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令和４年度公共事業労務費調査（その１）業務
九州地方整備局
2022/07/01～2023/02/24
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4年6月30日
（一財）経済調査会
東京都港区新橋６－１７－１５

1010005002667 指名競争契約 13,948,000 13,860,000 99.37%

令和４年度公共事業労務費調査（その２）業務
九州地方整備局
2022/07/01～2023/02/24
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4年6月30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 16,016,000 13,530,000 84.48%

九州地方整備局路側情報収集装置設置外工事
九州地方整備局管内
2022/06/20～2023/01/31
通信設備工事

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4年6月10日
（株）ＳＹＳＫＥＮ
熊本県熊本市中央区萩原町１４番４５号

3330001003635
一般競争
（総合評価） 136,180,000 124,850,000 91.68%

令和４年度営繕部図面作成業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2022/06/08～2023/03/30
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4年6月7日
（株）栗林設計
山口県山口市下小鯖２１９２－１０

7250001000190 指名競争契約 3,587,100 2,057,000 57.34%

鹿児島第２合同庁舎（Ｒ４）改修外設備設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2022/06/18～2022/12/28
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4年6月17日
（株）ニューロファジィ
福岡県福岡市中央区清川３－２１－９

2290001009571 指名競争契約 4,892,800 4,290,000 87.68%

唐津法務支局（Ｒ４）建築改修その他工事
佐賀県唐津市千代田町2109番地63
2022/06/17～2022/11/18
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4年6月16日
白石建設（株）
長崎県平戸市戸石川町４８０－１

9310001010495
一般競争
（総合評価） 25,454,000 24,090,000 94.64%

令和４年度筑後川河川事務所管内地盤変動影響事前調査等業務
福岡県久留米市京町地内
2022/06/17～2023/01/13
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4年6月16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 9,988,000 7,843,000 78.52%

令和４年度筑後川瀬ノ下地区地盤変動影響事前調査業務
福岡県久留米市京町地内
2022/06/17～2023/01/13
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4年6月16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 9,999,000 7,854,000 78.55%

令和４年度筑後川津辻地区（下流）地盤変動影響事前調査業務
大分県日田市大字石井
2022/07/01～2023/01/10
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4年6月30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） 13,024,000 10,241,000 78.63%

令和４年度筑後川津辻地区（上流）地盤変動影響事前調査業務
大分県日田市大字石井
2022/07/01～2023/01/10
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4年6月30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
（総合評価） 13,816,000 10,857,000 78.58%

令和４年度筑後川河川事務所管内機械設備改修設計業務
佐賀県神埼市千代田町大字中津外
2022/07/01～2023/03/15
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
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6月30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） 27,940,000 22,627,000 80.98%

令和４年度　筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務
筑後川・矢部川水系
2022/06/11～2023/02/28
測量

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6月10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 14,630,000 11,770,000 80.45%

令和４年度　枝光上流排水機場受変電設備増設工事
福岡県久留米市東合川千出町地先　枝光上流排水機場
2022/06/08～2023/03/15
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
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6月7日
西部電業（株）
福岡県久留米市西町１１３９－１５

6290001049028
一般競争
（総合評価） 52,349,000 48,400,000 92.46%

令和４年度　陣屋川排水機場受変電設備外設置工事
福岡県久留米市北野町中島３０５－６－１　陣屋川排水機場
2022/06/21～2023/03/15
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
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6月20日
西部電業（株）
福岡県久留米市西町１１３９－１５

6290001049028
一般競争
（総合評価） 74,404,000 68,750,000 92.40%

令和４年度４９７号今宿道路外補償説明等業務
福岡国道事務所管内
2022/06/02～2023/02/28
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　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6月1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
（総合評価） 24,904,000 19,514,000 78.36%

福岡２０１号　新城戸橋床版工事
福岡県糟屋郡篠栗町内住地先
2022/06/23～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
アスミオ．（株）
福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９－４

8290001000302
一般競争
（総合評価） 187,825,000 183,700,000 97.80%

福岡国道北部地区改築保全工事
福岡県糟屋郡篠栗町篠栗〜内住地先、福岡県糸島市二丈石崎地先
2022/06/23～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）環境施設
福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０

7290001031158
一般競争
（総合評価） 170,302,000 155,100,000 91.07%

令和４年度　吉田交差点改良外工事
福岡県八女市吉田地先
2022/06/17～2023/03/24
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6月16日
（株）堤組
福岡県柳川市大和町皿垣開７

8290001053052
一般競争
（総合評価） 199,078,000 182,050,000 91.45%

令和４年度　福岡国道管内防災点検外業務
福岡国道事務所管内
2022/06/03～2023/03/15
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　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6月2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） 39,677,000 32,208,000 81.18%

令和４年度　福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務
福岡国道事務所管内
2022/06/03～2023/03/31
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　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6月2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） 113,531,000 92,400,000 81.39%

令和４年度　福岡国道管内南部地区橋梁外構造物補修設計業務
福岡国道事務所管内
2022/06/03～2023/03/31
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　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6月2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） 103,686,000 88,341,000 85.20%

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）
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令和４年度　久留米維持管内舗装修繕工事
福岡県久留米市荒木町荒木地先
2022/06/10～2022/12/28
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　仲　谷　　俊　昭
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和4年6月9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） 118,712,000 107,558,000 90.60%

令和４年度　別府大橋耐震補強設計業務
福岡国道事務所管内
2022/06/30～2023/02/28
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　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6月29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） 58,861,000 47,080,000 79.99%

令和４・５年度　福岡国道管内南部地区橋梁点検業務
福岡国道事務所管内
2022/06/30～2024/02/29
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　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6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） 82,049,000 65,472,000 79.80%

