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赤谷川流域災害改良復旧（２６号）工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2022/01/06～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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4年1月5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） 285,725,000 260,260,000 91.09%

令和３年度西川島津地区築堤護岸詳細設計業務
福岡県遠賀郡遠賀町島津地先外
2022/01/19～2022/09/30
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　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4年1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） 31,306,000 24,926,000 79.62%

令和３年度彦山川伊田地区築堤護岸詳細設計外業務
福岡県田川市伊田地先
2022/01/19～2022/09/30
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　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4年1月18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） 23,045,000 20,130,000 87.35%

福岡２０１号黒木原橋下部工補強外工事
福岡県糟屋郡篠栗町内住地内
2022/01/29～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月28日
西武建設（株）
埼玉県所沢市くすのき台１－１１－１

3013301006249
一般競争
（総合評価） 346,566,000 311,740,000 89.95%

福岡２０２号今宿地区無電柱化３工区工事
福岡県福岡市西区今宿地内
2022/01/15～2022/10/07
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4年1月14日
松山建設（株）
福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

1290001063297
一般競争
（総合評価） 185,108,000 165,110,000 89.20%

令和３・４年度　上長田地区歩道整備工事
福岡県みやま市瀬高町長田地先
2022/03/01～2023/02/28
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　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4年1月19日
堤工業（株）
福岡県柳川市下宮永町６２０

7290001053053
一般競争
（総合評価） 99,902,000 90,200,000 90.29%

福岡３号陣原・皇后崎地区外舗装工事
福岡県北九州市八幡西区陣原地先　他
2022/01/05～2022/12/23
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4年1月4日
岡本土木（株）
福岡県北九州市小倉北区貴船町９―１
３

6290801000486
一般競争
（総合評価） 235,939,000 235,400,000 99.77%

福岡１０号片野新町地区１工区電線共同溝工事
福岡県北九州市小倉北区東城野町地先
2022/04/01～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月6日
西部電気工業（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－
１

5290001037925
一般競争
（総合評価） 150,040,000 134,420,000 89.59%

福岡３号岡垣・城山トンネル非常用設備外設置工事
福岡県遠賀郡岡垣町上畑地先外
2022/01/14～2023/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月13日
（株）川北電工
鹿児島県鹿児島市東開町４－７９

9340001001228
一般競争
（総合評価） 90,882,000 81,675,000 89.87%

福岡３号岡垣・城山トンネル外ＣＣＴＶ設備設置工事
福岡県遠賀郡岡垣町上畑地先外
2022/03/31～2023/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月14日
（株）サン電機工業
福岡県北九州市小倉南区上吉田１－１
－６

8290801001680
一般競争
（総合評価） 43,637,000 38,918,000 89.19%

福岡３号岡垣・城山トンネル外照明設備設置工事
福岡県遠賀郡岡垣町上畑地先外
2022/02/21～2023/02/28
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4年1月17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） 173,415,000 159,170,000 91.79%

八幡維持管内舗装修繕工事
八幡維持出張所管内
2022/01/19～2022/10/31
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　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4年1月18日
小西建設工業（株）
福岡県北九州市八幡西区折尾３－４－
１５

9290801009987
一般競争
（総合評価） 106,304,000 95,227,000 89.58%

福岡３号春の町ランプ外道路情報板設置工事
福岡県北九州市八幡東区春の町地先外
2022/03/01～2022/09/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月19日
西部電気工業（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－
１

5290001037925
一般競争
（総合評価） 81,565,000 73,150,000 89.68%

令和３年度　嘉瀬川川上排水樋管予備設計及び詳細設計外業務
武雄河川事務所管内
2022/01/20～2022/08/31
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　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4年1月19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） 29,546,000 23,650,000 80.04%

牧瀬地区外舗装修繕工事
佐賀県唐津市厳木町牧瀬地先外
2022/04/01～2022/10/20
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年1月25日
黒木建設（株）
佐賀県伊万里市松島町１００－１

