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宝満川下野地区（上流）築堤工事
佐賀県鳥栖市下野地先
2022/09/06～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月5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） 110,473,000 100,760,000 91.21%

宝満川下野地区（下流）築堤工事
佐賀県鳥栖市下野地先
2022/09/06～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月5日
（株）丸福建設
佐賀県佐賀市久保田町徳万１６４７

2300001000982
一般競争
（総合評価） 105,589,000 96,195,000 91.10%

巨瀬川今村橋取付道路外工事
福岡県久留米市田主丸町以真恵地先
2022/09/06～2023/03/24
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月5日
建武工業（株）
福岡県久留米市山川町１６４３－７

4290001048782
一般競争
（総合評価） 184,580,000 169,400,000 91.78%

宝満川小森野地区築堤工事
福岡県久留米市小森野地先
2022/09/06～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月5日
（株）昭和組
福岡県大川市大字小保７９９－１

7290001052939
一般競争
（総合評価） 67,782,000 61,490,000 90.72%

巨瀬川竹野地区築堤護岸工事
福岡県久留米市田主丸町竹野地先
2022/09/21～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月20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） 150,139,000 136,950,000 91.22%

筑後川床島地区護岸工事
福岡県三井郡大刀洗町三川地先
2022/09/21～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月20日
森部建設（株）
福岡県朝倉市長渕６１８

9290001044208
一般競争
（総合評価） 104,654,000 95,315,000 91.08%

令和４年度古賀坂排水機場上屋改修工事
福岡県久留米市安武町武島
2022/10/11～2023/03/15
建築工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月27日
（有）質倹
長崎県長崎市若葉町７－１２

2310002006409
一般競争
（総合評価） 122,584,000 120,131,000 98.00%

寒水川排水機場外機械設備改修設計業務
佐賀県三養基郡みやき町大字坂口外
2022/09/02～2023/03/31
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9月1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） 34,496,000 27,566,000 79.91%

令和４年度　筑後川中流外定期縦横断測量業務
筑後川河川事務所管内
2022/09/02～2023/02/28
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9月1日

令和４年度　筑後川中流外定期縦横断測量
業務パスコ・高崎総合コンサルタント設計共
同体
福岡県福岡市博多区東比恵３－５－２

指名競争契約
（総合評価） 47,256,000 38,342,700 81.14%

令和４年度　筑後川水系三川地区測量業務
福岡県三井郡大刀洗町
2022/09/21～2023/02/28
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9月20日
国際技術コンサルタント（株）
佐賀県佐賀市久保田町大字新田３７９７
－３

8300001000300
指名競争契約
（総合評価） 12,430,000 9,900,000 79.65%

令和４年度　筑後・佐賀平野地盤沈下高測量業務
筑後川河川事務所管内
2022/10/01～2023/03/15
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9月30日
大和コンサル（株）
福岡県久留米市城南町２３－３

1290001049098 指名競争契約 32,010,000 30,360,000 94.85%

令和４年度筑後川中流右岸域地質調査業務（その１）
福岡県朝倉市山田地内
2022/09/06～2023/02/10
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9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） 30,899,000 25,762,000 83.37%

令和４年度犬鳴川原田地区外補償説明等業務
福岡県宮若市原田地内外
2022/09/02～2023/03/15
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　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9月1日
（株）大建補償コンサルタント
福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３　４
階

9290001008443
指名競争契約
（総合評価） 14,894,000 11,990,000 80.50%

令和４年度彦山川田川地区外事業損失調査等業務
福岡県田川市番田町地内外
2022/09/16～2023/03/15
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　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9月15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） 11,275,000 9,020,000 80.00%

彦山川伊方地区上流掘削工事
福岡県田川郡福智町伊方地先
2022/09/13～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12日
（株）大和土木
福岡県田川市大字川宮３３３－１

8290801016687
一般競争
（総合評価） 64,152,000 58,300,000 90.88%

遠賀川鯰田地区右岸中流掘削改良工事
福岡県飯塚市鯰田地先
2022/09/14～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番地の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 75,174,000 68,255,000 90.80%

遠賀川鯰田地区右岸掘削改良工事
福岡県飯塚市鯰田地先
2022/09/15～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）堀組土建
福岡県宮若市本城１４７９

8290801014518
一般競争
（総合評価） 68,805,000 62,876,000 91.38%

彦山川伊方地区下流掘削外工事
福岡県田川郡福智町伊方地先
2022/09/16～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
清水丸源建設（株）
福岡県田川市大字糒６５６－１

4290801016360
一般競争
（総合評価） 69,223,000 62,953,000 90.94%

遠賀川鯰田地区右岸下流掘削改良工事
福岡県飯塚市鯰田地先
2022/09/17～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月16日
（株）前田組
福岡県飯塚市川津５０４

3290001046283
一般競争
（総合評価） 72,666,000 66,220,000 91.13%

彦山川下境地区下流掘削築堤工事
福岡県直方市下境地先
2022/09/22～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）松浦組
福岡県直方市溝堀１－７－４０

3290801014324
一般競争
（総合評価） 75,757,000 69,080,000 91.19%

彦山川下境地区上流掘削築堤工事
福岡県直方市下境地先
2022/09/27～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番地の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 70,048,000 63,580,000 90.77%
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遠賀川直方地区上流掘削外工事
福岡県直方市知古地先、福岡県鞍手郡小竹町御徳地先
2022/09/28～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月27日
（有）北代組
福岡県直方市大字赤地１３７－２

5290802020220
一般競争
（総合評価） 63,690,000 57,750,000 90.67%

彦山川下境地区中流掘削築堤工事
福岡県直方市下境地先
2022/09/28～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月27日
有田建設（株）
福岡県直方市大字植木２１３３－１

8290801014039
一般競争
（総合評価） 72,919,000 66,220,000 90.81%

彦山川下境地区掘削築堤外工事
福岡県直方市下境地先、福岡県田川郡福智町市場地先
2022/09/28～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月27日
（株）双一開發
福岡県宮若市高野５９７番地１

