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令和４年度　多自然川づくり技術推進検討業務
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号
2022/07/30～2023/01/31
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7月29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） 24,926,000 19,855,000 79.66%

令和４年度　九州管内特殊車両通行許可審査等資料作成業務
九州地方整備局管内
2022/07/20～2023/02/28
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7月19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） 13,838,000 13,684,000 98.89%

串木野海上保安部（Ｒ４）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2022/07/08～2022/12/28
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7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
（総合評価） 7,253,400 6,600,000 90.99%

古仁屋海上保安署（Ｒ４）改修外設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2022/07/21～2022/12/28
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7月20日
（株）東条設計
鹿児島県鹿児島市祇園之洲町４３

4340001002908
指名競争契約
（総合評価） 5,421,900 4,378,000 80.75%

動検新門司検疫場（Ｒ４）改修設計業務
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
2022/07/26～2023/02/10
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7月25日
（株）栗林設計
山口県山口市下小鯖２１９２－１０

7250001000190
指名競争契約
（総合評価） 8,210,400 6,457,000 78.64%

北九州航空基地（Ｒ４）建築その他工事
福岡県京都郡苅田町空港南町１１番外
2022/07/05～2024/03/27
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7月4日
（株）奥村組
大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－
２

7120001004931
一般競争
（総合評価） 3,781,800,000 3,502,400,000 92.61%

佐世保法務総合庁舎（Ｒ４）仮庁舎構内整備工事
長崎県佐世保市祇園町２１－１
2022/07/14～2022/12/09
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7月13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） 54,714,000 53,900,000 98.51%

ハローワーク江迎（Ｒ４）建築改修その他工事
長崎県佐世保市江迎町長坂１８２番４
2022/07/14～2023/02/08
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7月13日
星野建設（株）
長崎県島原市梅園町丁２８７０－１

8310001009704
一般競争
（総合評価） 46,794,000 45,650,000 97.56%

壱岐合同庁舎（令４）建築改修その他工事
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２０－４
2022/07/20～2023/03/14
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7月19日
（株）山内組
長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１３１－１

5310001010152
指名競争契約
（総合評価） 166,760,000 158,290,000 94.92%

北九州航空基地（Ｒ４）電気設備工事
福岡県京都郡苅田町空港南町１１番外
2022/10/03～2024/03/27
電気設備工事

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7月28日
栗原工業（株）
大阪府大阪市北区南森町１－４－２４

8120001059636
一般競争
（総合評価） 652,520,000 606,100,000 92.89%

令和４年度花月川吹上丸山地区用地調査等業務
大分県日田市吹上町及び丸山一丁目地内
2022/07/14～2023/03/10
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
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7月13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
（総合評価） 20,746,000 16,258,000 78.37%

令和４年度　筑後川中上流・矢部川河川管理施設等状態調査業務
片ノ瀬出張所、吉井出張所、日田出張所、矢部川出張所管内
2022/07/14～2023/03/31
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7月13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） 21,065,000 17,050,000 80.94%

令和４年度　筑後川下流河川管理施設等状態調査業務
久留米出張所、大川出張所、諸富出張所管内
2022/07/14～2023/03/31
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7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） 18,524,000 15,730,000 84.92%

矢部川瀬高堰ゲート設備外修繕工事
福岡県みやま市瀬高町大字下庄地先　外
2022/07/20～2023/03/15
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4年7月19日
（株）ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６

6120001027941
一般競争
（総合評価） 74,129,000 66,000,000 89.03%

令和４年度　筑後川水系城原川測量設計業務
筑後川河川事務所管内
2022/07/02～2023/03/15
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
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7月1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） 20,207,000 15,972,000 79.04%

令和４年度筑後川水系赤谷川流域砂防設備測量設計外業務
筑後川河川事務所管内
2022/07/02～2023/03/31
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
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7月1日
パシフィックコンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－２２

8013401001509
指名競争契約
（総合評価） 28,919,000 22,979,000 79.46%

令和４年度赤谷川流域砂防設備外工事
福岡県朝倉市杷木松末地先
2022/10/11～2023/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月21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） 197,395,000 182,600,000 92.50%

令和４年度遠賀川中流部測量設計業務
遠賀川河川事務所管内
2022/07/13～2023/02/28
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　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7月12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） 31,108,000 24,673,000 79.31%

曲川排水機場排水ポンプ車格納庫新築外工事
福岡県遠賀郡水巻町二西3丁目1番外
2022/08/03～2023/02/28
建築工事

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7月22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） 81,279,000 75,350,000 92.71%

令和４年度遠賀川管内維持修繕測量設計業務
福岡県直方市溝堀１丁目１－１
2022/07/05～2023/03/15
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　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7月4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） 28,963,000 23,100,000 79.76%

令和４年度３号諏訪野町３丁目地区用地調査等業務
福岡県久留米市諏訪野町３丁目外地内
2022/07/20～2023/03/14
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7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） 30,536,000 26,400,000 86.46%
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令和４年度２１０号浮羽バイパス再調査等業務
福岡県久留米市田主丸町豊城地内
2022/07/27～2023/03/14
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7月26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） 7,238,000 6,798,000 93.92%

福岡３号　宮ノ陣地区函渠（６号）工事
福岡県久留米市宮ノ陣地内
2022/07/20～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月19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） 294,965,000 269,500,000 91.37%

令和４年度　福岡南部地区交通安全対策工事
福岡県八女市立花町下辺春地先外
2022/09/01～2023/03/24
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7月19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） 112,651,000 111,100,000 98.62%

令和４年度　福岡南部地区交通安全舗装外工事
福岡県久留米市荒木町外
2022/08/20～2023/02/28
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7月22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） 190,597,000 173,580,000 91.07%

令和４年度　福岡国道管内北部地区橋梁外点検業務
福岡国道事務所管内
2022/07/02～2023/02/28
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　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7月1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） 67,551,000 53,955,000 79.87%

令和４年度　倉永横断歩道橋外塗替工事
福岡県大牟田市倉永笹之尾外
2022/07/22～2023/03/15
塗装工事

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7月21日
清水塗装工業（株）
福岡県大牟田市八江町１９－７

6290001053871
一般競争
（総合評価） 84,766,000 80,300,000 94.73%

令和４年度　浜男跨線橋橋梁補修工事
福岡県福岡市東区松香台１丁目
2022/07/23～2023/03/15
橋梁補修工事

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7月22日
松鶴建設（株）
福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－
１

3290001013845
一般競争
（総合評価） 140,316,000 126,500,000 90.15%

令和４年度　福岡国道管内北部地区道路附属物点検業務
福岡国道事務所管内
2022/07/28～2023/02/28
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7月27日
西日本建技（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３
－６

4290001015329
指名競争契約
（総合評価） 31,350,000 25,135,000 80.18%

令和４年度　福岡国道管内南部地区道路附属物点検業務
福岡国道事務所管内
2022/07/28～2023/02/28
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7月27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） 29,887,000 23,980,000 80.24%

令和４年度　福岡国道管内道路情報表示装置設置工事
福岡県筑紫野市大字原田地先外
2022/07/08～2023/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月7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） 56,991,000 52,195,000 91.58%