7300001005523
一般競争
（総合評価） 113,465,000 101,750,000 89.68%

令和３年度　佐賀国道管内橋梁補修設計外業務
佐賀国道事務所管内
2022/02/01～2022/11/18
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4年1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） 38,379,000 30,580,000 79.68%

令和３年度城原川ダム用地調査等（その１）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝外地内
2022/02/01～2022/10/20
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4年1月31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） 27,511,000 21,769,000 79.13%

令和３年度城原川ダム用地調査等（その２）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝外地内
2022/02/01～2022/10/20
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4年1月31日
（株）新和コンサルタント
福岡県太宰府市水城２－１８－３７

2290001040766
指名競争契約
（総合評価） 26,598,000 21,065,000 79.20%

令和３年度　城原川ダム付替県道トンネル詳細設計業務
佐賀県神埼市
2022/01/18～2022/09/09
土木関係建設コンサルタント業務

分任負担行為担当官
九州地方整備局　佐賀河川事務所長　亀園　隆
佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

令和4年1月17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） 31,603,000 25,564,000 80.89%

令和３年度国道３４号大村諫早拡幅用地調査等業務
長崎県諫早市下大渡野町及び大村市中里町　地内
2022/01/07～2022/10/20
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　長崎河川国道事務所長　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和4年1月6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 31,768,000 30,140,000 94.88%

令和３年度松浦佐々道路江迎地区外補償説明等業務
長崎県佐世保市江迎町外地内
2022/01/20～2022/10/07
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　長崎河川国道事務所長　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和4年1月19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） 24,915,000 22,000,000 88.30%
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長崎５７号本村地区防護柵設置外工事
長崎県諫早市森山町地先
2022/03/22～2022/09/20
維持修繕工事

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

令和4年1月21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） 95,964,000 85,800,000 89.41%

一般国道２０８号　野原地区交差点改良工事
熊本県荒尾市野原地先
2022/01/20～2022/08/20
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　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4年1月19日
鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７－２７　後楽鹿
島ビル　８Ｆ

1010001001805
一般競争
（総合評価） 138,248,000 131,560,000 95.16%

令和３年度八代河川国道事務所管内土地評価業務
八代河川国道事務所管内
2022/02/01～2022/08/19
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　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4年1月31日
（株）長友総研
宮崎県宮崎市旭２－１－５

7350001001195 指名競争契約 8,360,000 6,567,000 78.55%

令和３・４年度南九州道交通安全施設等整備工事
熊本県八代市日奈久〜水俣市ひばりヶ丘地先
2022/04/01～2022/11/30
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月12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） 198,858,000 178,200,000 89.61%

令和３年度八代管内道路管理データ作成業務
八代河川国道事務所管内
2022/01/21～2022/07/20
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　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4年1月20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） 37,972,000 30,228,000 79.61%

鹿児島３号関外橋上部工工事
鹿児島県出水市境町地先
2022/01/28～2022/09/20
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4年1月27日
昭和コンクリート工業（株）
岐阜県岐阜市香蘭１－１

2200001002601
一般競争
（総合評価） 288,783,000 260,139,000 90.08%

熊本３号古城第１橋上部工工事
熊本県水俣市古城地先
2022/01/28～2022/12/28
プレストレスト・コンクリート工事

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

令和4年1月27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） 261,162,000 249,700,000 95.61%

令和４年度人吉出張所管内河川維持管理工事
人吉出張所管内
2022/04/01～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月17日
栄建設（株）
熊本県球磨郡あさぎり町深田東８０１－
８

6330001016122
一般競争
（総合評価） 76,901,000 74,800,000 97.27%

令和４年度八代出張所管内河川維持管理工事
八代出張所管内
2022/04/01～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月18日
（株）松中土建
熊本県八代市松崎町４２９－２

7330001013952
一般競争
（総合評価） 65,417,000 59,070,000 90.30%

令和３年度　立野ダム貯水地斜面対策工事
熊本県菊池郡大津町大字外牧地先
2022/01/20～2022/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月19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） 280,764,000 252,208,000 89.83%