5290801014495
一般競争
（総合評価） 68,365,000 62,040,000 90.75%

遠賀川直方地区下流掘削工事
福岡県直方市知古地先
2022/09/29～2023/02/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）前田組
福岡県飯塚市川津５０４

3290001046283
一般競争
（総合評価） 65,956,000 59,840,000 90.73%

令和４年度飯塚管内中益地区護岸補修外工事
福岡県嘉麻市中益地先
2022/09/08～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7日
崎村組
福岡県飯塚市小正２３１－１６

一般競争
（総合評価） 115,016,000 105,050,000 91.34%

令和４年度高柳堰堰柱補修受託合併工事
福岡県田川市大字糒地先　高柳堰
2022/09/14～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13日
（株）石橋組
福岡県田川市大字伊田９９番地の４

7290801016275
一般競争
（総合評価） 98,824,000 89,782,000 90.85%

令和４年度中間管内若松地区下流堤防補修工事
福岡県遠賀郡遠賀町若松地先
2022/09/16～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
（株）松原土木
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７６８－
３７

2290801014432
一般競争
（総合評価） 34,782,000 31,460,000 90.45%

令和４年度中間管内若松地区上流堤防補修工事
福岡県遠賀郡遠賀町若松地先
2022/09/17～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月16日
藤木建設（株）
福岡県北九州市八幡西区大平３－１６
－１０

9290801010490
一般競争
（総合評価） 35,002,000 31,900,000 91.14%

令和４年度中間管内樋管無動力化設計業務
福岡県直方市溝堀1-1-1
2022/09/17～2023/01/31
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　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9月16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） 20,185,000 16,005,000 79.29%

令和４年度笹尾川排水機場外植栽維持管理工事
福岡県北九州市八幡西区楠橋地先外
2022/09/29～2023/03/15
造園工事

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9月28日
（株）香翠園
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８－３

6290001046264
一般競争
（総合評価） 13,376,000 12,045,000 90.05%

令和４年度飯塚管内漆生地区維持掘削工事
福岡県嘉麻市漆生地先
2022/09/30～2023/03/15
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）上瀧組
福岡県嘉麻市漆生８８１

8290001045116
一般競争
（総合評価） 61,171,000 56,320,000 92.07%

令和４年度遠賀川芦屋地区外定期縦横断測量業務
福岡県遠賀郡芦屋町外
2022/09/14～2023/02/28
測量

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9月13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
（総合評価） 11,726,000 9,240,000 78.80%

令和４年度遠賀川水巻地区外定期縦横断測量業務
福岡県遠賀郡水巻町外
2022/09/14～2023/02/28
測量

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9月13日
旭測量設計（株）
福岡県北九州市八幡西区香月西３－２
－１２

8290801009575
指名競争契約
（総合評価） 11,528,000 9,185,000 79.68%

令和４年度遠賀川楠橋地区外定期縦横断測量業務
福岡県北九州市八幡西区楠橋地先外
2022/09/14～2023/02/28
測量

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9月13日
（株）永大開発コンサルタント
福岡県飯塚市菰田東２－２２－５５

3290001045392
指名競争契約
（総合評価） 10,989,000 10,120,000 92.09%

令和４年度遠賀川直方地区外定期縦横断測量業務
福岡県直方市外
2022/09/14～2023/02/28
測量

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9月13日
興建測量設計（株）
福岡県直方市日吉町１０－３７

9290801014129
指名競争契約
（総合評価） 10,571,000 8,437,000 79.81%

令和４年度中間地区環境整備工事
福岡県中間市中間地先
2022/09/17～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月16日
藤木建設（株）
福岡県北九州市八幡西区大平３－１６
－１０

9290801010490
一般競争
（総合評価） 72,512,000 66,000,000 91.02%

直方出張所非常用発電設備外設置工事
福岡県直方市頓野３３３０－１　直方出張所外
2022/09/30～2023/03/15
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　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9月29日
（株）リオス
福岡県福岡市博多区井相田２－８－１５

6290001023156
一般競争
（総合評価） 66,913,000 63,800,000 95.35%

唐戸水門扉体外修繕工事
福岡県中間市大字中間地先外
2022/09/07～2023/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6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） 121,814,000 113,300,000 93.01%

令和４年度　事務所庁舎照明器具取替工事
福岡市東区名島３丁目２４番１０号
2022/09/02～2023/03/24
電気設備工事

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9月1日
（株）木村電気工事店
福岡県春日市岡本３－６

1290001041410
一般競争
（総合評価） 24,904,000 24,054,800 96.59%

令和４年度福岡国道事務所管内物件調査等業務
福岡国道事務所管内
2022/09/14～2023/02/28
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9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） 20,152,000 20,020,000 99.34%

福岡２０１号　黒木原橋上部工工事
福岡県糟屋郡篠栗町篠栗地内
2022/09/10～2023/10/31
鋼橋上部工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月9日
（株）大島造船所
長崎県西海市大島町１６０５－１

9310001006519
一般競争
（総合評価） 381,964,000 350,130,000 91.67%
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令和４年度　鳥栖久留米道路橋梁修正設計外業務
福岡国道事務所管内
2022/09/15～2023/03/31
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9月14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） 92,840,000 73,909,000 79.61%

福岡２０１号　花廻第二橋上部工（Ａ１ーＰ３）工事
福岡県糟屋郡篠栗町内住地内
2022/10/11～2023/09/29
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
（株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３

3200001000249
一般競争
（総合評価） 298,936,000 273,273,000 91.42%

福岡３号吉塚・榎田地区無電柱化５工区工事
福岡県福岡市博多区豊２丁目地内
2022/09/06～2023/12/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
（株）松本組
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

1290001004094
一般競争
（総合評価） 184,305,000 168,300,000 91.32%

令和４年度　福岡国道管内道路管理データ作成業務
福岡国道事務所管内
2022/09/15～2023/03/10
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　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9月14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） 32,252,000 25,663,000 79.57%

令和４年度　外環状共同溝ポンプ設備修繕工事
福岡県福岡市早良区次郎丸地先外
2022/09/21～2023/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20日
エスエスエンジニア（株）
福岡県直方市下境２１２３