令和４年度福岡２０１号下津熊地区（西部）外用地調査等業務
福岡県行橋市大字下津熊地内外
2022/07/16～2023/02/28
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　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7月15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） 30,030,000 30,030,000 100.00%

令和４年度福岡２０１号下津熊地区（東部）用地調査等業務
福岡県行橋市大字下津熊地内外
2022/07/16～2023/02/28
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　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7月15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
（総合評価） 29,018,000 22,759,000 78.43%

令和４年度行橋維持出張所管内占用物件調査業務
北九州国道事務所　行橋維持出張所管内
2022/07/13～2022/12/09
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7月12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 4,587,000 3,300,000 71.94%

令和４年度北九州国道事務所管内橋梁点検業務
北九州国道事務所管内
2022/07/16～2023/03/15
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　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7月15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） 38,016,000 30,525,000 80.30%

令和４年度行橋筑豊管内構造物点検外業務
行橋・筑豊維持出張所管内
2022/07/20～2023/02/28
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　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7月19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） 31,570,000 25,223,000 79.90%

令和４年度八幡管内構造物点検外業務
八幡維持出張所管内
2022/07/20～2023/02/28
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　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7月19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） 30,008,000 24,123,000 80.39%

国道２０１号新仲哀トンネル照明設備設置工事
福岡県京都郡みやこ町勝山松田地先
2022/07/21～2023/02/28
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7月20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） 159,544,000 147,400,000 92.39%

令和４年度北九州国道管内防災対策外工事
北九州国道事務所管内
2022/07/22～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7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） 121,726,000 121,000,000 99.40%

国道３号岡垣・城山トンネルラジオ再放送設備設置工事
福岡県遠賀郡岡垣町上畑地先
2022/08/01～2023/02/28
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7月25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） 99,726,000 99,000,000 99.27%

令和４年度北九州国道管内電気通信設備設計業務
北九州国道事務所管内
2022/07/29～2022/12/28
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　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7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） 23,848,000 18,986,000 79.61%

令和４年度北九州国道管内道路修繕設計外業務
北九州国道事務所管内
2022/07/30～2023/02/28
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　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7月29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） 22,088,000 18,018,000 81.57%
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令和４年度行橋筑豊管内道路修繕設計外業務
行橋維持出張所管内、筑豊維持出張所管内
2022/07/30～2023/02/28
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　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7月29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） 23,991,000 19,558,000 81.52%

令和４年度嘉瀬川十五地区外事後調査等業務
佐賀県佐賀市地内
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 13,156,000 10,340,000 78.60%

令和４年度松浦川石志地区外事後調査等業務
佐賀県唐津市地内
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 16,346,000 12,848,000 78.60%

松浦大堰２号主ゲート修繕工事
佐賀県唐津市和多田地先
2022/07/06～2023/03/31
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7月5日
（株）ニチゾウテック
大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６

6120001027941
一般競争
（総合評価） 44,473,000 42,020,000 94.48%

六角川河口堰外機械設備修繕工事
佐賀県杵島郡白石町福富地先外
2022/07/07～2023/03/31
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7月6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） 179,124,000 176,000,000 98.26%

武雄管内樋門樋管機械設備修繕工事
佐賀県杵島郡白石町福吉地先外
2022/07/15～2023/03/31
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7月14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） 63,690,000 58,300,000 91.54%

佐賀４９７号木須地区４工区改良工事
佐賀県伊万里市木須町地先
2022/07/11～2023/01/31
一般土木工事

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

令和4年7月5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） 78,287,000 70,884,000 90.54%

令和４年度　伊万里松浦道路進入路設計業務
佐賀県伊万里市山代町久原地先
2022/07/12～2022/12/23
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7月11日
（株）トップコンサルタント
佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉字
古村２７１３－３

7300001000540
指名競争契約
（総合評価） 6,127,000 5,500,000 89.77%

佐賀３号八坂橋下部工（下り線Ａ１）工事
佐賀県鳥栖市曽根崎町地先
2022/08/22～2023/06/30
一般土木工事

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

令和4年7月21日
（株）中野建設
佐賀県佐賀市水ヶ江２－１１－２３

8300001000564
一般競争
（総合評価） 170,555,000 169,400,000 99.32%

国道４９７号防護柵設置（その２）工事
佐賀県唐津市養母田地先外
2022/08/01～2023/02/28
維持修繕工事

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

令和4年7月20日
（株）下村建設
佐賀県小城市三日月町久米１９４６

2300001003333
一般競争
（総合評価） 75,438,000 68,530,000 90.84%

令和４年度佐賀国道管内道路情報表示設備設置工事
佐賀県唐津市厳木町大字浪瀬地先外１箇所
2022/07/21～2023/02/28
通信設備工事

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

令和4年7月20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） 63,305,000 57,618,000 91.02%

令和４年度　佐賀国道事務所管内橋梁補修設計外業務
佐賀国道事務所管内
2022/07/12～2023/02/28
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7月11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） 33,484,000 26,664,000 79.63%

令和４・５年度　鳥栖管内橋梁点検外業務
鳥栖維持出張所管内
2022/07/12～2023/12/25
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年7月11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） 75,812,000 60,830,000 80.24%

令和４・５年度　武雄管内橋梁点検外業務
武雄維持出張所管内
2022/07/12～2023/12/25
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年7月11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） 66,891,000 53,460,000 79.92%

令和４年度城原川ダム原石山外用地調査等（その１）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2022/07/05～2023/02/28
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7月4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） 19,877,000 15,653,000 78.75%

令和４年度城原川ダム原石山外用地調査等（その２）業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2022/07/05～2023/02/28
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7月4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） 19,371,000 15,246,000 78.71%

令和４年度城原川ダム工事用道路外用地調査等業務
佐賀県神埼市脊振町広滝地内
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 14,971,000 11,748,000 78.47%

令和４年度　城原川ダム付替県道詳細設計業務
佐賀県佐賀市
2022/07/20～2023/02/28
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7月19日
三井共同建設コンサルタント（株）
東京都品川区大崎１－１１－１

5011101020526
指名競争契約
（総合評価） 27,775,000 22,539,000 81.15%

令和４年度　城原川ダム付替県道２号及び３号橋梁予備設計業務
佐賀県佐賀市
2022/07/23～2023/02/28
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7月22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） 24,827,000 19,789,000 79.71%

令和４年度　城原川ダムサイト地質調査（その１）業務
佐賀県神埼市
2022/07/06～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月5日
明大工業（株）
大分県別府市船小路町３－４３

4320001006613
指名競争契約
（総合評価） 43,549,000 36,190,000 83.10%

令和４年度　城原川ダムサイト地質調査（その２）業務
佐賀県神埼市
2022/07/06～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月5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） 38,588,000 31,911,000 82.70%
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令和４年度　城原川ダムサイト地質調査（その３）業務
佐賀県神埼市
2022/07/06～2023/01/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月5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） 24,497,000 20,163,000 82.31%

令和４年度半造川川内地区事業損失事後調査等業務
長崎県諫早市川内町外地内
2022/07/23～2023/03/17
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7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） 17,600,000 14,960,000 85.00%