福岡３号野間地区改良工事
福岡県遠賀郡岡垣町野間地先
2022/06/09～2023/02/28
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6月8日
九特興業（株）
福岡県飯塚市潤野１１３３番地６

5290001045829
一般競争
（総合評価） 103,939,000 96,030,000 92.39%

令和４年度北九州国道管内交通状況調査業務
北九州国道事務所管内
2022/06/14～2023/02/28
測量

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6月13日
環境テクノス（株）
福岡県北九州市戸畑区中原新町２－４

3290801000778 指名競争契約 18,920,000 15,004,000 79.30%

令和４年度北九州国道管内測量業務
北九州国道事務所管内
2022/06/11～2022/12/28
測量

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6月10日
村井測量設計（株）
福岡県北九州市八幡西区陣原３－１５
－１２

5290801010684 指名競争契約 15,136,000 12,012,000 79.36%

令和４・５年度八幡管内橋梁点検補修設計業務
八幡維持出張所管内
2022/06/21～2023/08/31
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　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6月20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） 67,892,000 54,230,000 79.88%

令和４・５年度行橋筑豊管内橋梁点検補修設計業務
行橋維持出張所・筑豊維持出張所管内
2022/06/21～2023/08/31
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　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6月20日
エイコー・コンサルタンツ（株）
福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２

3290001000851
指名競争契約
（総合評価） 55,913,000 44,935,000 80.37%

令和４年度　武雄河川事務所管内測量設計業務
武雄河川事務所管内
2022/06/03～2022/12/31
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6月2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） 25,685,000 23,100,000 89.94%

令和４年度　六角川水系地質調査業務
武雄河川事務所管内
2022/06/15～2022/12/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14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） 22,077,000 18,260,000 82.71%

和多田排水機場除塵設備改修工事
佐賀県唐津市和多田地先
2022/06/17～2023/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月16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） 178,970,000 165,550,000 92.50%

武雄管内排水機場操作制御設備修繕工事
武雄河川事務所管内
2022/06/21～2023/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月20日
（株）荏原電産
東京都大田区羽田旭町１１－１

3010801001754
一般競争
（総合評価） 102,630,000 101,200,000 98.61%

石志１号排水樋管機械設備工事
佐賀県唐津市石志地先
2022/07/01～2023/03/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30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） 37,983,000 35,860,000 94.41%

令和４年度国道３号鳥栖拡幅外事業損失事前調査業務
佐賀県鳥栖市曽根崎町外
2022/06/16～2022/12/15
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4年6月15日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ヶ江５－８－１１

1300001001362 指名競争契約 9,614,000 9,130,000 94.97%

令和４年度国道３４号神埼佐賀拡幅外物件調査等業務
佐賀県神埼市神埼町外
2022/06/25～2023/02/28
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年6月24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） 22,077,000 18,700,000 84.70%

令和４年度　佐賀国道改築事業積算技術業務
佐賀国道事務所管内
2022/06/18～2023/03/31
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年6月17日

令和４年度　佐賀国道改築事業積算技術業
務九州建設マネジメントセンター・アイデベ
ロップコンサルタンツ設計共同体
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９

一般競争
（総合評価） 106,535,000 102,850,000 96.54%

佐賀３号原地区外改築工事
佐賀県鳥栖市原町地先
2022/06/24～2023/03/20
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6月23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） 237,314,000 217,800,000 91.78%

令和４年度　佐賀国道管内調査測量設計業務
佐賀国道事務所管内
2022/06/02～2023/02/17
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年6月1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） 15,059,000 11,913,000 79.11%

令和４年度佐賀国道管内不法占用物件適正化業務
佐賀国道事務所管内
2022/06/28～2022/12/28
測量

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6月27日
（株）東洋測量設計
佐賀県武雄市武雄町大字武雄５０１４－
１

7300001004640 指名競争契約 2,860,000 2,860,000 100.00%

令和４年度佐賀国道防災カルテ点検外業務
佐賀国道事務所管内
2022/06/29～2023/02/28
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年6月28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） 28,237,000 22,495,000 79.66%

令和４年度城原川ダム土捨場外用地調査等（その１）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2022/06/17～2023/02/28
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　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6月16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） 22,979,000 18,084,000 78.70%
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令和４年度城原川ダム土捨場外用地調査等（その２）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2022/06/18～2023/02/28
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　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6月17日
（株）旭鑑定補償
福岡県福岡市中央区白金２－１１－９

6290001011160
指名競争契約
（総合評価） 22,154,000 17,435,000 78.70%

令和４年度　城原川ダム付替県道１号橋梁予備設計業務
佐賀県佐賀市
2022/06/02～2023/02/28
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　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6月1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） 19,844,000 15,829,000 79.77%

令和４年度　城原川ダム周辺施設地質調査業務
佐賀県神埼市
2022/06/03～2022/12/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月2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） 19,701,000 15,983,000 81.13%

令和４年度　城原川ダム周辺ＵＡＶレーザ測量業務
佐賀県神埼市
2022/06/15～2022/12/28
測量

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6月14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） 14,905,000 12,045,000 80.81%

令和４年度　城原川ダム調査横坑外１件工事
佐賀県神埼市脊振町広滝地先
2022/07/01～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30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） 264,275,000 262,900,000 99.48%

令和４年度佐賀河川事務所管内測量及び設計業務
佐賀県佐賀市外
2022/06/04～2023/02/28
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　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6月3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） 22,055,000 17,710,000 80.30%

令和４年度国道３４号大村諫早拡幅（中里地区外）用地調査等業務
長崎県大村市中里町外地内
2022/07/01～2023/02/28
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　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6月30日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ヶ江５－８－１１

