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損失補償標準単価（令和４年度版）作成業務
九州地方整備局
2021/12/18～2022/03/18
補償関係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12月17日
（株）中央補償コンサルタント
福岡県北九州市小倉北区木町３－３－
７

8290801002398
指名競争契約
（総合評価） 12,617,000 11,330,000 89.80%

赤谷川流域災害改良復旧（２５号）工事
福岡県朝倉市杷木林田地先
2021/12/29～2022/09/30
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12月28日
江上建設（株）
福岡県大川市大字酒見４７４－９

6290001052667
一般競争
（総合評価） 296,538,000 270,600,000 91.25%

福岡２０２号　春吉地区舗装工事
福岡県福岡市博多区中洲１丁目〜中央区春吉３丁目地内
2021/12/04～2022/10/31
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　福岡国道事務所長　福　本　　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和3年12月3日
熊川工業（株）
福岡県福岡市東区水谷３－２６－２０

4290001018769
一般競争
（総合評価） 117,315,000 117,150,000 99.86%

福岡３号春の町地区外道路付属物設置工事
福岡県北九州市八幡東区春の町地先　他
2021/12/22～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月21日
（株）大島産業
福岡県宗像市冨地原１７９１－１

6290001036934
一般競争
（総合評価） 135,663,000 124,495,800 91.77%

令和３年度三萩野高架橋塗替外工事
北九州市小倉北区三萩野一丁目地先
2022/02/01～2022/08/19
塗装工事

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12月2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） 162,503,000 148,500,000 91.38%

令和３年度北九州国道管内橋梁補修外工事
北九州国道事務所管内
2021/12/09～2022/08/19
橋梁補修工事

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12月8日
（株）春田建設
福岡県飯塚市平恒４２

1290001045881
一般競争
（総合評価） 137,753,000 136,290,000 98.94%

国道２０１号八木山バイパス筑穂トンネル照明設備設置工事
福岡県飯塚市内住地先
2022/02/01～2022/12/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月27日
三交電気工事（株）
福岡県福岡市南区横手３－１４－１５

6290001001285
一般競争
（総合評価） 103,488,000 94,600,000 91.41%

令和３年度　牛津川砥川地区地盤改良工事
佐賀県小城市牛津町上砥川地先
2021/12/11～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10日
（株）上滝建設
佐賀県佐賀市今宿町２－５

6300001000319
一般競争
（総合評価） 204,501,000 184,690,000 90.31%

武雄河川事務所空調改修実施設計業務
佐賀県武雄市
2021/12/15～2022/03/28
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　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12月14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 4,543,000 3,157,000 69.49%

令和３年度伊万里道路永山地区事業損失事前調査業務
佐賀県伊万里市大坪町永山地内
2021/12/08～2022/07/29
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12月7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 7,799,000 7,425,000 95.20%

管内出張所電灯設備改修実施設計外業務
長崎県佐世保市田ノ浦町６８外３箇所
2021/12/15～2022/03/28
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　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12月14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 5,159,000 3,289,000 63.75%

長崎５７号尾崎高架橋下部工Ａ１・Ｐ１工事
長崎県諫早市黒崎町地先
2022/01/17～2022/08/19
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12月20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） 229,801,000 206,250,000 89.75%

長崎５７号尾崎高架橋下部工Ｐ２・Ｐ３工事
長崎県諫早市黒崎町地先
2022/01/11～2022/08/19
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12月22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） 164,065,000 146,520,000 89.31%

長崎２０５号崎岡地区改良４期工事
長崎県佐世保市崎岡町地先
2022/01/20～2022/08/19
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12月24日
（株）誠伸建設
長崎県佐世保市崎岡町２５４６番地

2310001005584
一般競争
（総合評価） 97,295,000 86,768,000 89.18%

本明川ダム工事用道路円能寺地区改良４期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2022/02/14～2022/08/19
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12月7日
（株）田浦組
長崎県長崎市滑石２－６－２４

8310001001033
一般競争
（総合評価） 119,328,000 115,280,000 96.61%

本明川ダム場内工事用道路右岸部設置工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2022/01/11～2022/11/18
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和3年12月20日
（株）長崎西部建設
長崎県長崎市玉園町２番３７号