令和４年度本明川ダム古場地区外事業損失事前調査業務
長崎県諫早市上大渡野町地内
2022/07/30～2022/12/16
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7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 8,393,000 7,920,000 94.36%

令和４年度国道３４号大村諫早拡幅（大里地区外）用地調査等業務
長崎県大村市大里町外地内
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 34,155,000 26,807,000 78.49%

令和４年度長崎管内改築事業（南部）測量設計業務
長崎県諫早市、大村市
2022/07/02～2023/01/31
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　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7月1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） 21,318,000 16,874,000 79.15%

令和４年度長崎河川国道管内道路改築積算技術業務
長崎河川国道事務所管内
2022/07/06～2023/03/31
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　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7月5日
（株）九州建設マネジメントセンター
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－
１９

4290001067064
一般競争
（総合評価） 292,545,000 282,700,000 96.63%

長崎５７号田尻地区防護柵設置工事
長崎県諫早市森山町田尻地先〜森山町本村地先
2022/09/08～2023/02/03
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7月22日
（株）上滝
長崎県長崎市新地町５－１７

2310001000817
一般競争
（総合評価） 122,100,000 111,244,100 91.11%

本明川ダム管内発生土処理外工事
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2022/07/06～2023/03/16
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7月5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） 157,586,000 143,550,000 91.09%

本明川ダム付替市道大渡野・古場線改良４期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2022/08/01～2023/03/16
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7月22日
増崎建設（株）
長崎県諫早市小川町１２７８－３

3310001008157
一般競争
（総合評価） 251,955,000 244,310,000 96.97%

本明川ダム付替市道落・古場線改良２期工事
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2022/08/01～2023/03/16
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7月22日
増崎建設（株）
長崎県諫早市小川町１２７８－３

3310001008157
一般競争
（総合評価） 189,684,000 183,040,000 96.50%

令和４年度本明川ダム管内測量設計業務
長崎県諫早市上大渡野町地先外
2022/07/23～2023/03/31
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　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7月22日
橋口技術設計（株）
長崎県諫早市貝津町２９６２－１

4310001008338
指名競争契約
（総合評価） 26,939,000 21,670,000 80.44%

本明川ダム付替県道帯田地区法面処理工事
長崎県諫早市富川町地先
2022/07/15～2023/02/28
法面処理工事

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7月14日
（株）堀内組
長崎県佐世保市光町１０９

8310001005983
一般競争
（総合評価） 181,159,000 178,750,000 98.67%

本明川ダム付替県道附属物設置等工事
長崎県諫早市富川町地先
2022/07/15～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月14日
（株）平尾組
長崎県島原市原町甲２９６

6310001009697
一般競争
（総合評価） 213,323,000 205,007,000 96.10%

令和４年度長崎管内トンネル外点検補修設計業務
長崎河川国道事務所管内
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 41,272,000 32,923,000 79.77%

令和４年度長崎管内歩道橋外点検業務
長崎河川国道事務所管内
2022/07/16～2023/02/28
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　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7月15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） 50,963,000 40,920,000 80.29%

令和４年度長崎管内橋梁補修設計業務
長崎河川国道事務所管内
2022/07/23～2023/02/28
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7月22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） 42,680,000 33,990,000 79.64%

鷲崎地区旧堤撤去外工事
長崎県諫早市鷲崎町地先
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　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7月21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） 126,599,000 115,280,000 91.06%

本明川ダム地質調査業務
長崎県諫早市富川町外
2022/07/08～2023/02/28
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7月7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） 60,742,000 50,930,000 83.85%

令和４年度長崎管内電気通信設備設計業務
長崎県東彼杵郡東彼杵町外
2022/07/23～2023/02/28
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7月22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） 34,551,000 27,720,000 80.23%

令和４年度雲仙管内砂防設備点検調査業務
長崎県島原市、南島原市、雲仙市
2022/07/23～2023/02/28
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7月22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） 13,233,000 10,549,000 79.72%

令和４年度赤松谷川除石土砂運搬工事
長崎県島原市、南島原市
2022/09/12～2023/03/28
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7月27日
宅島建設（株）
長崎県雲仙市小浜町南本町７－２２

1310001008514
一般競争
（総合評価） 281,809,000 257,510,000 91.38%
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令和４年度白川黒髪地区事業損失事後調査等業務
熊本県熊本市中央区黒髪地区
2022/07/13～2023/02/28
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　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7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
（総合評価） 14,333,000 11,264,000 78.59%

令和４年度白川蓮台寺地区事業損失事前調査業務
熊本県熊本市西区蓮台寺地区地内
2022/07/13～2022/12/15
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　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7月12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） 13,442,000 10,582,000 78.72%

令和４年度　熊本道路管内用地調査等業務
熊本県葦北郡津奈木町外
2022/07/13～2023/03/17
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7月12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
（総合評価） 9,328,000 8,250,000 88.44%

令和４年度国道５７号大津熊本道路（その６）用地調査等業務
熊本県合志市野々島地内
2022/07/14～2023/03/10
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7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） 27,126,000 21,560,000 79.48%

令和４年度国道５７号大津熊本道路（その５）用地調査等業務
熊本県合志市野々島地内
2022/07/14～2023/03/10
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7月13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） 32,351,000 25,740,000 79.56%

令和４年度国道５７号大津熊本道路（その７）用地調査等業務
熊本県合志市野々島地内
2022/07/13～2023/03/10
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7月13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） 27,236,000 21,582,000 79.24%

令和４年度国道５７号大津熊本道路（その４）用地調査等業務
熊本県合志市野々島地内
2022/07/14～2023/03/10
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7月13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） 30,657,000 24,376,000 79.51%

令和４年度　国道５７号大津熊本道路土地評価業務
熊本県合志市上庄地内外
2022/07/14～2023/03/15
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　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7月13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） 18,777,000 14,762,000 78.62%

令和４年度　国道２１８号蘇陽五ケ瀬道路土地評価業務
熊本県上益城郡山都町滝上地内外
2022/07/29～2023/03/15
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　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7月28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） 14,608,000 12,100,000 82.83%

加勢川野田地区上流河道掘削工事
熊本県熊本市南区美登里町地先
2022/07/21～2023/01/31
しゅんせつ工事

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7月20日
明治建設（株）
熊本県熊本市南区近見６－３－２０

1330001004643
一般競争
（総合評価） 152,218,000 137,720,000 90.48%

加勢川野田地区中流河道掘削工事
熊本県熊本市南区美登里町地先
2022/07/21～2023/01/31
しゅんせつ工事

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7月20日
（株）中内土木
熊本県宇城市不知火町松合８４２

4330001012742
一般競争
（総合評価） 143,803,000 136,400,000 94.85%

白川中原地区（４工区）築堤工事
熊本県熊本市西区中原町
2022/07/29～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月28日
明治建設（株）
熊本県熊本市南区近見６－３－２０

1330001004643
一般競争
（総合評価） 238,293,000 218,075,000 91.52%

白川中原地区（３工区）築堤工事
熊本県熊本市西区中原町
2022/07/30～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月29日
（株）岩永組
熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