大分１０号鴛野地区（１工区）電線共同溝工事
大分県大分市大字鴛野地先
2022/01/07～2023/02/28
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
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4年1月6日
（株）ガイアート
東京都新宿区新小川町８－２７

8011101004344
一般競争
（総合評価） 281,996,000 254,100,000 90.11%

宮崎１０号乙房地区改良（その１）外工事
宮崎県都城市乙房町外
2022/02/01～2022/12/09
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月20日
（株）木場組
宮崎県都城市姫城町２５－６８

9350001007991
一般競争
（総合評価） 262,295,000 235,928,000 89.95%

令和３年度　蘇陽五ヶ瀬道路（その１）用地調査等業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地内
2022/01/19～2022/09/30
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　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4年1月18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） 37,939,000 30,195,000 79.59%

令和３年度　蘇陽五ヶ瀬道路（その２）用地調査等業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地内
2022/01/19～2022/09/30
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　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4年1月18日
平和総合コンサルタント（株）
福岡県久留米市野中町９１４

6290001049556
指名競争契約
（総合評価） 37,873,000 30,184,000 79.70%

令和３年度　蘇陽五ヶ瀬道路（その３）用地調査等業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地内
2022/01/19～2022/09/30
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　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4年1月18日
（株）新和コンサルタント
福岡県太宰府市水城２－１８－３７

2290001040766
指名競争契約
（総合評価） 37,818,000 30,184,000 79.81%

令和３年度　蘇陽五ヶ瀬道路（その４）用地調査等業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地内
2022/01/19～2022/09/30
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　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4年1月18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） 37,664,000 30,107,000 79.94%

Ｒ３・４大隅管内砂防設備測量設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2022/01/20～2022/12/20
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4年1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） 23,958,000 18,975,000 79.20%

鹿児島３号大橋川橋下部工（Ａ１）外工事
鹿児島県阿久根市波留地先外
2022/01/27～2022/11/30
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4年1月26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） 242,880,000 218,240,000 89.86%

鹿児島１０号白浜地区改良９工区工事
鹿児島県姶良市脇元地先
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　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4年1月26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） 148,896,000 134,640,000 90.43%

鹿児島１０号白浜地区改良１０工区工事
鹿児島県姶良市脇元地先
2022/01/28～2022/09/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月27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） 147,686,000 133,210,000 90.20%

緑川ダムオリフィスゲート副開度計修繕工事
熊本県下益城郡美里町畝野地先
2022/01/25～2022/12/20
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　緑川ダム管理所長　松岡　忠浩
〒８６１－４７０３　熊本県下益城郡美里町畝野３４５６

令和4年1月24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） 26,961,000 26,620,000 98.74%
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令和３年度　大川佐賀道路（１５ー２工区外）用地調査等業務
佐賀市川副町大字南里、佐賀市西与賀町大字高太郎地内
2022/01/26～2022/10/20
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　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4年1月25日
扇精光コンサルタンツ（株）
長崎県長崎市田中町５８５－４

7310001000283
指名競争契約
（総合評価） 33,506,000 26,609,000 79.42%

福岡２０８号　早津江川橋舗装（Ｐ３〜Ｐ７）工事
福岡県大川市大野島地先〜佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2022/03/01～2022/10/20
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　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4年1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） 172,557,000 155,320,000 90.01%

佐賀２０８号　諸富高架橋舗装工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2022/04/01～2022/11/30
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月18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） 180,389,000 162,580,000 90.13%

佐賀２０８号　川副１号橋下部工（Ａ１）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2022/01/21～2023/03/24
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4年1月20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） 290,961,000 263,670,000 90.62%

佐賀２０８号　諸富ＩＣ舗装（１工区）工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2022/03/01～2022/12/23
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　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4年1月25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） 191,092,000 174,130,000 91.12%

佐賀２０８号諸富地区４号函渠設置工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先
2022/01/29～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年1月28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） 526,581,000 477,950,000 90.76%

（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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