1300001001362
指名競争契約
（総合評価） 39,600,000 31,251,000 78.92%

長崎４９７号栗越地区構造物設置工事
長崎県佐世保市江迎町栗越地先
2022/07/01～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月16日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 244,783,000 223,135,000 91.16%

長崎４９７号松浦４号橋下部工工事
長崎県松浦市志佐町浦免地先
2022/07/11～2023/02/28
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4年6月21日
（株）谷川建設
長崎県長崎市岡町９－１

3310001001095
一般競争
（総合評価） 71,830,000 71,500,000 99.54%

長崎４９７号庄野免地区改良２期工事
長崎県松浦市志佐町浦免地先
2022/07/01～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月23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） 153,109,000 138,435,000 90.42%

長崎河川国道事務所管内電線共同溝調査設計業務
長崎河川国道事務所管内
2022/06/04～2023/03/10
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4年6月3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） 54,703,000 44,000,000 80.43%

令和４年度長崎管内南部地区維持修繕測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2022/07/01～2023/02/28
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　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6月30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） 38,896,000 31,900,000 82.01%

令和４年度長崎管内北部地区維持修繕測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2022/07/01～2023/02/28
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　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6月30日
Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント（株）
長崎県佐世保市田原町９－１５

4310001005772
指名競争契約
（総合評価） 35,211,000 29,700,000 84.35%

令和４年度本明川水系河川水辺の国勢調査（河川環境基図）外業務
長崎県諫早市
2022/06/21～2023/02/28
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　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6月20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） 22,858,000 18,183,000 79.55%

令和４年度　国道５７号富津防災地質調査業務
長崎県雲仙市小浜町富津地先
2022/06/07～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月6日
日本地研（株）
福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

8290001015267
指名競争契約
（総合評価） 23,166,000 19,085,000 82.38%

令和４年度雲仙岳航空レーザー測量業務
島原市、南島原市、雲仙市
2022/07/01～2023/02/28
測量

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6月30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） 32,505,000 26,257,000 80.78%

令和４年度国道５７号大津熊本道路（その１）用地調査等業務
熊本県合志市合生地内
2022/06/15～2023/03/10
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　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6月14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
（総合評価） 43,043,000 34,100,000 79.22%

令和４年度国道５７号大津熊本道路（その２）用地調査等業務
熊本県合志市御代志　地内外
2022/06/15～2023/03/10
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　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6月14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
（総合評価） 38,720,000 30,635,000 79.12%

令和４年度国道５７号大津熊本道路（その３）外用地調査等業務
熊本県合志市御代志地内外
2022/06/15～2023/03/10
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　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6月14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） 35,662,000 28,347,000 79.49%

保田窪宿舎外壁改修外工事
熊本県熊本市東区保田窪５－９－１２７外
2022/06/28～2022/12/15
建築工事

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6月27日
住商産業（株）
熊本県熊本市東区小山４‐９‐７０

9330001002359
指名競争契約
（総合評価） 31,922,000 29,326,000 91.87%

白川管内土砂撤去及び維持管理工事
白川出張所管内（白川）
2022/06/25～2023/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月24日
大政建設（株）
熊本県熊本市西区花園４－８－６

7330001002732
一般競争
（総合評価） 114,037,000 103,730,000 90.96%
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緑川水系上流部土砂撤去及び維持管理工事
緑川上流出張所管内（緑川、支川御船川）
2022/06/29～2023/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28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） 149,754,000 136,070,000 90.86%

令和４年度　白川緑川流況資料整理業務
白川水系、緑川水系
2022/06/11～2023/01/31
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4年6月10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 7,381,000 6,864,000 93.00%

令和４年度　白川緑川水文観測資料整理業務
熊本県熊本市東区
2022/06/11～2023/02/28
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4年6月10日
（株）エコー設計
熊本県熊本市東区花立５－１４－３２

1330001000502 指名競争契約 15,378,000 14,300,000 92.99%

令和４年度　矢部清和道路（矢部地区その１）路線測量業務
熊本河川国道事務所管内
2022/06/03～2023/02/28
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4年6月2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 39,292,000 36,520,000 92.95%

令和４年度　矢部清和道路（矢部地区その２）路線測量業務
熊本河川国道事務所管内
2022/06/03～2023/02/28
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4年6月2日
（株）熊本建設コンサルタント
熊本県熊本市東区榎町１６－５２

6330001001405 指名競争契約 31,493,000 29,260,000 92.91%

令和４年度　矢部清和道路（清和地区）路線測量業務
熊本河川国道事務所管内
2022/06/03～2023/02/28
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4年6月2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 30,096,000 28,600,000 95.03%

令和４年度　中九州横断道路測量設計外業務
熊本河川国道事務所管内
2022/06/29～2023/02/28
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　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6月28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） 31,427,000 24,904,000 79.24%

令和４年度願成寺町地区事業損失事前調査業務
熊本県人吉市願成寺町地内
2022/06/17～2022/10/31
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　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6月16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 7,458,000 7,095,000 95.13%

Ｒ４球磨川小柿地区掘削工事
熊本県人吉市中神町小柿地先
2022/06/25～2023/02/28
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6月24日
丸昭建設（株）
熊本県人吉市西間上町２４７９－１

4330001016000
一般競争
（総合評価） 149,963,000 146,960,000 98.00%

令和４年度八代管内道路積算技術業務
八代河川国道事務所管内
2022/06/02～2023/03/31
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　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6月1日
令和４年度八代管内道路積算技術業務九州建
設マネジメントセンター・日本振興設計共同体
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目５番１９号