9330001000395
一般競争
（総合評価） 244,937,000 224,400,000 91.62%

緑川美登里地区（１０工区）築堤工事
熊本県熊本市南区美登里町
2022/07/30～2023/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月29日
（株）岩永組
熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

9330001000395
一般競争
（総合評価） 206,481,000 188,980,000 91.52%

九州中央道　冷水地区舗装工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2022/07/08～2023/03/30
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　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7月7日
前田道路（株）
東京都品川区大崎１－１１－３

6010701009184
一般競争
（総合評価） 293,480,000 269,500,000 91.83%

令和４年度　大津熊本道路（合志〜熊本）地質調査（その１）業務
熊本県合志市
2022/07/15～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月14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） 30,701,000 25,663,000 83.59%

令和４年度　大津熊本道路（合志〜熊本）地質調査（その２）業務
熊本県合志市
2022/07/15～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月14日
（株）東亜建設コンサルタント
熊本県熊本市東区月出２－５－７４

7330001003136
指名競争契約
（総合評価） 29,601,000 26,180,000 88.44%

令和４年度　大津熊本道路（合志〜熊本）地質調査（その３）業務
熊本県合志市、熊本市
2022/07/15～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月14日
（株）三和地質コンサルタント
熊本県熊本市東区秋津３－３－７４

7330001002138
指名競争契約
（総合評価） 28,182,000 23,760,000 84.31%

令和４年度　熊本管内橋梁補修設計業務
熊本河川国道事務所管内
2022/07/02～2023/02/28
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　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7月1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） 26,620,000 21,340,000 80.17%

令和４年度　吉松歩道橋塗替外工事
熊本県熊本市北区植木町大字豊田地先外
2022/06/22～2023/02/28
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4年7月21日
（株）静岡塗装組
熊本県熊本市中央区水前寺６－４９－５

1330001002242
一般競争
（総合評価） 95,590,000 85,800,000 89.76%

令和４年度熊本管内電線共同溝測量設計外業務
熊本河川国道事務所管内
2022/07/13～2022/11/30
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　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7月12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） 33,902,000 26,928,000 79.43%
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流通団地入口交差点改良工事
熊本県熊本市南区御幸西
2022/07/20～2023/07/31
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　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7月19日
大林道路（株）
東京都千代田区神田猿楽町２－８－８

4010601028815
一般競争
（総合評価） 247,962,000 226,600,000 91.38%

岩城地区外歩道整備工事
熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外
2022/07/26～2022/12/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月25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） 78,089,000 72,050,000 92.27%

令和４年度　緑川上流出張所管内河川許認可審査支援業務
熊本河川国道事務所管内
2022/08/01～2023/03/31
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　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7月8日
西日本コントラクト（株）
福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５１７－１

7290001038450
一般競争
（総合評価） 11,704,000 11,000,000 93.98%

令和４年度　大津熊本道路（その１）路線測量業務
熊本河川国道事務所管内
2022/07/29～2023/02/28
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7月28日
西日本測量設計（株）
熊本県熊本市東区花立５－５－８７

5330001003633 指名競争契約 28,534,000 26,587,000 93.18%

令和４年度　大津熊本道路（その２）路線測量業務
熊本河川国道事務所管内
2022/07/29～2023/02/28
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7月28日
（株）三晃建設コンサルタント
熊本県熊本市東区沼山津４－２２－３

3330001005292 指名競争契約 27,379,000 25,960,000 94.82%

令和４年度球磨川改修鼠蔵地区事業損失事前調査業務
熊本県八代市鼠蔵町
2022/07/15～2022/12/14
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　宗　　琢万
八代市萩原町１－７０８－２

令和4年7月14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 5,852,000 5,555,000 94.92%

令和４年度球磨川流域中神地区遊水地外用地調査等業務
熊本県人吉市外
2022/07/22～2023/03/13
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　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7月21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 43,934,000 41,690,000 94.89%

令和４年度球磨川流域錦西地区遊水地外用地調査等業務
熊本県球磨郡錦町外
2022/07/29～2023/03/13
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　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7月28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 30,943,000 28,490,000 92.07%

Ｒ４球磨川坂本地区外地質調査業務
八代河川国道事務所
2022/07/09～2023/03/14
地質調査業務

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

令和4年7月8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 27,929,000 23,177,000 82.99%

Ｒ４球磨川神瀬地区外地質調査業務
八代河川国道事務所
2022/07/09～2023/03/14
地質調査業務

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

令和4年7月8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 27,687,000 22,957,000 82.92%

Ｒ４球磨川人吉地区外地質調査業務
八代河川国道事務所
2022/07/09～2023/03/14
地質調査業務

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

令和4年7月8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 26,675,000 22,275,000 83.51%

Ｒ４球磨川坂本・鎌瀬・神瀬地区測量及び掘削・護岸詳細設計業務
八代河川国道事務所
2022/07/22～2023/02/28
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　宗　　琢万
八代市萩原町１－７０８－２

令和4年7月21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） 39,006,000 30,954,000 79.36%

Ｒ４球磨川一勝地・人吉地区測量及び掘削・護岸詳細設計業務
八代河川国道事務所
2022/07/22～2023/02/28
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　宗　　琢万
八代市萩原町１－７０８－２

令和4年7月21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） 39,006,000 30,987,000 79.44%

鹿児島３号針原地区６工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2022/07/04～2022/12/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月1日
（株）宇都組
鹿児島県薩摩川内市大小路町８０－８

4340001008467
一般競争
（総合評価） 54,505,000 49,445,000 90.72%

鹿児島３号前田地区８工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2022/07/05～2023/02/28
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　宗　　琢万
八代市萩原町１－７０８－２

令和4年7月4日
大川建設（株）
鹿児島県阿久根市大川１０１３１

4340001011727
一般競争
（総合評価） 115,181,000 104,940,000 91.11%

令和４年度熊本天草幹線道路道路予備設計（その１）業務
八代河川国道事務所管内
2022/07/13～2023/03/10
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7月12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） 27,126,000 21,604,000 79.64%

令和４年度八代管内改築事業道路測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2022/07/15～2023/01/31
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　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7月14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） 33,121,000 26,356,000 79.57%

令和４年度芦北出水道路（出水地区）測量設計業務
八代河川国道事務所管内
2022/07/15～2023/01/31
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　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7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） 30,206,000 23,980,000 79.39%

鹿児島３号六月田橋下部工Ｐ２６外工事
鹿児島県出水市六月田町地先
2022/08/01～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月19日
小牧建設（株）
鹿児島県鹿児島市郡元１－１－２

2340001001721
一般競争
（総合評価） 135,003,000 122,100,000 90.44%

熊本５７号上網田地区改良１０期外工事
熊本県宇土市城塚町〜熊本県宇土市上網田町
2022/07/21～2023/01/31
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7月20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） 199,485,000 181,390,000 90.93%

令和４年度出水地区改築保全工事
鹿児島県出水市地先
2022/08/16～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月20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） 95,304,000 87,120,000 91.41%
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熊本５７号城塚地区改良１５期工事
熊本県宇土市城塚町〜熊本県宇土市上網田町
2022/09/16～2023/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月20日
三洲建設（株）
熊本県宇城市三角町波多２８８６－９