9290801014582
一般競争
（総合評価） 14,366,000 13,750,000 95.71%

令和４・５年度　みゆきロードエレベーター制御設備更新工事
福岡県福岡市東区千早地先
2022/09/30～2023/10/31
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡路町二丁目１０
１番地

2010001027031
一般競争
（総合評価） 120,186,000 112,200,000 93.36%

令和４年度　福岡国道管内停電対策装置設置工事
福岡県うきは市浮羽町三春地先　三春３カメラ外９箇所
2022/09/20～2023/02/28
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　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9月2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） 29,865,000 27,830,000 93.19%

福岡２０１号鏡山地区（下り線）舗装工事
福岡県田川郡香春町大字鏡山地先
2022/09/03～2023/02/28
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月2日
（有）隆将カンパニー
福岡県田川市大字伊田５０００

6290802024567
一般競争
（総合評価） 117,172,000 107,767,000 91.97%

令和４年度行橋筑豊管内舗装修繕工事
行橋維持出張所管内、筑豊維持出張所管内
2022/09/02～2023/02/28
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1日
松山建設（株）
福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

1290001063297
一般競争
（総合評価） 118,118,000 107,085,000 90.66%

令和４年度北九州国道管内橋梁補修設計業務
北九州国道事務所管内
2022/09/03～2023/03/15
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　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9月2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） 35,475,000 28,237,000 79.60%

令和４年度行橋筑豊管内橋梁補修設計業務
行橋維持出張所管内、筑豊維持出張所管内
2022/09/03～2023/03/15
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　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9月2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） 33,286,000 26,499,000 79.61%

令和４年度北九州国道管内防災カルテ点検業務
北九州国道事務所管内
2022/09/15～2023/02/28
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　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9月14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） 19,976,000 15,950,000 79.85%

令和４年度北九州国道管内道路管理データ作成業務
北九州国道事務所管内
2022/09/15～2023/02/28
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　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9月14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） 42,196,000 33,583,000 79.59%

令和４年度北九州国道管内交通安全施設整備工事
北九州国道事務所管内
2022/09/23～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月22日
川越建設（株）
福岡県北九州市八幡西区陣原５－１０
－３２

6290801009759
一般競争
（総合評価） 124,212,000 112,860,000 90.86%

福岡３号則松地区４工区電線共同溝工事
福岡県北九州市八幡西区則松地先
2022/09/27～2024/02/29
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9月26日
（株）サカヒラ
福岡県飯塚市潤野１１３３－６

4290001045573
一般競争
（総合評価） 203,368,000 185,350,000 91.14%

福岡３号筒井地区電線共同溝工事
福岡県北九州市八幡西区熊西地先
2022/09/28～2024/02/29
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9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） 215,226,000 196,086,000 91.11%

福岡１０号片野新町地区５工区電線共同溝工事
福岡県北九州市小倉北区片野新町地先
2022/09/28～2023/12/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9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） 149,424,000 135,630,000 90.77%

令和４年度　牛津川右原地区河道整備工事
佐賀県小城市小城町池上地先
2022/09/12～2023/03/12
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和4年9月2日
（株）山崎建設
佐賀県武雄市橘町大日８２９２

4300001004676
一般競争
（総合評価） 284,416,000 266,200,000 93.60%

令和４年度　牛津川池上地区河道整備工事
佐賀県小城市小城町池上地先
2022/09/20～2023/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
岡本建設（株）
佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

8300001003402
一般競争
（総合評価） 239,327,000 220,330,000 92.06%

令和４年度　牛津川納所地区河道整備工事
佐賀県多久市東多久町納所地先
2022/09/13～2023/03/13
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長　阿部　成二
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和4年9月5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） 298,265,000 275,000,000 92.20%

牛津出張所外改修実施設計業務
佐賀県小城市牛津町上砥川４７－９外１箇所
2022/09/17～2023/02/15
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月16日
（株）栗林設計
山口県山口市下小鯖２１９２－１０

7250001000190 指名競争契約 7,249,000 4,565,000 62.97%
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令和４年度　松浦川堆積土砂掘削外工事
佐賀県唐津市相知町中山地先外
2022/09/22～2023/02/28
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）上滝建設
佐賀県佐賀市今宿町２－５

6300001000319
一般競争
（総合評価） 78,507,000 72,655,000 92.55%

令和４年度武雄管内堤防等河川管理施設状態調査業務
佐賀県武雄市
2022/09/30～2023/03/31
測量

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9月29日
新栄地研（株）
佐賀県佐賀市若楠２－５－２５

5300001000360 指名競争契約 22,803,000 21,890,000 96.00%

令和４年度六角川河口堰大型表示装置外設置工事
佐賀県杵島郡白石町大字福富字藤福搦　六角川河口堰操作所　外
2022/09/26～2023/03/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12日
光陽無線（株）
福岡県福岡市博多区新和町２－３－３２

2290001013078
一般競争
（総合評価） 37,268,000 33,880,000 90.91%

佐賀４９７号脇田地区函渠設置工事
佐賀県伊万里市脇田町地先
2022/09/13～2024/03/15
一般土木工事

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

令和4年9月12日
松尾建設（株）
佐賀県佐賀市多布施１－４－２７

6300001000905
一般競争
（総合評価） 554,114,000 508,200,000 91.71%

志気トンネル照明設備設置工事
佐賀県唐津市北波多行合野　志気トンネル
2022/09/02～2023/02/28
電気設備工事

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

令和4年9月1日
大久保電機（株）
佐賀県鹿島市中村宮前１６０２－３

4300001004890
一般競争
（総合評価） 49,335,000 49,060,000 99.44%

令和４年度志久地区外舗装修繕工事
佐賀県武雄市北方町志久地先外
2022/09/02～2023/02/28
アスファルト舗装工事

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

令和4年9月1日
（株）山崎建設
佐賀県武雄市橘町大日８２９２

4300001004676
一般競争
（総合評価） 93,742,000 85,250,000 90.94%

令和４年度山本地区外舗装修繕工事
佐賀県唐津市山本地先外
2022/09/05～2023/02/28
アスファルト舗装工事

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

令和4年9月2日
（株）中島工務店
佐賀県小城市三日月町久米２１１１－８

5300001003339
一般競争
（総合評価） 103,081,000 93,500,000 90.71%

嘉瀬橋耐震補強（２期）工事
佐賀県小城市三日月町金田地先
2022/09/20～2023/02/28
橋梁補修工事

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9月2日
松尾建設（株）
佐賀県佐賀市多布施１－４－２７