一般競争
（総合評価） 265,848,000 257,400,000 96.82%

熊本３号永尾地区改良２工区外工事
熊本県水俣市袋地先
2022/06/28～2023/01/31
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6月27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） 203,005,000 185,900,000 91.57%

熊本３号中尾山トンネル監査路２工区外工事
熊本県水俣市長野地先
2022/06/28～2023/02/28
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6月27日
岩田建設（株）
熊本県下益城郡美里町遠野２６８番地１

1330001013074
一般競争
（総合評価） 135,135,000 128,700,000 95.24%

熊本３号野川川橋上部工工事
熊本県水俣市長崎地先
2022/08/01～2023/05/31
鋼橋上部工事

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6月27日
清本鉄工（株）
宮崎県延岡市土々呂町６－１６３３

4350001006701
一般競争
（総合評価） 181,764,000 166,100,000 91.38%

熊本３号永尾地区改良３工区外工事
熊本県水俣市袋地先外
2022/08/01～2023/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　宗　　琢万
八代市萩原町１－７０８－２

令和4年6月28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） 185,306,000 169,400,000 91.42%

令和４年度緑川大橋橋梁修正設計業務
八代河川国道事務所管内
2022/06/29～2023/03/10
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　宗　　琢万
八代市萩原町１－７０８－２

令和4年6月28日
（株）千代田コンサルタント
東京都千代田区神田須田町２－６

5011501013443
指名競争契約
（総合評価） 121,759,000 97,515,000 80.09%

令和４年度ダムサイト周辺地質調査（その１）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/15～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14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） 39,864,000 33,275,000 83.47%

令和４年度ダムサイト周辺地質調査（その２）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/15～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14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） 39,006,000 32,329,000 82.88%

令和４年度ダムサイト周辺地質調査（その３）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/15～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14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） 38,797,000 32,307,000 83.27%

令和４年度藤田下流地区地質調査（その１）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/15～2023/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14日
（株）九州地質コンサルタント
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－２１

9290001012503
指名競争契約
（総合評価） 28,182,000 24,739,000 87.78%

令和４年度藤田下流地区地質調査（その２）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/15～2023/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14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） 25,432,000 21,010,000 82.61%

令和４年度藤田地区地質調査（その１）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/15～2023/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14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） 24,673,000 20,625,000 83.59%
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令和４年度藤田地区地質調査（その２）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/15～2023/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月14日
川崎地質（株）
東京都港区三田２－１１－１５

7010401037591
指名競争契約
（総合評価） 21,175,000 17,468,000 82.49%

川辺川管内砂防施設設計業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/06/14～2023/03/17
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　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6月13日
砂防エンジニアリング（株）
埼玉県川越市富士見町３１番９

7030001054845
指名競争契約
（総合評価） 35,332,000 29,018,000 82.13%

令和４年度元玉名地区外用地調査等業務
熊本県玉名市玉名地内外
2022/06/16～2023/01/31
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　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6月15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 26,180,000 24,310,000 92.86%

菊池川改修附帯菰田橋下部工（Ａ２）及び取付道路工事
熊本県玉名郡和水町下津原地先
2022/08/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月30日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 104,786,000 95,700,000 91.33%

令和４年度菊池川水系河川水辺の国勢調査（環境基図）業務
菊池川河川事務所管内
2022/06/21～2022/12/15
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　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6月20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） 46,453,000 36,960,000 79.56%

令和４年度菊池川水系河川水辺の国勢調査（システム構築）外業務
菊池川河川事務所管内
2022/06/21～2022/12/15
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　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6月20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） 10,010,000 7,931,000 79.23%

令和４年度八代復興事務所管内（坂本地区外）用地調査等業務
熊本県八代市地内外
2022/06/11～2023/02/28
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月10日

（株）旭鑑定補償
福岡県福岡市中央区白金２－１１－９

6290001011160
指名競争契約
（総合評価） 39,457,000 30,987,000 78.53%

令和４年度球磨川支川護岸測量設計外業務
八代復興事務所管内
2022/06/28～2023/03/31
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月27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） 27,533,000 21,835,000 79.30%

Ｒ４県道災害復旧　坂本地区擁壁工（その２）外工事
熊本県八代市坂本町中谷地先外
2022/07/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月6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） 284,218,000 265,430,000 93.39%

Ｒ４県道災害復旧　白石地区擁壁工（その４）工事
熊本県葦北郡芦北町白石地先
2022/09/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月8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） 289,850,000 271,150,000 93.55%

Ｒ４県道災害復旧　西部地区擁壁工（その２）外工事
熊本県八代市坂本町西部い地先外
2022/07/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月10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） 279,785,000 254,870,000 91.09%

Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３）外工事
熊本県八代市坂本町川嶽地先外
2022/07/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月13日

（株）福岡建設
熊本県八代市大村町３４８

6330001013697
一般競争
（総合評価） 280,192,000 264,000,000 94.22%

令和４年度国道２１９号外災害復旧測量設計（その１）業務
八代復興事務所管内
2022/06/14～2023/03/31
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6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） 55,737,000 46,200,000 82.89%

令和４年度国道２１９号外災害復旧測量設計（その２）業務
八代復興事務所管内
2022/06/14～2023/03/31
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　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月13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） 52,492,000 42,020,000 80.05%

Ｒ４国道災害復旧　西部地区擁壁工（その１）外工事
熊本県八代市坂本町西部ろ地先外
2022/07/22～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月14日

（資）三共建設
熊本県八代市本町１丁目１３－２２

4330003003178
一般競争
（総合評価） 276,540,000 251,900,000 91.09%

Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その５）外工事
熊本県八代市坂本町川嶽地先外
2022/06/20～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月14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） 283,789,000 261,668,000 92.21%

Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その４）外工事
熊本県八代市坂本町川嶽地先外
2022/07/25～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月15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） 274,945,000 251,680,000 91.54%

Ｒ４国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その８）外工事
熊本県球磨郡球磨村神瀬地先外
2022/06/16～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月15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） 291,390,000 271,150,000 93.05%

Ｒ４県道災害復旧　西部地区擁壁工（その３）外工事
熊本県八代市坂本町西部い地先外
2022/07/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月17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） 265,419,000 241,890,000 91.14%

Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その６）外工事
熊本県八代市坂本町川嶽地先外
2022/07/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月20日

（株）江川組
熊本県八代市鏡町両出１３２４－１

6330001013838
一般競争
（総合評価） 283,613,000 258,885,000 91.28%

Ｒ４国道災害復旧　坂本地区擁壁工（その３）外工事
熊本県八代市坂本町荒瀬地先外
2022/09/30～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年6月22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） 288,926,000 275,000,000 95.18%
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花原川１砂防堰堤新設（４期）外工事
熊本県阿蘇市西湯浦地内・熊本県阿蘇市的石地内
2022/06/15～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和4年6月14日
（株）熊阿建設工業
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５３０－２

4330001012288
一般競争
（総合評価） 175,615,000 161,700,000 92.08%

西湯浦川１砂防堰堤設置（７期）工事
熊本県阿蘇市西湯浦地内
2022/06/18～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　阿蘇砂防事務所長　国土交通技官　　　吉
田　桂治

令和4年6月17日
（株）杉本建設
熊本県阿蘇市役犬原９８－３

9330001012267
一般競争
（総合評価） 207,823,000 198,000,000 95.27%

令和４年度湯浦川５砂防施設測量業務
阿蘇砂防事務所管内
2022/06/23～2022/12/16
測量

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6月22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） 15,576,000 12,386,000 79.52%

令和４年度冬野川外砂防施設測量業務
阿蘇砂防事務所管内
2022/06/23～2022/12/16
測量

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6月22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） 21,208,000 16,984,000 80.08%

令和４年度夜峰山砂防施設測量業務
阿蘇砂防事務所管内
2022/06/23～2022/12/16
測量

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6月22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） 20,515,000 16,335,000 79.62%

大分２１２号三光本耶馬渓道路跡田地区第５工区外改良工事
大分県中津市本耶馬渓町跡田地先外
2022/06/21～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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6月20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） 230,197,000 211,200,000 91.75%

令和４年度大分河川国道管内道路防災点検診断外業務
大分河川国道事務所管内
2022/06/11～2023/02/28
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
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6月10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） 28,611,000 23,738,000 82.97%

令和４・５年度日田国道維持管内橋梁点検業務
日田国道維持出張所管内
2022/06/14～2023/12/22
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6月13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） 54,120,000 43,703,000 80.75%

令和４・５年度大分維持管内橋梁点検業務
大分維持出張所管内
2022/06/14～2023/12/22
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6月13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） 46,024,000 36,795,000 79.95%

令和４・５年度中津維持管内橋梁点検業務
中津維持出張所管内
2022/06/14～2023/12/22
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6月13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） 38,456,000 31,240,000 81.24%

令和４年度　竹田阿蘇道路用地調査等業務
大分県竹田市　地内
2022/06/04～2023/03/15
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　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4年6月3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） 20,911,000 16,390,000 78.38%

令和４年度　番匠川水系樋門樋管ゲート無動力化設計外業務
番匠川水系直轄管理区間
2022/06/28～2022/12/28
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　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4年6月27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） 24,838,000 19,800,000 79.72%

令和４年度　番匠川樹木伐採外工事
大分県佐伯市稲垣地先外
2022/07/01～2023/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月30日
（株）盛田組
大分県佐伯市弥生大字小田１０８９－２

9320001009132
一般競争
（総合評価） 79,838,000 73,700,000 92.31%

令和４年度　佐伯管内交通安全事業測量設計外業務
佐伯河川国道事務所管内
2022/06/25～2023/02/28
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　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4年6月24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） 23,353,000 18,535,000 79.37%

令和４年度　国道１０号測量設計業務
佐伯河川国道事務所管内（国道１０号）
2022/06/25～2023/02/28
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　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4年6月24日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市田中町１－１－８

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 32,065,000 25,575,000 79.76%

令和４年度　国道５７号測量設計業務
佐伯河川国道事務所管内（国道５７号）
2022/06/25～2023/02/28
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　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4年6月24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） 26,554,000 21,076,000 79.37%

久留須川測量設計外（その２）業務
番匠川水系
2022/06/03～2023/02/28
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　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4年6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） 19,657,000 15,620,000 79.46%

久留須川測量設計外（その１）業務
番匠川水系
2022/06/03～2023/02/28
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　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4年6月2日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市田中町１－１－８

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 20,581,000 16,335,000 79.37%

久留須川測量設計外（その３）業務
番匠川水系
2022/06/03～2023/01/31
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　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4年6月2日
東洋測量設計（株）
大分県津久見市大字津久見５１５

8320201000247
指名競争契約
（総合評価） 14,135,000 14,025,000 99.22%

番匠川河川水辺の国勢調査（底生動物・環境基図作成）業務
番匠川水系
2022/06/03～2023/03/15
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　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4年6月2日
アジア航測（株）
東京都新宿区西新宿６－１４－１　新宿
グリーンタワービル