6330001013111
一般競争
（総合評価） 264,814,000 240,680,000 90.89%

令和４年度球磨川流域測量設計及び堤防点検業務
八代河川国道事務所管内
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 30,151,000 24,002,000 79.61%

令和４年度南九州自動車道電気通信設備詳細設計業務
八代河川国道事務所管内
2022/07/27～2023/02/28
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　宗　　琢万
八代市萩原町１－７０８－２

令和4年7月26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） 42,988,000 34,287,000 79.76%

令和４年度球磨川魚類等環境調査業務
球磨川水系
2022/07/13～2023/03/15
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　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7月12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） 31,944,000 25,476,000 79.75%

令和４年度川辺川ダム砂防事務所用地調査点検等技術業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/07/05～2023/03/15
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　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7月4日
（株）久栄綜合コンサルタント
福岡県久留米市津福今町３４９－１８
久栄ビル

6290001048590
一般競争
（総合評価） 10,945,000 10,835,000 98.99%

令和４年度　川辺川ダム砂防事務所取得済箇所用地調査等業務
熊本県球磨郡五木村外地内
2022/07/13～2023/02/28
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7月12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） 19,327,000 15,136,000 78.32%

令和４年度山の津谷川砂防堰堤用地調査等業務
熊本県八代市泉町樅木地内
2022/07/22～2023/02/28
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7月21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 27,203,000 25,740,000 94.62%

令和４年度川辺川ダム砂防事務所管内用地関係資料作成等業務
熊本県球磨郡五木村外地内
2022/07/29～2023/03/15
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　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7月28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） 17,424,000 17,380,000 99.75%

令和４年度ダムサイト周辺地質調査（その４）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/07/27～2023/03/10
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26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） 40,183,000 33,682,000 83.82%

令和４年度ダムサイト周辺地質調査（その５）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/07/27～2023/03/10
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26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） 39,809,000 33,121,000 83.20%

令和４年度ダムサイト周辺地質調査（その６）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/07/27～2023/03/10
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26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） 39,127,000 35,882,000 91.71%

令和４年度ダムサイト周辺地質調査（その７）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/07/27～2023/03/10
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26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） 37,719,000 31,405,000 83.26%

令和４年度野々脇地区地質調査（その１）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/07/27～2023/02/10
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26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） 35,365,000 29,590,000 83.67%

令和４年度野々脇地区外地質調査（その２）業務
川辺川ダム砂防事務所管内
2022/07/27～2023/02/10
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月26日
国土防災技術（株）
東京都港区虎ノ門３－１８－５

9010401010035
指名競争契約
（総合評価） 33,924,000 28,270,000 83.33%

横手谷砂防堰堤改築（１期）工事
熊本県球磨郡五木村横手地先
2022/07/02～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月1日
岩奥産業（株）
熊本県八代市泉町柿迫８１５５

3330001013923
一般競争
（総合評価） 245,795,000 242,000,000 98.46%

令和４年度下津原地区外補償説明等業務
熊本県玉名郡和水町下津原地内外
2022/07/06～2023/02/28
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　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7月5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） 13,893,000 10,923,000 78.62%

令和４年度玉祥寺地区事業損失事前調査業務
熊本県菊池市玉祥寺地内
2022/07/22～2022/12/09
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7月21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 5,588,000 5,280,000 94.49%

令和４年度菊池川中流部用地調査等業務
熊本県玉名市地内外
2022/07/29～2023/02/28
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　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7月28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 11,308,000 10,670,000 94.36%

菊池川改修附帯菰田橋下部工（Ｐ２）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7月5日
（株）池田建設
熊本県玉名市天水町小天７３７１

7330001011568
一般競争
（総合評価） 232,672,000 211,970,000 91.10%

玉祥寺地区環境整備（その３）工事
熊本県菊池市玉祥寺地先
2022/07/08～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月7日
荒川建設（株）
熊本県山鹿市鹿北町椎持２９３０－２

9330001010213
一般競争
（総合評価） 34,474,000 31,350,000 90.94%

玉祥寺地区環境整備（その２）工事
熊本県菊池市玉祥寺地先
2022/07/25～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月8日
（株）吉安建設
熊本県菊池市泗水町亀尾３５８８

6330001009729
一般競争
（総合評価） 88,737,000 81,180,000 91.48%
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岩野川上流地区護岸（その１）工事
熊本県山鹿市寺島地先
2022/07/20～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月11日
（株）熊野組
熊本県玉名市中１１８９

4330001011422
一般競争
（総合評価） 61,765,000 56,430,000 91.36%

合志川山城堰改築（四期）工事
熊本県熊本市北区植木町米塚地先
2022/07/13～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月12日
（株）池田建設
熊本県玉名市天水町小天７３７１

7330001011568
一般競争
（総合評価） 236,357,000 216,370,000 91.54%

合志川山城取水樋管機械設備外工事
熊本県熊本市北区植木町米塚地先外
2022/07/21～2023/03/15
機械設備工事

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7月20日
（株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１５‐１

6300001000946
一般競争
（総合評価） 29,524,000 27,478,000 93.07%

迫間川中富地区河道掘削その他工事
熊本県山鹿市鹿本町中富地先外
2022/07/22～2023/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月21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） 129,041,000 117,279,800 90.89%

令和４年度　竜門ダム曝気設備修繕工事
熊本県菊池市龍門地先
2022/07/23～2023/03/20
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月22日
ゼニヤ海洋サービス（株）
大阪府池田市豊島南２－１７６－１

4120901019684
一般競争
（総合評価） 35,486,000 33,858,000 95.41%

令和４年度立野ダムＣＣＴＶ設備設置工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地先外
2022/09/01～2023/03/31
通信設備工事

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4年7月22日
（株）サン電工社
福岡県福岡市中央区鳥飼２丁目６番５１
号

6290001007720
一般競争
（総合評価） 101,200,000 93,500,000 92.39%

令和４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
2022/08/05～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月28日
（株）森工業
熊本県阿蘇市黒川１３４７

5330001012287
一般競争
（総合評価） 286,715,000 260,766,000 90.95%

Ｒ４県道災害復旧　大柿地区工事用道路（その３）工事
熊本県人吉市中神町大柿地先
2022/08/22～2023/03/31
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7月11日

（株）西村建設
熊本県下益城郡美里町畝野２９００番地

6330001013094
一般競争
（総合評価） 271,821,000 251,020,000 92.35%

Ｒ４県道災害復旧　白石地区擁壁工（その５）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7月22日

（株）白砂組
熊本県球磨郡相良村川辺１５９９－１

7330001015916
一般競争
（総合評価） 283,316,000 275,000,000 97.06%

Ｒ４県道災害復旧　白石地区擁壁工（その６）工事
熊本県葦北郡芦北町白石地先
2022/07/28～2023/03/31
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7月27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） 292,534,000 272,250,000 93.07%

Ｒ４県道災害復旧　白石天月地区擁壁工（その１）外工事
熊本県葦北郡芦北町天月地先外
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7月29日