6300001000905
一般競争
（総合評価） 97,372,000 88,110,000 90.49%

本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良５期工事
長崎県諫早市上大渡野地先
2022/09/10～2023/12/28
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月9日
（株）福田組
新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１
０

9110001004880
一般競争
（総合評価） 509,311,000 466,180,000 91.53%

令和４年度長崎管内橋梁補修外工事
長崎河川国道事務所管内
2022/10/03～2023/02/28
橋梁補修工事

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9月21日
（株）西海建設
長崎県長崎市興善町２－８

2310001000619
一般競争
（総合評価） 161,755,000 146,663,000 90.67%

令和４年度長崎管内交通安全事業測量設計業務
長崎河川国道事務所管内
2022/09/30～2023/03/31
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9月29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） 17,215,000 13,596,000 78.98%

長崎局通信用鉄塔補修工事
長崎県長崎市宿町３１６番地１　長崎河川国道事務所
2022/09/16～2023/02/28
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
西日本プラント工業（株）
福岡県福岡市中央区高砂１－１０－１

3290001017747
一般競争
（総合評価） 26,796,000 25,256,000 94.25%

浜戸川松原排水樋管（２期）受託工事
熊本県宇土市馬之瀬町地内
2022/09/22～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）南州土木
熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

1330001003372
一般競争
（総合評価） 189,244,000 171,380,000 90.56%

九州中央道　城ノ尾地区改良１５期工事
熊本県上益城郡山都町北中島地内
2022/09/02～2023/03/15
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9月1日
（株）坂本建設
熊本県上益城郡山都町下市２４２－１

6330001010950
一般競争
（総合評価） 124,718,000 113,278,000 90.83%

令和４年度　熊本３号道路台帳作成業務
熊本県熊本市北区下硯川町〜熊本県熊本市北区四方寄町
2022/09/02～2023/02/28
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9月1日
（株）十八測量設計
熊本県熊本市中央区新大江３－９－４８

8330001002376 指名競争契約 8,723,000 7,865,000 90.16%

令和４年度　滝室坂道路測量設計業務
熊本県阿蘇市
2022/09/08～2023/02/28
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9月7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） 36,234,000 29,920,000 82.57%

熊本５７号　波野ＩＣ橋下部工外工事
熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先外
2022/09/22～2023/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）森工業
熊本県阿蘇市黒川１３４７

5330001012287
一般競争
（総合評価） 238,766,000 217,118,000 90.93%

令和４・５年度白川慶徳地区環境整備工事
熊本県熊本市中央区慶徳地先
2022/10/01～2023/05/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　三保木　悦幸
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和4年9月30日
山本建設（株）
熊本県熊本市西区池田４－１６－１６

1330001004759
一般競争
（総合評価） 89,837,000 86,900,000 96.73%

令和４年度　熊本管内道路管理測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2022/09/07～2023/03/15
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　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9月6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） 35,299,000 31,768,000 90.00%

令和４年度熊本管内交通安全事業設計業務
熊本河川国道事務所管内
2022/09/27～2023/02/28
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　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9月26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） 33,704,000 26,950,000 79.96%

令和４年度熊本管内地質調査業務
熊本河川国道事務所管内
2022/09/27～2023/02/28
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9月26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） 18,469,000 16,720,000 90.53%
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令和４年度熊本地区簡易型発電設備外設置工事
熊本県熊本市南区野田地先外
2022/09/06～2023/03/31
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　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9月5日
タイセイ電機（株）
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－６－
１

9290001038374
一般競争
（総合評価） 67,760,000 63,580,000 93.83%

令和４年度熊本地区ＣＣＴＶ設備設置工事
熊本県熊本市南区野田地先外
2022/09/14～2023/03/31
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月13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） 118,525,000 109,615,000 92.48%

令和４年度九州中央道ＣＣＴＶ設備外設置工事
熊本県上益城郡山都町北中島地先外
2022/09/26～2023/11/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月20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） 288,277,000 266,585,000 92.48%

令和４年度九州中央道道路情報表示設備外設置工事
熊本県上益城郡山都町城平地先外
2022/09/27～2023/11/30
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26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） 212,421,000 194,051,000 91.35%

Ｒ４球磨川坂本・鎌瀬地区測量業務
八代河川国道事務所
2022/09/10～2023/01/31
測量

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

令和4年9月9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） 10,780,000 8,580,000 79.59%

Ｒ４球磨川神瀬・一勝地地区測量業務
八代河川国道事務所
2022/09/10～2023/01/31
測量

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

令和4年9月9日
（株）九州開発エンジニヤリング
熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

2330001001086
指名競争契約
（総合評価） 10,780,000 9,240,000 85.71%

Ｒ４球磨川九日町上流地区掘削工事
熊本県人吉市九日町地先
2022/10/03～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
三和建設（株）
熊本県人吉市西間上町８１０－１

8330001015989
一般競争
（総合評価） 180,356,000 174,900,000 96.97%

Ｒ４球磨川萩原地区護岸その他工事
熊本県八代市萩原町地先
2022/10/11～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28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） 258,797,000 250,800,000 96.91%

鹿児島３号下知識地区改良外工事
鹿児島県出水市下知識町地先
2022/09/15～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月1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） 208,780,000 190,300,000 91.15%

鹿児島３号前田地区９工区改良工事
鹿児島県出水市境町地先
2022/09/12～2023/03/31
一般土木工事

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

令和4年9月1日
（株）森山（清）組
鹿児島県鹿児島市唐湊１－１３－２５

9340001004370
一般競争
（総合評価） 291,841,000 266,750,000 91.40%

熊本５７号長浜地区工事用道路工事
熊本県宇土市城塚町〜熊本県宇土市上網田町
2022/09/13～2023/03/10
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9月5日
（株）トーカイ
熊本県菊池市泗水町福本８６５－１