6011101000700
指名競争契約
（総合評価） 30,646,000 24,398,000 79.61%

井崎川築堤護岸設計外業務
番匠川水系
2022/06/25～2023/02/28
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　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4年6月24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） 15,378,000 12,320,000 80.11%
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Ｒ４油津夏井道路（奈留外）用地調査等（１）業務
宮崎県日南市、串間市地内
2022/06/02～2023/02/28
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6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
（総合評価） 42,713,000 33,649,000 78.78%

Ｒ４都城道路（大根田外）事業損失事後調査等業務
宮崎県都城市大根田地内外
2022/06/30～2023/02/28
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6月29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） 21,582,000 16,973,000 78.64%

Ｒ４都城道路（和田外）事業損失事後調査等業務
宮崎県都城市和田地内外
2022/06/30～2023/02/28
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6月29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） 19,250,000 15,125,000 78.57%

令和４年度東九州道地すべり検討業務
宮崎県宮崎市清武町今泉〜日南市北郷町郷之原
2022/06/03～2023/03/31
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　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6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
（総合評価） 13,838,000 13,838,000 100.00%

東九州道（清武〜北郷）北郷地区保全外工事
宮崎県宮崎市清武町今泉〜宮崎県日南市北郷町郷之原
2022/06/24～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月23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） 203,236,000 186,472,000 91.75%

令和４年度東九州道地質調査外（その２）業務
宮崎市清武町今泉〜宮崎市大字鏡洲
2022/06/29～2023/03/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28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） 67,617,000 57,200,000 84.59%

令和４年度大淀川管内樋管無動力化検討外業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/06/22～2023/03/24
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6月21日
九州工営（株）
宮崎県宮崎市大工２－１１７

3350001000399
指名競争契約
（総合評価） 27,181,000 22,440,000 82.56%

令和４年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/06/23～2023/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
（株）国土開発コンサルタント
宮崎県宮崎市大工３－１５５

7350001000602
指名競争契約
（総合評価） 32,406,000 26,125,000 80.62%

令和４年度宮崎管内無電柱化設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/06/15～2023/03/17
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　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6月14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） 22,704,000 21,560,000 94.96%

令和４年度吉尾地区無電柱化整備（その２）工事
宮崎県都城市吉尾町地先
2022/07/01～2023/03/17
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6月30日
大淀開発（株）
宮崎県都城市上長飯町５４２７－１

6350001007879
一般競争
（総合評価） 105,248,000 96,250,000 91.45%

東九州道（清武〜北郷）道路情報表示設備外設置工事
宮崎県宮崎市清武町大字今泉地先外
2022/06/28～2023/03/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月27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） 206,657,000 189,200,000 91.55%

令和４年度　五ヶ瀬川外補償説明等業務
宮崎県延岡市天下町外
2022/06/02～2023/03/10
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　麻　生　　宏　斉
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和4年6月1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） 11,385,000 8,943,000 78.55%

令和４年度　五ヶ瀬川水系河川測量設計業務
五ヶ瀬川水系
2022/06/02～2023/03/15
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　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6月1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） 25,311,000 20,900,000 82.57%

令和４年度　天下地区防災拠点基盤整備外工事
宮崎県延岡市天下町地先
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　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6月30日
（株）伊東建設
宮崎県延岡市無鹿町１－２２４８

5350001006650
一般競争
（総合評価） 138,688,000 126,280,000 91.05%

令和４年度　五ヶ瀬高千穂道路竹の下橋詳細設計業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町地内
2022/06/04～2023/03/24
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　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6月3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） 72,567,000 57,794,000 79.64%

令和４年度　延岡管内改築測量設計業務
延岡河川国道事務所管内
2022/06/04～2023/03/15
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　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6月3日
九州工営（株）
宮崎県宮崎市大工２－１１７

3350001000399
指名競争契約
（総合評価） 19,283,000 15,620,000 81.00%

宮崎１０号　財光寺地区舗装工事
宮崎県日向市財光寺地先
2022/06/18～2023/03/15
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　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6月17日
日新興業（株）
宮崎県延岡市本小路７４

3350001006900
一般競争
（総合評価） 112,992,000 102,630,000 90.83%

令和４年度　延岡管内改築保全工事
延岡河川国道事務所管内（財光寺地区、高千穂地区、五ヶ瀬地区）
2022/06/21～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月20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） 72,281,000 65,670,000 90.85%

令和４年度　五ヶ瀬川水系河道管理測量設計業務
延岡河川国道事務所管内
2022/06/14～2023/02/28
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　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6月13日
太陽技術コンサルタント（株）
宮崎県延岡市松山町１１７０－１

4350001006833
指名競争契約
（総合評価） 21,241,000 18,370,000 86.48%

令和４年度　延岡管内道路管理測量設計業務
延岡河川国道事務所管内
2022/06/16～2023/02/28
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　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6月15日
九州工営（株）
宮崎県宮崎市大工２－１１７

3350001000399
指名競争契約
（総合評価） 25,641,000 21,340,000 83.23%

令和４年度　延岡管内防災点検設計業務
延岡河川国道事務所管内
2022/06/30～2023/02/28
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　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6月29日
西日本コンサルタント（株）
大分県大分市田中町１－１－８

1320001002185
指名競争契約
（総合評価） 36,762,000 29,370,000 79.89%
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令和４年度　蘇陽五ヶ瀬道路（五ヶ瀬地区）橋梁地質調査業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
2022/06/30～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月29日
（株）国土開発コンサルタント
宮崎県宮崎市大工３－１５５

7350001000602 指名競争契約 23,177,000 20,790,000 89.70%

令和４年度川内川管内用地調査等業務
川内川河川事務所管内
2022/07/01～2023/02/28
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　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4年6月30日
新和技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

