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令和４年度筑後川水系久留米地区保全（その１）工事
久留米出張所管内（筑後川、広川、宝満川、新宝満川、安良川、高良
川）
2022/05/11～2023/01/31

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5月10日
濱崎建設（株）
福岡県久留米市宮ノ陣６－２７－１６

6290001049432
一般競争
（総合評価） 146,289,000 132,385,000 90.50%

令和４年度筑後川水系大川地区保全工事
大川出張所管内（筑後川、田手川、広川）
2022/05/13～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月12日
（有）英興建設
福岡県柳川市有明町２５３５－２２

3290002053064
一般競争
（総合評価） 72,820,000 66,880,000 91.84%

令和４年度筑後川水系日田地区保全工事
日田出張所管内（筑後川、花月川、庄手川、玖珠川、隈川）
2022/05/13～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月12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） 46,013,000 41,800,000 90.84%

令和４年度筑後川水系久留米地区保全（その２）工事
久留米出張所管内（筑後川、広川、宝満川、新宝満川、安良川、高良
川）
2022/05/13～2023/01/31

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5月12日
山川建設（株）
福岡県小郡市平方２０８番地１

3290001050517
一般競争
（総合評価） 137,588,000 127,270,000 92.50%

令和４年度筑後川水系片ノ瀬地区保全（その２）工事
片ノ瀬出張所管内（筑後川、巨瀬川、佐田川、小石原川）
2022/05/25～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月24日
濱崎建設（株）
福岡県久留米市宮ノ陣６－２７－１６

6290001049432
一般競争
（総合評価） 105,809,000 100,100,000 94.60%

令和４年度筑後川水系片ノ瀬地区保全（その１）工事
片ノ瀬出張所管内（筑後川、巨瀬川、佐田川、小石原川）
2022/05/27～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月26日
九州環境建設（株）
福岡県久留米市津福本町１６４９－５１

4290001048626
一般競争
（総合評価） 108,647,000 99,000,000 91.12%

令和４年度筑後川水系吉井地区保全（その３）工事
吉井出張所管内（筑後川、隈ノ上川、分水路（大石・原鶴・千年）
2022/05/27～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月26日
山一建設工業（株）
福岡県久留米市草野町吉木２５０５－１

7290001049712
一般競争
（総合評価） 103,829,000 95,590,000 92.06%

令和４年度筑後川水系吉井地区保全（その２）工事
吉井出張所管内（筑後川、隈ノ上川、分水路（大石・原鶴・千年）
2022/05/28～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月27日
森部建設（株）
福岡県朝倉市長渕６１８

9290001044208
一般競争
（総合評価） 103,829,000 96,470,000 92.91%

令和４年度筑後川水系吉井地区保全（その１）工事
吉井出張所管内（筑後川、隈ノ上川、分水路（大石・原鶴・千年）
2022/05/28～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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5月27日
（株）高山組
福岡県うきは市吉井町徳丸３２５－１

5290001001666
一般競争
（総合評価） 103,829,000 95,700,000 92.17%

令和４年度田川管内伊田地区河川維持管理工事
福岡県田川市
2022/05/11～2022/12/15
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4年5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） 41,976,000 38,390,000 91.46%

令和４年度田川管内金田・方城地区河川維持管理工事
福岡県田川郡福智町
2022/05/11～2022/12/15
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4年5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） 25,795,000 23,430,000 90.83%

令和４年度田川管内中元寺川地区河川維持管理工事
福岡県田川郡糸田町外
2022/05/11～2022/12/15
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4年5月10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） 54,703,000 50,050,000 91.49%

令和４年度直方管内右岸部河川維持管理工事
福岡県直方市外
2022/05/12～2022/12/15
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4年5月11日
田丸造園建設（株）
福岡県直方市大字上頓野２６８１

9290801014194
一般競争
（総合評価） 49,588,000 43,934,000 88.60%

令和４年度直方管内中央部河川維持管理工事
福岡県直方市外
2022/05/13～2022/12/15
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4年5月12日
（株）英建設
福岡県鞍手郡小竹町御徳２０２６－３