1310001001345
一般競争
（総合評価） 139,667,000 125,070,000 89.55%

本明川ダム付替県道帯田地区改良５期工事
長崎県諫早市富川町地先
2022/01/11～2022/08/19
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12月8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） 185,086,000 165,880,000 89.62%

半造川鷲崎地区堤防設計外業務
長崎県諫早市
2021/12/22～2022/08/26
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　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12月21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） 23,595,000 18,821,000 79.77%

九州中央道　城ノ尾地区改良１４期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2022/02/01～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月8日
諫山工業（株）
熊本県熊本市白山３－２－１５

3330001000310
一般競争
（総合評価） 191,257,000 171,468,000 89.65%

熊本３号　下硯川地区改良５期工事
熊本県熊本市北区下硯川町地先
2021/12/11～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10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） 203,401,000 185,460,000 91.18%

九州中央道　城ノ尾地区改良１３期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2021/12/17～2023/01/15
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12月16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） 204,424,000 185,020,000 90.51%
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九州中央道　山中地区改良８期工事
熊本県上益城郡山都町上寺地内
2021/12/17～2022/11/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月16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） 238,920,000 215,600,000 90.24%

九州中央道　戸ノ上地区改良９期工事
熊本県上益城郡山都町金内地内
2021/12/24～2022/07/15
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12月23日
（株）今村建設
熊本県上益城郡山都町八木６８３

3330002020646
一般競争
（総合評価） 59,268,000 57,816,000 97.55%

令和３年度　滝室橋橋梁塗替外工事
熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
2021/12/11～2022/09/20
塗装工事

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12月10日
橋梁塗装（株）
熊本県熊本市東区若葉１丁目１９番１３
号

3330001007974
一般競争
（総合評価） 120,604,000 110,660,000 91.75%

熊本３号小田代地区トンネル監査路工事
熊本県水俣市南福寺地先
2021/12/04～2022/08/20
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12月3日
八代港湾工業（株）
熊本県八代市港町２６２－１８

9330001013777
一般競争
（総合評価） 247,786,000 231,000,000 93.23%

熊本５７号網津地区５号工事用道路３期工事
熊本県宇土市城塚町〜熊本県宇土市上網田町
2022/01/17～2022/09/20
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12月8日
（株）杉本建設
熊本県熊本市南区出仲間１－６－５

8330001012854
一般競争
（総合評価） 293,590,000 264,506,000 90.09%

鹿児島３号西前田地区６工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2022/01/11～2022/07/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月10日
（株）渡辺組
鹿児島県鹿児島市武２－４－１

5340001004663
一般競争
（総合評価） 120,010,000 107,250,000 89.37%

令和３年度熊本天草幹線道路（その３）測量業務
八代河川国道事務所管内
2021/12/16～2022/08/19
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和3年12月15日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 30,206,000 24,750,000 81.94%

令和３年度熊本天草幹線道路（その４）測量業務
八代河川国道事務所管内
2021/12/16～2022/08/19
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和3年12月15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） 22,484,000 17,930,000 79.75%

令和３年度熊本天草幹線道路（その５）測量業務
八代河川国道事務所管内
2021/12/16～2022/08/19
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和3年12月15日
（株）興和測量設計
熊本県熊本市北区改寄町２１４１－１

2330001001796
指名競争契約
（総合評価） 21,065,000 17,239,200 81.84%

熊本５７号城塚地区改良１２期工事
熊本県宇土市城塚町〜熊本県宇土市上網田町
2021/12/17～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月16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） 246,367,000 223,498,000 90.72%

令和３年度六月田橋外詳細設計業務
鹿児島県出水市六月田町地内外
2021/12/17～2023/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月16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） 58,872,000 46,948,000 79.75%

鹿児島３号下鯖地区３工区改良工事
鹿児島県出水市下鯖町地先
2022/02/01～2022/08/20
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12月24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） 245,531,000 220,880,000 89.96%

令和３年度球磨川上流地区河道内掘削外工事
熊本県球磨郡あさぎり町地先外
2022/03/01～2023/02/10
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　服部　洋佑
八代市萩原町１－７０８－２