3340001005358 指名競争契約 12,716,000 12,100,000 95.16%

下手地区掘削護岸その５工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/02/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月13日
（株）重信組
鹿児島県姶良郡湧水町米永６６－２

7340002014916
一般競争
（総合評価） 59,015,000 53,515,000 90.68%

下手地区掘削護岸その６工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/11～2023/02/11
一般土木工事

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4年6月16日
（株）藤井建設
鹿児島県伊佐市大口里１２６番地

5340001007518
一般競争
（総合評価） 59,466,000 54,021,000 90.84%

下手地区掘削護岸その７工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/02/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月17日
（株）大山工務所
鹿児島県姶良郡湧水町木場１２０３

6340001007450
一般競争
（総合評価） 58,883,000 53,295,000 90.51%

下手地区掘削護岸その４工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月21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） 173,195,000 158,290,000 91.39%

下手地区掘削護岸その８工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月21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） 185,317,000 169,290,000 91.35%

下手地区掘削護岸その１０工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月22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） 174,691,000 159,720,000 91.43%

下手地区掘削護岸その１工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月22日
（株）二渡建設
鹿児島県薩摩郡さつま町二渡４３６３

1340001009154
一般競争
（総合評価） 170,654,000 155,815,000 91.30%

下手地区掘削護岸その２工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月22日
（株）田島組
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６
－２

7340001008935
一般競争
（総合評価） 173,987,000 158,895,000 91.33%

下手地区掘削護岸その３工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月22日
ヤマグチ（株）
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

9340001007621
一般競争
（総合評価） 172,942,000 157,960,000 91.34%

下手地区掘削護岸その９工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月22日
林建設（株）
鹿児島県鹿児島市真砂町２－１１

5340001005422
一般競争
（総合評価） 168,674,000 154,154,000 91.39%

下手地区掘削護岸その１１工事
鹿児島県伊佐市菱刈下手地先
2022/07/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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4年6月22日
（株）田代組
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

2340001008601
一般競争
（総合評価） 176,726,000 161,458,000 91.36%

令和４年度川内川川内・平佐西地区浸水被害調査等（その１）業務
鹿児島県薩摩川内市東向田町外
2022/06/30～2023/02/28
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　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4年6月29日
新和技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

3340001005358
指名競争契約
（総合評価） 23,474,000 18,700,000 79.66%

令和４年度川内川川内・平佐西地区浸水被害調査等（その３）業務
鹿児島県薩摩川内市東向田町外
2022/06/30～2023/02/28
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　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4年6月29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） 17,358,000 13,849,000 79.78%

令和４年度川内川川内・平佐西地区浸水被害調査等（その２）業務
鹿児島県薩摩川内市東向田町外
2022/06/30～2023/02/28
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　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4年6月29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） 20,163,000 17,050,000 84.56%

Ｒ４東九州道（その１）事業損失事後調査等業務
鹿児島県曽於郡大崎町外
2022/06/30～2023/02/28
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　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6月29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） 52,822,000 41,514,000 78.59%

Ｒ４東九州道（その２）事業損失事後調査等業務
鹿児島県曽於郡大崎町外
2022/06/30～2023/02/28
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　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6月29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） 49,588,000 38,973,000 78.59%

Ｒ４東九州道（その３）事業損失事後調査等業務
鹿児島県志布志市志布志町外
2022/06/30～2023/02/28
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　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6月29日
新和技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

3340001005358
指名競争契約
（総合評価） 43,021,000 33,814,000 78.60%

肝属川水系下流地区樋管修繕その他工事
高山出張所管内直轄管理区間内
2022/06/21～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月20日
（株）倉岡建設
鹿児島県鹿屋市吾平町上名２１５０

8340002025359
一般競争
（総合評価） 85,646,000 78,210,000 91.32%

肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事
鹿屋出張所管内直轄管理区間内
2022/07/01～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月22日
田中産業（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３６１１

2340001014368
一般競争
（総合評価） 72,160,000 65,648,000 90.98%
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Ｒ４肝属川水系樋管修繕設計外業務
大隅河川国道事務所管内
2022/07/01～2022/12/20
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　安　藤　　　詳
平
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和4年6月30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） 22,583,000 18,040,000 79.88%

Ｒ４肝属川水系シラス堤対策設計業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2022/06/17～2023/01/31
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6月16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） 38,830,000 30,833,000 79.41%

令和４年度国道２２６号北十町地区外再算定等業務
鹿児島県指宿市
2022/06/15～2023/02/28
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　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6月14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） 20,515,000 16,159,000 78.77%

鹿児島３号小鹿倉地区改良外工事
鹿児島県阿久根市波留地先
2022/06/29～2023/03/17
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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6月28日
（株）田代組
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

2340001008601
一般競争
（総合評価） 120,318,000 109,142,000 90.71%

令和４年度国道２２０号亀割峠防災地質調査業務
鹿児島県霧島市福山町福山地内外
2022/06/21～2022/12/16
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4年6月20日
アジアテック（株）
鹿児島県鹿児島市新栄町３１－１４

1340001000278
指名競争契約
（総合評価） 27,467,000 22,671,000 82.54%

令和４年度鹿児島国道事務所管内維持修繕測量設計業務
鹿児島国道事務所管内
2022/06/02～2022/12/28
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　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6月1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） 31,262,000 25,960,000 83.04%

令和４・５年度鹿児島国道事務所管内道路防災点検設計業務
鹿児島国道事務所管内
2022/06/02～2024/02/28
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　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6月1日

令和４・５年度鹿児島国道事務所管内道路
防災点検設計業務日本工営・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） 49,885,000 41,173,000 82.54%