3290801014712
一般競争
（総合評価） 65,538,000 58,410,000 89.12%

令和４年度直方管内左岸部河川維持管理工事
福岡県直方市外
2022/05/13～2022/12/15
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4年5月12日
（株）英建設
福岡県鞍手郡小竹町御徳２０２６－３

3290801014712
一般競争
（総合評価） 49,456,000 44,198,000 89.37%

令和４年度田川管内金辺川地区河川維持管理工事
福岡県田川市外
2022/05/14～2022/12/15
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4年5月13日
清水丸源建設（株）
福岡県田川市大字糒６５６－１

4290801016360
一般競争
（総合評価） 29,348,000 26,554,000 90.48%

令和４年度田川管内大任・添田地区河川維持管理工事
福岡県田川郡大任町外
2022/05/14～2022/12/15
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4年5月13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） 61,303,000 54,609,500 89.08%

令和４年度　中村大学前交差点改良外工事
福岡県福岡市城南区別府地先外
2022/05/28～2023/02/28
維持修繕工事

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

令和4年5月27日
福岡道路（株）
福岡県福岡市東区馬出１丁目１番１９号

9290001005829
一般競争
（総合評価） 188,309,000 172,370,000 91.54%

令和４年度北九州国道東部地域環境基礎調査（大気質外）業務
福岡県京都郡みやこ町〜福岡県行橋市
2022/05/12～2023/01/31
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　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5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） 33,869,000 26,961,000 79.60%

令和４年度北九州国道東部地域環境基礎調査（動物）業務
福岡県京都郡みやこ町〜福岡県行橋市
2022/05/12～2023/01/31
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　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5月11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） 31,515,000 25,091,000 79.62%

令和４年度牛津川遊水地（その１）用地調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2022/05/10～2023/01/31
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　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5月9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） 29,744,000 23,419,000 78.74%
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令和４年度牛津川遊水地（その２）用地調査等業務
佐賀県小城市小城町池上地内
2022/05/10～2023/01/31
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　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5月9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） 29,326,000 23,122,000 78.84%

令和４年度武雄管内構造物修繕測量設計業務
佐賀県武雄市
2022/05/26～2023/03/24
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　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5月25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
（総合評価） 34,881,000 29,700,000 85.15%

開成電線共同溝（その１）工事
佐賀県佐賀市開成２丁目地先
2022/05/11～2023/03/31
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年5月10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） 159,929,000 144,100,000 90.10%

開成電線共同溝（その１）工事
佐賀県佐賀市開成２丁目地先
2022/05/11～2023/03/31
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年5月10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） 159,929,000 144,100,000 90.10%

令和４年度佐賀導水路管内外維持工事
佐賀県佐賀市金立町大字千布地先外
2022/05/10～2023/03/31
維持修繕工事

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

令和4年5月9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） 85,228,000 80,850,000 94.86%

令和４年度　嘉瀬川ダム原石山法面対策工事
佐賀県佐賀市富士町畑瀬地先
2022/05/27～2023/03/31
法面処理工事

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

令和4年5月26日
東興ジオテック（株）
東京都中央区銀座７－１２－７

1010401019083
一般競争
（総合評価） 188,144,000 169,730,000 90.21%

令和４年度本明川ダム外用地調査等業務
長崎県諫早市地内
2022/05/10～2023/01/31
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　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5月9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） 29,744,000 25,080,000 84.32%

令和４年度熊本３号四方寄南交差点外道路照明灯設置工事
熊本県熊本市北区四方寄地先　四方寄南交差点外
2022/05/27～2023/02/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月26日
（有）藤電気
熊本県熊本市中央区水前寺１－８－１１

8330002009098
一般競争
（総合評価） 75,647,000 70,752,000 93.53%

令和４年度宇土道路裁決申請図書作成等業務
熊本県宇土市地内
2022/05/26～2023/02/28
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　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5月25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 8,426,000 8,085,000 95.95%

令和４年度川辺川測量設計等業務
熊本県球磨郡相良村、五木村
2022/05/20～2023/03/31
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　齋　藤　正　徳
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和4年5月19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） 18,260,000 14,465,000 79.22%