1330001009717
一般競争
（総合評価） 158,994,000 158,400,000 99.63%

令和４年度南九州道小津奈木トンネル点検業務
八代河川国道事務所管内
2022/09/21～2023/02/28
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　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9月20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） 6,787,000 5,555,000 81.85%

令和４年度河川水辺の国勢調査（環境基図等作成）業務
球磨川水系
2022/09/06～2023/03/15
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9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） 30,294,000 24,145,000 79.70%

令和４年度滑石地区事業損失事後調査等業務
熊本県玉名市滑石地内
2022/09/07～2023/02/28
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9月6日
（株）黒木総合鑑定
宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

8350001000527
指名競争契約
（総合評価） 17,644,000 13,860,000 78.55%

菊池川水系測量設計外業務
菊池川河川事務所管内
2022/09/07～2023/03/10
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　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9月6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） 26,466,000 21,362,000 80.71%

令和４年度菊池川水系堤防等調査業務
菊池川河川事務所管内
2022/09/07～2023/03/31
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　菊池川河川事務所長　小田　禎彦
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和4年9月6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） 18,139,000 14,960,000 82.47%

令和４年度竜門ダム堆砂測量調査業務
竜門ダム管理支所管内
2022/09/09～2023/03/20
測量

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　菊池川河川事務所長　小田　禎彦
熊本県山鹿市山鹿１７８

令和4年9月8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） 14,289,000 11,319,000 79.21%

令和４年度菊池川水系樋管無動力化設計（その１）業務
菊池川河川事務所管内
2022/09/22～2023/03/31
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　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9月21日
（株）東京建設コンサルタント
東京都豊島区北大塚１－１５－６

6013301007970
指名競争契約
（総合評価） 23,199,000 18,414,000 79.37%

令和４年度菊池川水系樋管無動力化設計（その２）業務
菊池川河川事務所管内
2022/09/22～2023/03/31
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　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9月21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） 21,043,000 16,731,000 79.51%

令和４年度　立野ダム貯水地法面対策工事
熊本県菊池郡大津町大字外牧地先
2022/09/22～2023/03/15
法面処理工事

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9月13日
（株）森工業
熊本県阿蘇市黒川１３４７

5330001012287
一般競争
（総合評価） 277,530,000 252,956,000 91.15%

令和４年度　猪郷谷土捨場整備工事
熊本県菊池郡大津町大字高尾野地先
2022/09/30～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
五領建設（株）
熊本県熊本市東区御領６－３－５７

9330001001889
一般競争
（総合評価） 273,229,000 249,370,000 91.27%
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Ｒ４球磨川大門地区護岸（その１）工事
熊本県八代市坂本町葉木地内
2022/09/21～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年9月5日

和久田建設（株）
熊本県八代市迎町２－９－１０

2330001013825
一般競争
（総合評価） 247,610,000 238,700,000 96.40%

Ｒ４球磨川大門地区護岸（その２）工事
熊本県八代市坂本町葉木地内
2022/09/12～2023/03/31
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9月9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） 253,451,000 246,400,000 97.22%

Ｒ４球磨川神瀬地区掘削外工事
熊本県球磨郡球磨村神瀬地内外
2022/10/11～2023/03/31
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9月12日

（株）佐藤産業
熊本県芦北郡芦北町湯浦１１２－１６

9330001014189
一般競争
（総合評価） 294,910,000 286,000,000 96.98%

Ｒ４球磨川下薩摩瀬地区護岸（その１）工事
熊本県人吉市下薩摩瀬町地内
2022/09/27～2023/03/31
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9月26日

（株）技建日本
熊本県球磨郡五木村甲１０４６－９

4330001015877
一般競争
（総合評価） 212,630,000 206,800,000 97.26%

Ｒ４球磨川下薩摩瀬地区護岸（その２）工事
熊本県人吉市下薩摩瀬町地内
2022/09/29～2023/03/31
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9月28日

青木建設（株）
熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２

3330001016091
一般競争
（総合評価） 216,040,000 207,900,000 96.23%

Ｒ４球磨川小柿地区上流掘削工事
熊本県人吉市下戸越町地内
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9月29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） 211,915,000 208,725,000 98.49%

Ｒ４県道災害復旧　大柿地区工事用道路（その４）工事
熊本県人吉市中神町大柿地先
2022/10/21～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年9月21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） 176,451,000 169,400,000 96.00%

Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１０）工事
熊本県八代市坂本町川嶽地先
2022/10/01～2023/03/31
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9月30日

松本建設（株）
熊本県熊本市南区城南町隈庄５０５－３

4330001012916
一般競争
（総合評価） 272,503,000 248,259,000 91.10%

Ｒ４村道沖鶴線災害復旧　沖鶴橋下部工（Ａ１）外工事
熊本県球磨郡球磨村渡地先外
2022/09/26～2023/03/31
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9月21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） 192,885,000 189,200,000 98.09%

令和４年度夜峰山１地質調査業務
阿蘇砂防事務所管内
2022/09/16～2022/12/15
地質調査業務

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

令和4年9月15日
（株）建設プロジェクトセンター
熊本県熊本市北区弓削４－１８－１号（８
０２　）

9330001001708 指名競争契約 8,767,000 8,250,000 94.10%

令和４年度夜峰山５地質調査業務
阿蘇砂防事務所管内
2022/09/16～2022/12/15
地質調査業務

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

令和4年9月15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 8,525,000 8,041,000 94.32%

令和４年度冬野川地質調査業務
阿蘇砂防事務所管内
2022/09/16～2022/12/15
地質調査業務

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

令和4年9月15日
八洲開発（株）
熊本県熊本市東区月出１－１－５２

8330001004711 指名競争契約 8,184,000 7,700,000 94.09%

令和４年度大分１０号高江拡幅土地評価業務
大分県大分市大字旦野原地内外
2022/09/08～2023/03/20
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月7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 5,038,000 3,960,000 78.60%