令和3年12月28日
味岡建設（株）
熊本県球磨郡多良木町多良木１４４－１

1330001016085
一般競争
（総合評価） 149,105,000 148,500,000 99.59%

葉木川第４砂防堰堤測量設計及び地質調査業務
熊本県八代市泉町葉木地先
2021/12/15～2022/08/31
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　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12月14日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 27,929,000 22,440,000 80.35%

令和３年度川辺川測量設計等業務
熊本県球磨郡相良村、五木村
2021/12/02～2022/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所長　竹　村　雅　樹
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和3年12月1日
東和測量設計（株）
熊本県熊本市東区長嶺南６－２０－７０

9330001003225
指名競争契約
（総合評価） 10,494,000 8,690,000 82.81%

菊池川河川防災ステーション地質調査及び詳細設計業務
熊本県玉名市
2021/12/22～2022/09/30
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　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12月21日
（株）東京建設コンサルタント
東京都豊島区北大塚１－１５－６

6013301007970
指名競争契約
（総合評価） 27,643,000 22,440,000 81.18%

国道外災害復旧　坂本地区工事用道路（その１）工事
熊本県八代市坂本町中谷地先
2021/12/18～2022/12/20
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12月17日

（株）高野組
熊本県八代市鏡町内田１５０１番地

2330001013866
一般競争
（総合評価） 262,746,000 238,150,000 90.64%

令和３年度阿蘇砂防管内測量設計（その２）業務
阿蘇砂防事務所管内
2021/12/22～2022/09/15
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　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和3年12月21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） 21,945,000 17,600,000 80.20%

令和３年度大分川・大野川測量設計（その１）業務
大分県大分市
2021/12/10～2022/09/09
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
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12月9日
九建設計（株）
大分県佐伯市大字上岡２２７０

2320001008909
指名競争契約
（総合評価） 13,453,000 10,670,000 79.31%

令和３年度大分川・大野川測量設計（その２）業務
大分県大分市
2021/12/10～2022/09/09
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
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12月9日
松本技術コンサルタント（株）
大分県中津市大字上池永１２８５－１０

9320001010965
指名競争契約
（総合評価） 12,408,000 10,010,000 80.67%

事務所庁舎照明器具改修外工事
大分県大分市西大道１－１－７１外
2021/12/28～2022/03/30
電気設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月27日
（有）池辺電工
大分県津久見市高洲町８－１０

6320202000529
一般競争
（総合評価） 23,628,000 23,430,000 99.16%
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大分２１２号三光本耶馬渓道路下屋形地区改良工事
大分県中津市本耶馬渓町下屋形地先
2021/12/21～2022/10/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
大分河川国道事務所長　樋口　尚弘
大分市西大道１丁目１番７１号

令和3年12月20日
（株）友岡組
大分県豊後大野市大野町大原１１７２番
地２

7320001009646
一般競争
（総合評価） 117,469,000 105,930,000 90.18%

令和３年度ななせダム貯水池内堆砂測量業務
大分県大分市大字下原地先
2021/12/03～2022/03/31
測量

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12月2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 16,709,000 13,222,000 79.13%

脇排水機場耐震対策外設計業務
大分県佐伯市鶴岡町2丁目17番地外
2021/12/18～2022/03/15
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　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12月17日
（株）綜企画設計
東京都中央区日本橋蛎殻町

8010001078721 指名競争契約 19,800,000 10,780,000 54.44%

荒襲谷導流工床固工事
宮崎県都城市吉之元町
2021/12/07～2022/10/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月6日
（株）志多組
宮崎県宮崎市高千穂通１－４－３０

5350001000777
一般競争
（総合評価） 195,525,000 176,220,000 90.13%

令和３年度持田橋橋梁撤去外工事
宮崎県児湯郡高鍋町持田地先
2021/12/24～2022/09/20
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12月23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） 158,488,000 141,680,000 89.39%

令和３年度　五ヶ瀬高千穂道路外補償説明等業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町、五ヶ瀬町、日之影町　地内
2021/12/15～2023/02/28
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　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12月14日
（株）旭総合コンサルタント
宮崎県都城市安久町６３３８－５