令和４年度　菊池川水系水文資料整理業務
熊本県山鹿市山鹿１７８
2022/05/17～2022/12/23
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4年5月16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 16,643,000 13,189,000 79.25%

令和４年度湯浦川５用地調査等業務
熊本県阿蘇市湯浦地内外
2022/05/24～2022/11/20
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　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和4年5月23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 25,982,000 24,090,000 92.72%

令和４年度湯浦川２用地調査等業務
熊本県阿蘇市湯浦地内
2022/05/24～2022/11/20
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　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和4年5月23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 23,793,000 22,110,000 92.93%

令和４年度大分１０号南宇佐歩道整備外用地調査等業務
大分県宇佐市大字南宇佐地内外
2022/05/03～2023/02/24
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　河崎　拓実
大分市西大道１丁目１番７１号

令和4年5月2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） 28,556,000 22,418,000 78.51%

令和４年度大野川上流管内河川維持修繕工事
大野川水系直轄管理区間
2022/05/07～2023/03/31
維持修繕工事

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

令和4年5月6日
利光建設工業（株）
大分県大分市新栄町８ー１１

3320001001961
一般競争
（総合評価） 70,147,000 65,890,000 93.93%

令和４年度大分管内交通安全施設測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2022/05/11～2022/12/28
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
大分河川国道事務所長　河崎　拓実
大分市西大道１丁目１番７１号

令和4年5月10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） 28,072,000 22,330,000 79.55%

令和４年度日南・志布志道路用地取得関係資料作成業務
宮崎県日南市地内
2022/05/19～2023/03/20
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　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5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） 12,419,000 12,100,000 97.43%

令和４年度日南防災（宮浦〜鵜戸）外用地調査等業務
宮崎県日南市地内
2022/05/19～2023/02/28
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　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5月18日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527
指名競争契約
（総合評価） 20,889,000 16,379,000 78.41%

宮崎１０号太郎坊地区第２号函渠設置外工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2022/05/12～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月11日
九州建設工業（株）
宮崎県宮崎市天満２－６－１３

2350001005515
一般競争
（総合評価） 288,717,000 260,150,000 90.11%

令和４年度宮崎海岸モニタリング深浅測量業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/05/10～2023/02/28
測量

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5月9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） 68,002,000 55,440,000 81.53%

令和４年度宮崎管内河川測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/05/10～2023/03/27
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　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5月9日
（株）共同技術コンサルタント
宮崎県宮崎市大島町山田ケ窪１９２６－
１

1350001000467
指名競争契約
（総合評価） 34,683,000 29,150,000 84.05%
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令和４年度宮崎管内橋梁耐震補強・補修設計外業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/05/13～2023/02/28
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　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5月12日
中央コンサルタンツ（株）
愛知県名古屋市中区丸の内３－２２－１

9180001026134
指名競争契約
（総合評価） 26,290,000 20,955,000 79.71%

令和４年度大淀川・小丸川河川水辺環境調査（魚類・底生）業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/05/10～2023/02/28
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　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5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） 29,436,000 23,419,000 79.56%

令和４年度吉尾地区無電柱化整備（その１）工事
宮崎県都城市吉尾町地先
2022/05/12～2023/03/17
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月11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） 142,351,000 127,600,000 89.64%

令和４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
2022/05/19～2023/03/24
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　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5月18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） 34,991,000 28,270,000 80.79%

令和４年度　五ヶ瀬川水系水位流量曲線作成及び水文資料整理業
務
延岡河川国道事務所管内
2022/05/27～2023/02/28

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　麻　生　　宏　斉
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和4年5月26日
（株）測進開発
宮崎県宮崎市大字跡江６６０

5350002017127 指名競争契約 7,887,000 6,347,000 80.47%

肝属川波見地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡肝付町波見地区
2022/07/01～2023/03/15
一般土木工事

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

令和4年5月16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） 158,400,000 142,450,000 89.93%

春松川渓流保全工（第一工区）工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先
2022/05/18～2023/03/15
一般土木工事