令和４年度大野川竹中地区外事業損失調査等業務
大分県大分市大字竹中地内外
2022/09/08～2023/02/28
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9月7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） 21,032,000 16,544,000 78.66%

大分川小野鶴地区掘削護岸（その１）工事
大分県大分市小野鶴地先
2022/09/22～2023/03/15
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9月21日
後藤建設（株）
大分県大分市青崎２－３－４

4320001001127
一般競争
（総合評価） 116,490,000 107,118,000 91.95%

大分川小野鶴地区掘削（その３）工事
大分県大分市小野鶴地先
2022/09/26～2023/03/15
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9月22日
ＡＮＡＩ（株）
大分県大分市大字中戸次４４６３－１

3320001001994
一般競争
（総合評価） 90,123,000 82,995,000 92.09%

大野川宮河内地区掘削（その３）工事
大分県大分市宮河内地先
2022/09/27～2023/03/15
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9月26日
（株）平和建設
大分県大分市大字久原７９６－１

1320001002466
一般競争
（総合評価） 102,784,000 94,655,000 92.09%

大分川小野鶴地区掘削護岸（その２）工事
大分県大分市小野鶴地先
2022/10/11～2023/03/15
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9月27日
（株）安部組
大分県別府市京町４－１９

1320001006178
一般競争
（総合評価） 107,250,000 98,725,000 92.05%

大分２１２号三光第３号トンネル（下り線）舗装工事
大分県中津市三光田口地先
2022/09/28～2023/05/31
セメント・コンクリート舗装工事

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

令和4年9月27日
日本道路（株）
東京都港区新橋１－６－５

9010401023409
一般競争
（総合評価） 202,279,000 185,350,000 91.63%

大分２１２号三光第３号トンネル（上り線）舗装工事
大分県中津市三光田口地先
2023/01/11～2023/07/31
セメント・コンクリート舗装工事

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

令和4年9月27日
（株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９－１１

9010001034987
一般競争
（総合評価） 185,119,000 169,510,000 91.57%

大分２１２号三光本耶馬渓道路三光田口地区第６工区改築工事
大分県中津市三光田口地先
2022/10/01～2023/03/31
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月30日
松尾建設（株）
佐賀県佐賀市多布施１－４－２７

6300001000905
一般競争
（総合評価） 180,895,000 164,956,000 91.19%
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大分川・大野川掘削護岸補修外工事
大分川・大野川水系直轄管理区間
2022/09/02～2023/03/27
維持修繕工事

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

令和4年9月1日
明大工業（株）
大分県別府市船小路町３－４３

4320001006613
一般競争
（総合評価） 120,175,000 109,780,000 91.35%

令和４年度野上地区歩道整備工事
大分県玖珠郡九重町大字野上地先
2022/09/21～2023/03/15
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
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9月12日
（株）谷組
大分県日田市大字日高３０４０

9320001010057
一般競争
（総合評価） 69,982,000 63,030,000 90.07%

令和４年度大分河川国道事務所管内（道路）積算技術業務
大分河川国道事務所管内
2022/09/22～2023/03/31
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
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9月21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） 86,757,000 84,150,000 97.00%

大分２１２号三光第３トンネル照明設備設置工事
大分県中津市本耶馬渓町下屋形地先
2022/09/14～2023/10/31
電気設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月13日
東邦電気工業（株）
東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３

5011001015568
一般競争
（総合評価） 225,357,000 206,030,000 91.42%

大分２１２号三光第３トンネル非常用設備設置工事
大分県中津市本耶馬渓町下屋形地先
2022/09/17～2023/10/31
通信設備工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月16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） 251,966,000 231,000,000 91.68%

久留須川道越地区外掘削工事
大分県佐伯市直川下直見地先
2022/09/16～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15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） 70,400,000 64,680,000 91.88%

令和４年度　佐伯管内航空写真撮影外業務
佐伯河川国道事務所管内
2022/09/14～2023/02/28
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9月13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） 16,687,000 13,266,000 79.50%

大淀川楠見地区築堤護岸工事
宮崎県宮崎市高岡町楠見地先
2022/09/08～2023/02/20
一般土木工事

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

令和4年9月7日
（株）ダイニチ開発
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－
９１８

5350001002682
一般競争
（総合評価） 48,598,000 45,100,000 92.80%

大淀川小松地区護岸外工事
宮崎県宮崎市小松地先、宮崎市柏田地先
2022/09/16～2023/03/24
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月15日
（株）徳満建設
宮崎県都城市山田町山田９３５９

2350001008501
一般競争
（総合評価） 130,152,000 118,580,000 91.11%

宮崎１０号高木地区第５号函渠設置工事
宮崎県都城市高木町地内
2022/09/06～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5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） 185,504,000 169,400,000 91.32%

日南・志布志道路日南油津大橋下部工（Ｐ３）工事
宮崎県日南市大字平野地先
2022/09/06～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
（株）桜木組
宮崎県都城市高城町桜木１６９３－２

6350001008712
一般競争
（総合評価） 299,266,000 275,000,000 91.89%

宮崎１０号太郎坊地区第４号函渠設置工事
宮崎県都城市太郎坊町地内
2022/09/06～2023/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 291,687,000 267,300,000 91.64%

令和４年度都城道路保全対策工事
宮崎県都城市高木〜乙房町
2022/09/07～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月6日
（株）園田グリーンセンター
宮崎県都城市都北町４９６８

2350001008071
一般競争
（総合評価） 51,953,000 47,850,000 92.10%

令和４年度深年川河川環境整備工事
宮崎県東諸県郡国富町塚原地先
2022/09/15～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）山本組
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓６４３
番地

4350001009943
一般競争
（総合評価） 98,087,000 89,254,000 90.99%

令和４年度綾地区河川環境整備工事
宮崎県東諸県郡綾町北俣地先
2022/09/22～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
段建設工業（株）
宮崎県都城市山田町山田９３８０

