－６

8330001000140 指名競争契約 11,583,000 10,758,000 92.88%

令和３年度国道２１９号外災害復旧神瀬橋外地質調査業務
八代復興事務所管内
2021/11/16～2022/03/31
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11月15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） 34,133,000 28,193,000 82.60%

令和３年度国道２１９号外災害復旧松本橋外地質調査業務
八代復興事務所管内
2021/11/16～2022/03/31
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11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） 26,268,000 22,110,000 84.17%

令和３年度国道１０号高江拡幅用地関係図書作成業務
大分県大分市大字鴛野地内外
2021/11/11～2022/07/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
大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11月10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%

大分川横瀬地区掘削外（その１１）工事
大分県大分市横瀬地先外
2022/02/01～2022/08/19
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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11月16日
（株）安部組
大分県別府市京町４－１９

1320001006178
一般競争
（総合評価） 101,618,000 92,510,000 91.04%

令和３年度大分管内改築事業測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2021/11/03～2022/12/20
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
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11月2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） 29,128,000 27,940,000 95.92%

令和３年度国道１０号宇佐地区土壌汚染調査業務
大分県宇佐市岩崎地先
2021/11/02～2022/03/15
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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11月1日
日本物理探鑛（株）
東京都大田区中馬込２－２－１２

6010801009076 指名競争契約 10,472,000 8,215,900 78.46%

令和３年度平山川砂防堰堤外用地調査等業務
宮崎県都城市及び木城町地内
2021/11/12～2022/03/18
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　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11月11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 16,269,000 14,300,000 87.90%

令和３年度道路防災外用地調査等業務
宮崎県都城市及び高鍋町地内
2021/11/12～2022/03/18
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　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11月11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 13,024,000 12,100,000 92.91%

令和３年度ワシントニアパーム更新工事
宮崎県宮崎市中村東一丁目地先
2021/11/06～2022/03/18
造園工事

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11月5日
宮崎造園（株）
宮崎県宮崎市大字浮田２９８８－４

8350001001756
一般競争
（総合評価） 46,574,000 41,470,000 89.04%

令和３年度日南大橋橋梁塗装・補修（その１）工事
宮崎県日南市西町地先外
2021/11/11～2022/08/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月10日
（株）緒方組
宮崎県小林市細野２０２６－１

1350001009814
一般競争
（総合評価） 194,172,000 173,437,000 89.32%

令和３年度日南大橋橋梁塗装・補修（その２）工事
宮崎県日南市西町地先外
2021/11/12～2022/08/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11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） 190,322,000 170,280,000 89.47%

令和３年度宮浦橋（Ｐ２）耐震補強外工事
宮崎県日南市宮浦地先
2021/11/13～2022/10/31
橋梁補修工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月12日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 107,965,000 99,000,000 91.70%

令和３年度日南維持管内構造物補修工事
宮崎県日南市南郷町中村甲地先外
2021/11/27～2022/06/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月26日
（株）南九州みかど
宮崎県宮崎市田代町１６８

3350001001975
一般競争
（総合評価） 57,915,000 56,100,000 96.87%

令和３・４年度道の駅都城駐車場外整備工事
宮崎県都城市都北町地先
2021/11/09～2022/09/17
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11月8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） 99,110,000 88,990,000 89.79%

令和３年度宮崎維持管内交通安全施設整備工事
宮崎維持出張所管内
2021/11/10～2022/03/25
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月9日
（株）園田グリーンセンター
宮崎県都城市都北町４９６８

2350001008071
一般競争
（総合評価） 44,110,000 39,050,000 88.53%
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令和３年度都城維持管内外交通安全施設整備工事
都城国道維持出張所管内、日南国道維持出張所管内
2021/11/13～2022/03/25
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月12日
（株）旭友
宮崎県宮崎市大字本郷北方字境田３０
４１－１

8350001000213
一般競争
（総合評価） 58,135,000 53,900,000 92.72%

宮崎２１８号　西臼杵地区外改良工事
宮崎県西臼杵郡高千穂町地先外
2021/11/27～2022/08/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月26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） 105,611,000 94,600,000 89.57%

令和３年度　五ヶ瀬川水系河川環境基図作成業務
五ヶ瀬川水系
2021/11/10～2022/03/25
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11月9日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

2330001001086
指名競争契約
（総合評価） 16,951,000 13,486,000 79.56%

Ｒ３油津・夏井道路相続関係説明等業務
鹿児島県志布志市地内
2021/11/10～2022/02/28
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11月9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） 9,603,000 8,173,000 85.11%

Ｒ３持木川中流渓流保全工工事
鹿児島県鹿児島市持木町地先
2021/11/11～2022/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月2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） 162,712,000 146,190,000 89.85%

野尻川３号堰堤改築外工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先外
2021/11/03～2022/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月2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） 236,478,000 213,950,000 90.47%

Ｒ３・４野尻川除石工外工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先
2021/12/10～2022/07/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月24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） 184,558,000 165,770,000 89.82%

Ｒ３日南・志布志道路外改築測量設計業務
鹿児島県志布志市、鹿屋市、垂水市、曽於郡大崎町
2021/11/13～2022/07/29
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　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11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 20,691,000 16,368,000 79.11%

令和３年度国道１０号吉野地区外用地測量等業務
鹿児島県鹿児島市吉野町地内外
2021/11/17～2022/03/25
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11月16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 5,247,000 4,059,000 77.36%

令和３年度国道１０号白浜地区事業損失事前調査業務
鹿児島県姶良市脇元地内
2021/11/17～2022/03/25
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11月16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 9,636,000 8,140,000 84.47%

令和４年　津留流量観測その他業務
熊本県上益城郡山都町津留地先外
2021/12/01～2023/02/25
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11月30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） 18,205,000 16,940,000 93.05%

令和３年度山国川（防災ステーション）事業損失事前調査業務
福岡県築上郡上毛町大字上唐原地内
2021/11/12～2022/02/28
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　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11月11日
ダン企画設計コンサルタント（株）
福岡県福岡市博多区那珂２－１６－１４

7290001014476 指名競争契約 4,620,000 3,619,000 78.33%

令和３年度山国川航空写真撮影業務
山国川河川事務所管内
2021/11/11～2022/03/25
測量

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11月10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） 21,483,000 17,160,000 79.88%

令和３年度耶馬渓ダム堆砂測量業務
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂地先　耶馬渓ダム
2021/11/11～2022/02/28
測量

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11月10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） 14,795,000 11,792,000 79.70%

佐賀２０８号　諸富地区改良（１３工区）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2021/11/27～2022/06/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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11月26日
（株）山崎建設
佐賀県武雄市橘町大日８２９２

4300001004676
一般競争
（総合評価） 175,285,000 157,520,000 89.87%

令和３年度海の中道　Ｃ地区海浜部付属物設置外工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2021/11/05～2022/07/29
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11月4日
（株）九州緑化産業
福岡県福岡市東区下原４－１６－３６

2290001002931
一般競争
（総合評価） 83,446,000 76,252,000 91.38%

（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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