（株）丸立
熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関８０１－１

2330001012397
一般競争
（総合評価） 277,486,000 264,000,000 95.14%

Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その９）工事
熊本県八代市坂本町川嶽地先
2022/08/25～2023/03/31
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7月29日

（株）十五建設
熊本県熊本市中央区十禅寺１－１０－１
４

5330001002354
一般競争
（総合評価） 293,183,000 275,000,000 93.80%

県道人吉水俣線災害復旧西瀬橋工事用道路外工事
熊本県人吉市相良町地先
2022/08/22～2023/03/31
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7月15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） 228,426,000 208,450,000 91.25%

大分２１２号三光本耶馬渓道路（跡田地区外）事業損失調査等業務
大分県中津市本耶馬渓町跡田地内外
2022/07/22～2023/02/28
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7月21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） 26,026,000 22,000,000 84.53%

令和４年度国道２１２号三光本耶馬渓道路用地関係図書作成業務
大分県中津市本耶馬渓町跡田地内外
2022/07/22～2023/02/28
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7月21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） 11,979,000 9,438,000 78.79%

令和４年度大野川堤防強化測量設計業務
大野川水系
2022/07/08～2022/12/28
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7月7日
（株）冨士設計
大分県大分市大字羽田９３０－１

2320001002399
指名競争契約
（総合評価） 13,717,000 10,835,000 78.99%

令和４年度大分川堤防強化測量設計業務
大分川水系
2022/07/08～2022/12/28
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7月7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） 12,903,000 10,395,000 80.56%

北鼻排水機場外壁改修外工事
大分県大分市大字毛井地先外
2022/07/15～2023/03/15
建築工事

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7月14日
（株）野田産業
大分県国東市安岐町塩屋２９１番地３

4320001008304
指名競争契約
（総合評価） 56,815,000 54,340,000 95.64%

令和４年度川下改良外測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2022/07/08～2023/03/15
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
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7月7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） 28,622,000 27,280,000 95.31%

令和４年度大分河川国道管内トンネル点検業務
日田国道維持出張所、大分維持出張所管内
2022/07/07～2022/12/22
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7月6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） 21,736,000 17,380,000 79.96%

令和４年度大分１０号上尾トンネル非常用発電設備更新工事
大分県大分市大字上戸次地先
2022/07/26～2023/02/28
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
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7月25日
豊南電工（株）
大分県津久見市大字津久見１５７５－１

5320201000258
一般競争
（総合評価） 30,943,000 29,568,000 95.56%
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令和４年度　国道１０号宇目地区防災工事外用地調査等業務
大分県佐伯市宇目外地内
2022/07/23～2023/02/28
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7月22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
（総合評価） 27,500,000 21,593,000 78.52%

令和４年度　佐伯管内改築事業測量設計業務
佐伯河川国道事務所管内
2022/07/23～2023/01/31
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7月22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） 32,901,000 31,350,000 95.29%

令和４年度　堅田川蛇崎地区堤防補強工事
大分県佐伯市蛇崎地先
2022/07/09～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月8日
谷川建設工業（株）
大分県佐伯市常盤南町８－３３

9320001009000
一般競争
（総合評価） 130,537,000 119,185,000 91.30%

令和４年度　番匠川水系堤防等点検及び測量外業務
番匠川水系直轄管理区間
2022/07/30～2023/02/28
測量

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7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 16,566,000 15,730,000 94.95%

小丸川椎木地区浸透対策外工事
宮崎県児湯郡木城町椎木地先、児湯郡高鍋町北高鍋地先
2022/07/23～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月22日
松本建設（株）
宮崎県宮崎市清水１－９－２４

2350001001720
一般競争
（総合評価） 99,187,000 90,200,000 90.94%

大淀川鶴島地区河道掘削（その３）工事
宮崎県宮崎市鶴島地内
2022/07/27～2023/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月26日
富岡建設（株）
宮崎県日南市大字平山２２９２番地４

3350001009473
一般競争
（総合評価） 148,247,000 135,058,000 91.10%

令和４年度宮崎管内砂防施設設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/07/16～2023/02/28
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　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月15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） 41,371,000 33,088,000 79.98%

東九州道（清武〜北郷）丸目地区外舗装工事
宮崎県宮崎市清武町今泉地先
2022/07/02～2022/11/30
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　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月1日
（株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９－１１

9010001034987
一般競争
（総合評価） 130,141,000 118,690,000 91.20%

令和４年度東九州道地質調査外（その１）業務
宮崎市清武町今泉〜宮崎市大字鏡洲
2022/07/02～2023/03/31
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月1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） 68,332,000 57,992,000 84.87%

東九州道（清武〜北郷）芳ノ元九平地区改良外工事
宮崎県宮崎市大字鏡洲地先
2022/07/09～2023/03/31
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月8日
都北産業（株）
宮崎県都城市神之山町４８６６－２

7350001008141
一般競争
（総合評価） 284,999,000 260,040,000 91.24%

東九州道（清武〜北郷）猪八重トンネル外監査路手摺設置工事
宮崎県宮崎市清武町今泉〜日南市北郷町郷之原
2022/07/14～2023/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月13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） 197,593,000 180,620,000 91.41%

令和４年度油津・夏井道路串間ＩＣランプ橋橋梁詳細設計業務
宮崎県串間市大字西方
2022/07/22～2023/02/28
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月21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） 58,157,000 46,299,000 79.61%

令和４年度日南防災橋梁詳細設計外業務
宮崎県日南市大字宮浦
2022/07/22～2023/02/28
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月21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） 38,478,000 30,800,000 80.05%

令和４年度宮崎管内道路改築測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/07/22～2023/03/31
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月21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） 54,648,000 44,550,000 81.52%

令和４年度都城道路外改築測量設計業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/07/22～2023/03/31
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月21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） 39,589,000 35,640,000 90.03%

令和４年度油津・夏井道路（奈留〜串間）道路構造物外設計業務
宮崎県串間市
2022/07/27～2023/03/10
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　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月26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） 109,890,000 88,000,000 80.08%

令和４年度東九州道トンネル点検外（その１）業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/07/16～2023/02/28
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　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月15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） 61,314,000 49,830,000 81.27%

令和４年度東九州道トンネル点検外（その２）業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/07/16～2023/02/28
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　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月15日
（株）西部技建コンサルタント
宮崎県小林市細野４１５８

4350001009860
指名競争契約
（総合評価） 53,427,000 43,340,000 81.12%

令和４年度都城地区道路附属物点検業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/07/23～2023/02/28
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月22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） 29,150,000 26,950,000 92.45%

令和４年度宮崎管内道路附属物点検業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/07/23～2023/02/28
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7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） 32,362,000 26,070,000 80.56%

令和４年度天長寺橋外耐震補強・補修工事
宮崎県都城市大岩田町地先
2022/07/28～2023/03/31
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月27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） 113,949,000 102,938,000 90.34%
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令和４年度沖水橋（上り）耐震補強・補修工事
宮崎県都城市吉尾町地先
2022/07/28～2023/03/31
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月27日
大和開発（株）
宮崎県宮崎市高洲町２３５－３