3350001008500
一般競争
（総合評価） 57,728,000 52,800,000 91.46%

令和４年度宮崎管内道路管理データ作成業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/09/22～2023/02/28
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9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） 41,525,000 33,044,000 79.58%

令和４年度下川東地区舗装修繕工事
宮崎県都城市下川東町地先
2022/09/29～2023/01/31
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　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9月28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） 84,051,000 75,535,900 89.87%

令和４年度上町地区舗装修繕工事
宮崎県都城市上町地先
2022/09/29～2023/01/31
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　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9月28日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 81,972,000 73,557,000 89.73%

令和４年度大淀川・小丸川三次元河川環境情報図整備業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/09/09～2023/02/28
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9月8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） 10,362,000 8,261,000 79.72%

令和４年度宮崎維持管内外交通安全施設整備工事
国道１０号（北高鍋地区）、国道２２０号（本郷南方地区、内海〜風田
地区
2022/09/21～2023/03/17

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9月20日
丸宮建設（株）
宮崎県都城市庄内町８０３１－２

1350001008295
一般競争
（総合評価） 96,613,000 89,100,000 92.22%

令和４年度岩瀬ダム再生周辺地質調査（その１）業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/09/13～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9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） 42,504,000 35,354,000 83.18%
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令和４年度岩瀬ダム再生周辺地質調査（その２）業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/09/13～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月12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） 41,052,000 34,716,000 84.57%

令和４年度岩瀬ダム再生周辺地質調査（その３）業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/09/13～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9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） 38,500,000 31,988,000 83.09%

令和４年度　延岡管内機械設備設計業務
延岡河川国道事務所管内
2022/09/06～2023/02/28
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9月5日
（株）東峯技術コンサルタント
大阪府大阪市浪速区幸町１－２－２１

5120001085387
指名競争契約
（総合評価） 13,178,000 10,692,000 81.14%

令和４年度　蘇陽五ヶ瀬道路詳細設計業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所
2022/09/27～2023/06/30
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　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9月26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） 37,389,000 29,744,000 79.55%

令和４年度　蘇陽五ヶ瀬道路三ヶ所地区地質調査業務
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所
2022/09/28～2023/07/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月27日
（株）東九州コンサルタント
宮崎県延岡市別府町４２０９－２

4350001006981
指名競争契約
（総合評価） 34,243,000 28,600,000 83.52%

令和４・５年度　塩見大橋耐震補強外工事
宮崎県日向市高砂町地先
2022/09/13～2024/02/28
橋梁補修工事

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9月12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） 179,311,000 163,570,000 91.22%

令和４年度　熊野江第二トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2022/10/01～2023/02/28
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　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9月30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） 37,070,000 29,590,000 79.82%

令和４年度　浦之迫トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2022/10/01～2023/02/28
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　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9月30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） 28,545,000 22,781,000 79.81%

令和４年度　陣ヶ峰トンネル外点検業務
延岡河川国道事務所管内
2022/10/01～2023/02/28
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　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9月30日
（有）サンテル設計
福岡県福岡市博多区博多駅前３－３０
－２６

4290002016508
指名競争契約
（総合評価） 44,297,000 35,420,000 79.96%

令和４年度　延岡管内電気通信設備設計業務
延岡河川国道事務所管内
2022/09/14～2023/02/28
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9月13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） 26,246,000 20,889,000 79.59%

令和４年度川内川管内機械設備改修設計業務
川内川河川事務所管内
2022/09/06～2023/02/28
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9月5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） 17,435,000 13,970,000 80.13%

大隅河川国道事務所庁舎照明設備改修工事
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１
2022/09/30～2023/02/28
電気設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
（株）沢田電設
鹿児島県鹿屋市串良町下小原３１１８ー
２

1340001013940
一般競争
（総合評価） 29,744,000 29,700,000 99.85%

第三有村川１号堰堤工改築外工事
鹿児島県鹿児島市有村町地先外
2022/09/27～2023/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26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） 116,479,000 105,820,000 90.85%

春松川５号堰堤上流床固工外工事
鹿児島県鹿児島市野尻町地先
2022/09/29～2023/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）鹿大丸
鹿児島県鹿児島市桜島赤生原町１－１
１

7340001005874
一般競争
（総合評価） 105,336,000 95,700,000 90.85%

肝属川川西地区掘削護岸（第二工区）工事
鹿児島県鹿屋市川西地先
2022/10/25～2023/06/16
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）山本組
鹿児島県志布志市志布志町志布志９９
５

6340001015098
一般競争
（総合評価） 110,748,000 100,705,000 90.93%

肝属川下住下地区堤防浸透対策工事
鹿児島県肝属郡肝付町下住下地先
2022/10/17～2023/06/16
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月29日
国基建設（株）
鹿児島県鹿屋市串良町有里３１３０

4340001013905
一般競争
（総合評価） 129,921,000 118,635,000 91.31%

日南・志布志道路天神田地区改良外工事
鹿児島県志布志市志布志町帖
2022/09/20～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5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） 107,580,000 97,680,000 90.80%

日南・志布志道路立山地区改良工事
鹿児島県志布志市志布志町帖
2022/09/12～2023/03/15
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9月5日
（株）三共建設
鹿児島県肝属郡錦江町田代麓３３５５番
地１

3340001013930
一般競争
（総合評価） 107,712,000 97,768,000 90.77%

日南・志布志道路夏井ＩＣ改良その他工事
鹿児島県志布志市、曽於郡大崎町、鹿屋市
2022/09/10～2023/03/15
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9月9日
国基建設（株）
鹿児島県鹿屋市串良町有里３１３０

4340001013905
一般競争
（総合評価） 134,189,000 121,935,000 90.87%

日南・志布志道路道悦地区函渠工外工事
鹿児島県志布志市志布志町帖
2022/10/24～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
佐藤建設（株）
鹿児島県志布志市松山町新橋１２９－８

3340001014862
一般競争
（総合評価） 77,539,000 70,730,000 91.22%

志布志ＩＣランプ橋外上部工工事
鹿児島県志布志市志布志町安楽
2022/11/01～2023/08/31
プレストレスト・コンクリート工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月26日
コーアツ工業（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷５－１７－５