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

令和4年5月17日
（株）森山（清）組
鹿児島県鹿児島市唐湊１－１３－２５

9340001004370
一般競争
（総合評価） 185,240,000 165,660,000 89.43%

持木川中流渓流保全工（第一工区）工事
鹿児島県鹿児島市持木町地先
2022/05/24～2023/03/15
一般土木工事

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

令和4年5月18日
（株）森組
鹿児島県垂水市市木２２８－１

4340001014168
一般競争
（総合評価） 198,924,000 178,002,000 89.48%

Ｒ４大隅管内道路不法占用物件調査業務
大隅河川国道事務所管内
2022/05/26～2022/12/28
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　安　藤　　　詳
平
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和4年5月25日
（株）アジア技術コンサルタンツ
鹿児島県鹿児島市南郡元町２５－１

4340001000275 指名競争契約 2,849,000 2,530,000 88.80%

Ｒ４肝属川川西地区上流護岸設計業務
鹿児島県鹿屋市川西地先
2022/05/14～2022/12/28
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　大隅河川国道事務所長　安　藤　　　詳
平
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和4年5月13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
（総合評価） 17,699,000 14,135,000 79.86%

Ｒ４肝属川川西地区中流護岸設計業務
鹿児島県鹿屋市川西地先
2022/05/14～2022/12/28
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　大隅河川国道事務所長　安　藤　　　詳
平
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和4年5月13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） 17,699,000 14,124,000 79.80%

Ｒ４牛根境地区外環境調査業務
鹿児島県垂水市牛根境外
2022/05/12～2023/01/31
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　安　藤　　　詳
平
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和4年5月11日
中央復建コンサルタンツ（株）
大阪府大阪市東淀川区東中島４－１１
－１０

3120001056860
指名競争契約
（総合評価） 46,948,000 38,159,000 81.28%

令和４・５年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修工事
鹿児島県薩摩川内市平佐町地内
2022/05/19～2024/01/31
橋梁補修工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月18日
こうかき建設（株）
鹿児島県鹿児島市小野４－３－１９

1340001001607
一般競争
（総合評価） 442,541,000 395,230,000 89.31%

令和４年度国道３号御陵下地区電線共同溝外工事
鹿児島県薩摩川内市御陵下地内外
2022/05/27～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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5月26日
（株）久保工務店
鹿児島県鹿児島市高麗町３７－２１

8340001000131
一般競争
（総合評価） 164,835,000 164,670,000 99.90%

緑川ダム管理所防水改修その他工事
熊本県下益城郡美里町畝野3456
2022/05/12～2022/10/31
建築工事

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5月11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 15,565,000 11,880,000 76.33%

令和４年度　大川佐賀道路（１５ー２工区）建物調査等業務
佐賀県佐賀市川副町地内
2022/05/20～2023/03/15
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　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5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） 28,765,000 24,420,000 84.89%

令和４年度ダイオキシン類等分析業務
久留米市高野一丁目３番１号
2022/06/01～2023/03/09
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　九州技術事務所長　小串　俊幸
久留米市高野１－３－１

令和4年5月31日
東和環境科学（株）
広島県広島市中区舟入町６－５

5240001018450
指名競争契約
（総合評価） 13,882,000 12,540,000 90.33%

令和４・５年度九州管内橋梁診断（その４）業務
九州地方整備局管内（鹿児島県、宮崎県）
2022/05/20～2023/07/31
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　九州道路メンテナンスセンター長　猪狩
名人
福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号　福岡合同庁舎本館

令和4年5月19日
国際航業（株）
東京都新宿区北新宿２－２１－１

9010001008669
指名競争契約
（総合評価） 36,124,000 29,029,000 80.36%

令和４・５年度九州管内橋梁診断（その３）業務
九州地方整備局管内（佐賀県、長崎県、熊本県）
2022/05/20～2023/07/31
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　九州道路メンテナンスセンター長　猪狩
名人
福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号　福岡合同庁舎本館

令和4年5月19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） 30,140,000 25,850,000 85.77%

令和４・５年度九州管内橋梁診断（その２）業務
九州地方整備局管内（福岡県、大分県）
2022/05/20～2023/07/31
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　九州道路メンテナンスセンター長　猪狩
名人
福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号　福岡合同庁舎本館

令和4年5月19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） 47,190,000 37,664,000 79.81%

（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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