2350001002124
一般競争
（総合評価） 103,510,000 93,445,000 90.28%

東九州道（清武〜北郷）交通遮断設備設置工事
宮崎県宮崎市清武町大字今泉地先外
2022/07/12～2023/03/30
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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月11日
星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３６

1130001038463
一般競争
（総合評価） 113,960,000 104,060,000 91.31%

令和４年度宮崎管内電気通信設備詳細設計業務
宮崎県宮崎市大工２丁目３９外
2022/07/21～2023/02/28
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　宮崎河川国道事務所長　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月20日
（株）通電技術
北海道札幌市白石区平和通２－北１１
－２０

1430001010557
指名競争契約
（総合評価） 44,792,000 35,805,000 79.94%

堀切峠トンネル照明設備設置工事
宮崎県宮崎市内海地先　堀切峠トンネル
2022/07/28～2023/03/15
電気設備工事

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　松　村　知　樹
宮崎市大工２丁目３９番地

令和4年7月27日
（株）九南
宮崎県宮崎市大字赤江２

1350001004212
一般競争
（総合評価） 122,518,000 113,850,000 92.93%

令和４年度　天下地区防災拠点整備外工事
宮崎県延岡市天下町地先、三須町地先
2022/07/12～2023/03/15
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7月11日
（株）盛武組
宮崎県延岡市北川町長井３９１４

5350001007112
一般競争
（総合評価） 126,621,000 115,500,000 91.22%

令和４年度　延岡管内橋梁補修外設計業務
延岡河川国道事務所管内
2022/07/22～2022/12/28
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　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7月21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） 18,623,000 14,861,000 79.80%

令和４・５年度　延岡管内橋梁点検業務
延岡河川国道事務所管内
2022/07/27～2023/12/20
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　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7月26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） 69,003,000 64,900,000 94.05%

令和４年度　東九州道寺畑谷第二トンネル照明設備設置工事
宮崎県延岡市小野町地先
2022/07/20～2023/02/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月7日
（株）興電舎
宮崎県延岡市浜町２２２番地１

7350001006764
一般競争
（総合評価） 123,882,000 112,420,000 90.75%

令和４年度九州中央道久保山トンネル外ラジオ再放送設備設置工事
宮崎県延岡市北方町地先外
2022/07/19～2023/03/15
通信設備工事

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7月11日
エクシオグループ（株）
東京都渋谷区渋谷３－２９－２０

3011001031955
一般競争
（総合評価） 215,358,000 201,630,000 93.63%

令和４年度　東九州道北川電気室太陽光発電設備外設置工事
宮崎県延岡市須佐町地先外
2022/07/25～2023/03/15
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　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7月14日
（株）九南
宮崎県宮崎市大字赤江２

1350001004212
一般競争
（総合評価） 133,639,000 122,870,000 91.94%

令和４年度川内川水系樋門樋管無動力化設計業務
川内川河川事務所管内
2022/07/28～2023/02/28
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　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7月27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） 23,430,000 18,634,000 79.53%

令和４年度川内川管内地質調査（その１）業務
川内川河川事務所管内
2022/07/13～2023/02/28
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7月12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） 19,536,000 16,181,000 82.83%

令和４年度川内川管内地質調査（その２）業務
川内川河川事務所管内
2022/07/13～2023/02/28
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7月12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） 13,189,000 10,945,000 82.99%

川内川河川水辺の国勢調査（両・爬・哺）等業務
川内川河川事務所管内
2022/07/27～2023/03/15
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　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7月26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） 15,488,000 12,320,000 79.55%

Ｒ４油津・夏井道路補償説明等業務
鹿児島県志布志市志布志町
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 25,553,000 20,075,000 78.56%

Ｒ４一般国道２２０号菱田地区外補償説明等業務
鹿児島県曽於郡大崎町菱田外
2022/07/15～2023/02/28
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　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7月14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） 13,904,000 10,923,000 78.56%

Ｒ４日南志布志道路外事業損失事前調査業務
鹿児島県志布志市志布志町外
2022/07/28～2022/11/30
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　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7月27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） 17,655,000 13,871,000 78.57%

野尻川上流砂防設備改築工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先
2022/07/04～2023/03/15
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7月1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） 202,917,000 185,680,000 91.51%

野尻川中流砂防設備改築工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先
2022/07/12～2023/03/15
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7月7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） 185,119,000 169,730,000 91.69%

黒神川砂防設備補修（第二工区）工事
鹿児島県鹿児島市黒神町地先
2022/07/08～2023/03/15
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7月7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） 120,175,000 109,340,000 90.98%

肝属川川西地区掘削護岸（第一工区）工事
鹿児島県鹿屋市川西地先
2022/08/01～2023/03/30
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　安　藤　　　詳
平
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和4年7月7日
山佐産業（株）
鹿児島県肝属郡肝付町前田９７２

2340001014178
一般競争
（総合評価） 149,094,000 135,817,000 91.09%
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有村川砂防設備改築工事
鹿児島県鹿児島市有村町地先
2022/07/08～2023/03/15
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7月7日
（株）吉留組
鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

8340001014189
一般競争
（総合評価） 118,085,000 107,690,000 91.20%

黒神川砂防設備補修（第一工区）工事
鹿児島県鹿児島市黒神町地先
2022/08/01～2023/03/15
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7月7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） 122,111,000 111,100,000 90.98%

日南・志布志道路帖地区外改良その他工事
鹿児島県志布志市、曽於郡大崎町、鹿屋市
2022/07/13～2023/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月12日
徳澤建設（株）
鹿児島県曽於郡大崎町菱田２５９３－１

8340001015245
一般競争
（総合評価） 122,375,000 111,320,000 90.97%

Ｒ４牛根境防災（１工区）道路詳細設計業務
鹿児島県垂水市牛根境地内
2022/07/27～2023/02/28
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7月26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） 21,318,000 16,995,000 79.72%

Ｒ４牛根境地区歩道整備外工事
鹿児島県垂水市牛根境地先外
2022/08/01～2023/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月6日
山下建設（株）
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿１７４１

2340001015093
一般競争
（総合評価） 77,737,000 69,789,500 89.78%

Ｒ４東九州道補修外工事
東九州道外
2022/07/08～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月7日
（株）上津建設
鹿児島県垂水市二川１０２２番地

9340001013842
一般競争
（総合評価） 183,238,000 166,650,000 90.95%

Ｒ４大隅管内橋梁補修工事
大隅河川国道事務所管内
2022/07/25～2023/03/14
橋梁補修工事

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7月7日
（株）カーネギー産業
鹿児島県鹿児島市東桜島町２４－１

4340001001100
一般競争
（総合評価） 104,621,000 94,490,000 90.32%

Ｒ４大隅管内構造物補修工事
大隅河川国道事務所管内
2022/07/08～2023/01/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月7日
（株）カーネギー産業
鹿児島県鹿児島市東桜島町２４－１

4340001001100
一般競争
（総合評価） 98,714,000 89,375,000 90.54%

道の駅たるみず改修工事
鹿児島県垂水市大字牛根麓1138-5外
2022/07/20～2023/02/28
建築工事

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7月19日
（株）森建設
鹿児島県鹿屋市輝北町上百引３８４７－
２