8350001007828
指名競争契約
（総合評価） 37,554,000 29,480,000 78.50%

天下地区災害対策車車庫実施設計業務
宮崎県延岡市天下町地先
2021/12/21～2022/09/30
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12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 4,543,000 3,025,000 66.59%

令和３年度　五ヶ瀬高千穂道路押方地区外構造物設計業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町地内
2021/12/17～2022/09/20
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　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12月16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） 38,951,000 34,100,000 87.55%

令和３年度　蘇陽五ヶ瀬道路（蘇陽地区）幅杭設置業務
熊本県上益城郡山都町
2021/12/24～2022/09/30
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12月23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 9,658,000 8,976,000 92.94%

令和３年度　蘇陽五ヶ瀬道路（五ヶ瀬地区）幅杭設置業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
2021/12/24～2022/09/30
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12月23日
日向測量設計（株）
宮崎県日向市新生町１－７２

5350001006089 指名競争契約 9,284,000 8,668,000 93.36%

鹿児島２２０号古里地区（第３工区）改良工事
鹿児島県鹿屋市古里町
2021/12/17～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月16日
国基建設（株）
鹿児島県鹿屋市串良町有里３１３０

4340001013905
一般競争
（総合評価） 101,222,000 90,310,000 89.22%

Ｒ３大隅管内道路管理関係測量設計外業務
大隅河川国道事務所管内
2021/12/18～2022/07/29
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12月17日
大福コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１７－１５

4340001002569
指名競争契約
（総合評価） 23,958,000 18,986,000 79.25%

Ｒ３大隅管内道路不法占用物件調査測量業務
大隅河川国道事務所管内
2021/12/25～2022/03/11
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12月24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 3,443,000 3,289,000 95.53%

Ｒ３桜島土石流土砂深浅測量業務
鹿児島県鹿児島市
2021/12/02～2022/06/30
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12月1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 13,442,000 10,593,000 78.81%

Ｒ４肝属川流量観測業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2021/12/09～2023/01/31
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12月8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） 41,723,000 36,300,000 87.00%

Ｒ４肝属川水文観測所保守点検その他業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2021/12/09～2023/01/31
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12月8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） 22,330,000 18,700,000 83.74%

Ｒ４肝属川水質採水・分析業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2021/12/10～2023/01/31
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12月9日
（一財）鹿児島県環境技術協会
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－１－５

8340005000342 指名競争契約 25,355,000 23,540,000 92.84%

令和３年度鹿児島国道管内改築事業測量設計業務
鹿児島県鹿児島市外
2021/12/10～2022/08/20
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　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12月9日
朝日開発コンサルタンツ（株）
鹿児島県鹿児島市西千石町５－１

7340001000297
指名競争契約
（総合評価） 32,120,000 25,850,000 80.48%

令和３年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修外工事
鹿児島県薩摩川内市平佐町地内
2022/02/01～2022/09/30
橋梁補修工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月27日
（株）渡辺組
鹿児島県鹿児島市武２－４－１

5340001004663
一般競争
（総合評価） 116,908,000 103,400,000 88.45%

令和３年度　大川佐賀道路（南里地区）外建物調査等業務
佐賀県佐賀市、熊本県荒尾市地内
2021/12/23～2022/10/31
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　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12月22日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556
指名競争契約
（総合評価） 35,838,000 30,470,000 85.02%

九州技術事務所庁舎照明設備外改修工事
福岡県久留米市高野１丁目３番１号
2021/12/15～2022/03/29
電気設備工事

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12月14日
（株）木村電気工事店
福岡県春日市岡本３－６

1290001041410
一般競争
（総合評価） 23,287,000 22,220,000 95.42%



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）

佐伯税務署（令３）工事監理業務
大分県佐伯市中村西町３番１５
2021/12/25～2022/11/30
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月24日
東九州設計工務（株）
大分県大分市弁天１－６－４

2320001002283 指名競争契約 10,549,000 7,700,000 72.99%

（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。

(別
紙

様
式

3
)