令和４年度鹿児島国道事務所管内橋梁補修設計（その１）業務
鹿児島国道事務所管内
2022/06/15～2023/02/28
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　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6月14日
（株）橋梁コンサルタント
東京都中央区新川１－８－６

8013301003456
指名競争契約
（総合評価） 42,372,000 33,770,000 79.70%

令和４年度鹿児島国道事務所管内橋梁補修設計（その２）業務
鹿児島国道事務所管内
2022/06/15～2023/02/28
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　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6月14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） 29,106,000 23,210,000 79.74%

令和４年度阿久根維持出張所管内舗装修繕工事
鹿児島県薩摩川内市水引地先
2022/07/01～2023/03/15
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　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6月20日
（株）吉丸組
鹿児島県鹿児島市玉里町２０－４０

5340001004548
一般競争
（総合評価） 116,039,000 105,050,000 90.53%

令和４年度鹿児島国道事務所管内道路構造物点検設計業務
鹿児島国道事務所管内
2022/06/29～2022/12/28
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　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6月28日

令和４年度鹿児島国道事務所管内道路構造
物点検設計業務建設技術研究所・大進設計
共同体
福岡県福岡市中央区大名２－４－１２

指名競争契約
（総合評価） 39,281,000 31,383,000 79.89%

令和４年度鹿児島国道管内道路照明灯更新・維持補修工事
鹿児島国道事務所管内
2022/06/02～2023/03/31
電気設備工事

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6月1日
相和電気（株）
鹿児島県鹿児島市田上５－６－７

2340001000244
一般競争
（総合評価） 90,563,000 85,800,000 94.74%

令和４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
2022/06/02～2022/12/20
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　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6月1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） 43,087,000 34,375,000 79.78%

令和４年度下筌ダム貯水池周辺傾斜外観測業務
大分県日田市中津江村栃原地先外
2022/06/07～2023/03/15
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
筑後川ダム統合管理事務所長　甲斐　浩幸
久留米市高野１丁目２－２

令和4年6月6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 3,047,000 2,475,000 81.23%

令和４年度松原・下筌ダム水辺の国勢調査（魚類）業務
大分県日田市外
2022/06/22～2023/03/15
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
筑後川ダム統合管理事務所長　甲斐　浩幸
久留米市高野１丁目２－２

令和4年6月21日
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

6290001017728
指名競争契約
（総合評価） 14,685,000 11,682,000 79.55%

令和４年度　有明新庁舎電気通信設備詳細設計業務
福岡県柳川市
2022/06/16～2023/03/15
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　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6月15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） 30,745,000 24,530,000 79.79%

令和４年度ダイオキシン類精度管理業務
九州技術事務所
2022/06/04～2023/03/09
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6月3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） 8,921,000 7,095,000 79.53%

令和４年度水質分析精度管理業務
久留米市高野一丁目３番１号
2022/06/11～2023/02/28
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　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6月10日
（公財）ふくおか公衆衛生推進機構
福岡県福岡市中央区天神４－１－３２

2290005005245
指名競争契約
（総合評価） 10,032,000 9,240,000 92.11%

令和４年度九州管内車両搭載センシングデータ取得業務
九州地方整備局管内
2022/06/04～2022/12/28
測量

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6月3日
（株）パスコ
東京都目黒区下目黒１－７－１

5013201004656
指名競争契約
（総合評価） 43,142,000 34,760,000 80.57%

令和４年度九州管内路面下空洞調査業務
九州地方整備局管内
2022/06/14～2023/02/28
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　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6月13日
（株）カナン・ジオリサーチ
愛媛県松山市今在家２－１－４

3500001001274
指名競争契約
（総合評価） 73,645,000 62,480,000 84.84%

令和４年度海の中道　駅口仮入園建物棟新築その他工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2022/06/23～2023/02/28
プレハブ建築工事

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4年6月22日
（株）新栄建設
福岡県筑紫野市大字古賀４２－２０

7290001040761
一般競争
（総合評価） 121,407,000 116,380,000 95.86%
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ハローワーク別府（Ｒ４）建築改修その他工事
大分県別府市青山町11-22
2022/06/16～2022/11/18
建築工事

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　佐藤　亘
熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎２Ｆ

令和4年6月15日
ＡＮＡＩ（株）
大分県大分市大字中戸次４４６３－１

3320001001994
指名競争契約
（総合評価） 43,945,000 42,350,000 96.37%

熊本法務分室（Ｒ４）建築改修その他工事
熊本県熊本市南区江越１丁目４番１７号
2022/06/16～2022/11/07
建築工事

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　佐藤　亘
熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎２Ｆ

令和4年6月15日
（株）こざき
熊本県熊本市中央区辛島町６番２号

1330001004131
指名競争契約
（総合評価） 34,474,000 32,780,000 95.09%

都城合同庁舎（Ｒ４）建築改修その他工事
宮崎県都城市上町２街区１１号
2022/06/08～2023/01/23
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局鹿児島営繕事務所長　上田　昭雄
鹿児島市浜町2番5-1号（鹿児島港湾合同庁舎）

令和4年6月7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） 175,340,000 164,230,000 93.66%

喜入港湾合同庁舎（Ｒ４）電気改修その他工事
鹿児島県鹿児島市喜入中名町1000-28
2022/06/08～2022/12/23
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局鹿児島営繕事務所長　上田　昭雄
鹿児島市浜町2番5-1号（鹿児島港湾合同庁舎）

令和4年6月7日
（有）大輝電設
鹿児島県鹿児島市西谷山３－２５－１

9340002005632
一般競争
（総合評価） 42,460,000 42,350,000 99.74%

（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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