3340001014169
一般競争
（総合評価） 80,344,000 74,800,000 93.10%

Ｒ４大隅管内ＣＣＴＶ設備設置その他工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先外
2022/07/22～2023/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月21日
日米電子（株）
福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

8290001009483
一般競争
（総合評価） 128,293,000 117,315,000 91.44%

令和４年度国道１０号吉野地区外補償説明等業務
鹿児島県鹿児島市吉野町地内外
2022/07/13～2023/02/28
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7月12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） 24,024,000 20,416,000 84.98%

令和４年度阿久根川内道路事業損失事前調査業務
鹿児島県薩摩川内市水引町地内
2022/07/13～2022/12/15
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　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7月12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） 20,702,000 16,456,000 79.49%

令和４年度阿久根川内道路補償説明等（その２）業務
鹿児島県薩摩川内市水引町
2022/07/28～2023/03/31
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　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7月27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） 27,665,000 21,692,000 78.41%

令和４年度阿久根川内道路補償説明等（その１）業務
鹿児島県薩摩川内市水引町外
2022/07/28～2023/03/31
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　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7月27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） 28,985,000 22,726,000 78.41%

鹿児島３号西目地区改良（その２）外工事
鹿児島県阿久根市西目地先外
2022/07/11～2023/03/17
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7月5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） 173,789,000 156,530,000 90.07%

令和４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
2022/07/15～2023/01/31
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7月5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） 92,488,000 83,380,000 90.15%

令和４年度鹿児島国道事務所管内舗装点検業務
鹿児島国道事務所管内
2022/07/13～2022/12/28
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7月12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） 20,515,000 16,390,000 79.89%

令和４年度阿久根・加治木維持出張所管内道路附属物外点検業務
阿久根・加治木維持出張所管内
2022/07/13～2023/02/28
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　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7月12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） 53,658,000 44,198,000 82.37%

令和４年度鹿児島・指宿維持出張所管内道路附属物外点検業務
鹿児島・指宿維持出張所管内
2022/07/13～2023/02/28
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　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7月12日
パシフィックコンサルタンツ（株）
東京都千代田区神田錦町３－２２

8013401001509
指名競争契約
（総合評価） 49,841,000 44,000,000 88.28%

令和４年度国道２２５号清水地区改良工事
鹿児島県南九州市川辺町清水地内
2022/07/07～2023/01/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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7月6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） 71,698,000 65,065,000 90.75%

令和４年度鹿児島国道管内交通安全対策測量設計業務
鹿児島県鹿児島市
2022/07/28～2023/02/28
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7月27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） 25,971,000 20,636,000 79.46%



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）

令和４年度緑川ダム管内電気通信設備詳細設計業務
熊本県下益城郡美里町畝野３４５６　緑川ダム管理所外
2022/07/28～2023/02/28
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　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7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） 23,100,000 18,403,000 79.67%

令和４年度松原・下筌ダム管内水文資料等作成業務
福岡県久留米市高野１丁目２番２号（筑後川ダム統合管理事務所）
2022/07/02～2023/02/28
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7月1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） 6,490,000 5,775,000 88.98%

令和４年度　鶴田ダム管理所管内測量設計業務
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外
2022/07/22～2022/12/28
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　鶴田ダム管理所長　廣松　洋一
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

令和4年7月21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 13,651,000 10,835,000 79.37%

令和４年度中津・中央町地区事業損失事後調査等業務
大分県中津市中央町１丁目地内
2022/07/27～2022/12/16
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　中元　道男
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

令和4年7月26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） 16,588,000 13,750,000 82.89%

令和４年度耶馬渓ダム水質保全設備外修繕工事
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂地先
2022/07/08～2023/02/28
機械設備工事

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　中元　道男
大分県中津市大字高瀬１８５１－２

令和4年7月7日
ゼニヤ海洋サービス（株）
大阪府池田市豊島南２－１７６－１

4120901019684
一般競争
（総合評価） 61,765,000 57,112,000 92.47%

令和４年度　有明海沿岸道路（荒尾地区外）建物調査等業務
熊本県荒尾市外地内
2022/07/14～2023/03/15
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7月13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
（総合評価） 31,449,000 24,695,000 78.52%

令和４年度　有明海沿岸道路（大島町地区）用地調査等業務
熊本県荒尾市大島町地内
2022/07/14～2023/01/31
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　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7月13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） 21,560,000 17,017,000 78.93%

令和４年度　有明海沿岸道路構造物設計外業務
熊本県荒尾市〜佐賀県佐賀市
2022/07/15～2023/02/10
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　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7月14日
（株）綜合技術コンサルタント
東京都江東区亀戸７－６－４

7010001021120
指名競争契約
（総合評価） 36,564,000 29,007,000 79.33%

令和４年度海の中道　駅口自転車車庫新築外工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2022/07/02～2023/02/28
木造建築工事

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7月1日
（有）サヤ建設
福岡県直方市大字頓野３９２０－２

4290802020295
一般競争
（総合評価） 184,360,000 180,620,000 97.97%

令和４年度海の中道　上水道更新外工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2022/07/08～2023/02/28
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4年7月7日
（株）鵜池造園
佐賀県佐賀市蓮池町大字蓮池３６７－１

6300001000095
一般競争
（総合評価） 103,609,000 95,370,000 92.05%

令和４年度海の中道　放送設備更新工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2022/07/08～2023/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月7日
ＪＲＣシステムサービス（株）
東京都三鷹市牟礼６－２１－１１

8120001072614
一般競争
（総合評価） 35,541,000 32,670,000 91.92%

令和４年度海の中道　動物の森周辺地質調査業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2022/07/20～2022/12/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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7月19日
（株）アサノ大成基礎エンジニアリング
東京都台東区北上野２－８－７

5010001078914 指名競争契約 8,316,000 6,743,000 81.08%

令和４年度海の中道　Ｄ地区玄界灘海浜部整備工事
福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2022/07/21～2022/12/28
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4年7月20日
（株）別府梢風園
福岡県福岡市東区青葉１－６－５３

5290001004041
一般競争
（総合評価） 50,061,000 45,210,000 90.31%

令和４年度海の中道　発電設備外設置工事
福岡県福岡市東区大字西戸崎　海の中道海浜公園内
2022/07/21～2023/02/28
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
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7月20日
（株）関屋電設
福岡県大野城市川久保３－１－１０

1290001040833
一般競争
（総合評価） 26,114,000 23,903,000 91.53%

令和４年度海の中道　駅口南地区改修外工事
福岡市東区大字西戸崎外　海の中道海浜公園内
2022/07/23～2022/12/28
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4年7月22日
（株）小山千緑園
福岡県福岡市東区若宮５－９－８

2290001003112
一般競争
（総合評価） 80,190,000 72,490,000 90.40%

ハローワーク別府（Ｒ４）工事監理業務
大分県別府市青山町11-22
2022/07/09～2022/11/18
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　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7月8日
日成設計一級建築士事務所
大分県大分市東津留２－２－１３

指名競争契約 2,964,500 2,310,000 77.92%

（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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