8340001001600
一般競争
（総合評価） 223,707,000 205,260,000 91.75%
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日南・志布志道路鶴溜堀地区（第２工区）改良工事
鹿児島県志布志市志布志町帖
2022/10/04～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月28日
（株）三共建設
鹿児島県肝属郡錦江町田代麓３３５５番
地１

3340001013930
一般競争
（総合評価） 107,888,000 97,823,000 90.67%

日南・志布志道路道悦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
2022/10/01～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30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） 130,493,000 118,635,000 90.91%

日南・志布志道路南中尾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
2022/10/01～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30日
肝付土建（株）
鹿児島県鹿屋市吾平町麓３９９２－５

8340001013876
一般競争
（総合評価） 105,644,000 96,207,100 91.07%

油津・夏井道路夏井地区外改良その他工事
鹿児島県志布志市志布志町夏井外
2022/10/01～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30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） 148,610,000 135,245,000 91.01%

日南・志布志道路前川橋工事用道路設置外工事
鹿児島県志布志市志布志町帖
2022/10/14～2023/05/31
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9月30日
（株）森組
鹿児島県垂水市市木２２８－１

4340001014168
一般競争
（総合評価） 85,481,000 77,605,000 90.79%

Ｒ４大隅管内機械設備工事
大隅河川国道事務所管内
2022/09/08～2023/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月7日
（株）二宮鉄工
鹿児島県肝属郡肝付町新富２８０

3340001014202
一般競争
（総合評価） 24,244,000 23,650,000 97.55%

Ｒ４・５肝属川水系樋管外測量設計業務
大隅河川国道事務所管内
2022/09/28～2023/12/15
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　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9月27日
大福コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市東郡元町１７－１５

4340001002569
指名競争契約
（総合評価） 23,551,000 18,667,000 79.26%

Ｒ４志賀樋管修繕その他工事
高山出張所直轄管理区間内
2022/11/01～2023/05/31
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9月29日
佐藤建設（株）
鹿児島県鹿屋市札元２－３７５３－１６

3340001013939
一般競争
（総合評価） 47,102,000 45,540,000 96.68%

Ｒ４大隅管内道路データ作成（その１）業務
大隅河川国道事務所管内
2022/09/23～2023/03/17
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　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9月22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 22,869,000 18,194,000 79.56%

Ｒ４大隅管内道路データ作成（その２）業務
大隅河川国道事務所管内
2022/09/23～2023/03/17
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　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9月22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 22,770,000 18,106,000 79.52%

Ｒ４大隅管内舗装修繕工事
鹿児島県垂水市新城地内外
2022/10/03～2023/03/10
アスファルト舗装工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大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9月29日
国基建設（株）
鹿児島県鹿屋市串良町有里３１３０

4340001013905
一般競争
（総合評価） 99,352,000 88,000,000 88.57%

Ｒ４肝属川水系下流定期縦横断測量業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2022/09/09～2023/03/30
測量

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

令和4年9月8日

Ｒ４肝属川水系下流定期縦横断測量業
務パスコ・大福コンサルタント設計共同
体
鹿児島県鹿児島市鴨池新町６－６

指名競争契約
（総合評価） 24,277,000 19,415,000 79.97%

Ｒ４肝属川水系上流定期縦横断測量業務
鹿児島県肝属郡肝付町
2022/09/09～2023/03/30
測量

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

令和4年9月8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） 21,285,000 16,951,000 79.64%

令和４年度国道２２６号喜入防災測量業務
鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町
2022/09/06～2023/01/31
測量

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9月5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 18,128,000 14,168,000 78.16%

令和４年度国道２２０号亀割峠防災道路予備修正設計業務
鹿児島県霧島市福山町福山地区外
2022/09/10～2023/02/28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月9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） 16,060,000 12,804,000 79.73%

令和４年度鹿児島国道事務所管内道路台帳附図修正業務
鹿児島国道事務所管内
2022/09/15～2023/03/17
測量

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9月14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 9,009,000 7,073,000 78.51%

令和４年度鹿児島国道管内道路管理データベース更新業務
鹿児島国道事務所管内
2022/09/27～2023/03/10
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　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9月26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） 14,553,000 11,583,000 79.59%

令和４年度鹿児島国道事務所管内維持修繕測量設計（その２）業務
鹿児島国道事務所管内
2022/09/08～2023/02/28
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9月7日
（株）久永コンサルタント
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－２

5340001003599
指名競争契約
（総合評価） 31,262,000 24,860,000 79.52%

令和４年度国道１０号柳迫横断歩道橋設計業務
鹿児島県曽於市末吉町深川地内
2022/09/08～2023/02/28
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9月7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） 18,172,000 14,542,000 80.02%

令和４年度鹿児島維持管内交通安全対策（その２）工事
鹿児島維持出張所管内
2022/10/05～2023/03/27
維持修繕工事

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9月30日
吉丸組・五月産業（共）
鹿児島県鹿児島市玉里町２０－４０

一般競争
（総合評価） 81,455,000 73,920,000 90.75%

令和４年度日和瀬橋放流警報表示設備設置外工事
熊本県上益城郡甲佐町豊内地先外
2022/09/13～2023/03/15
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5日
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都文京区後楽２－６－１

6010001135680
一般競争
（総合評価） 80,025,000 79,200,000 98.97%
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令和４年度　緑川ダム管内測量設計業務
緑川ダム管理所管内
2022/09/08～2023/03/15
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　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9月7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） 20,581,000 16,324,000 79.32%

令和４年度　松原ダム堆砂量調査業務
大分県日田市大山町西大山地先外
2022/09/22～2023/03/15
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9月21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） 21,032,000 16,775,000 79.76%

令和４年度　下筌ダム堆砂量調査業務
熊本県阿蘇郡小国町
2022/09/22～2023/03/15
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9月21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） 20,009,000 15,917,000 79.55%

令和４年度鶴田ダム管内放流警報表示設備設置工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２　鶴田ダム管理所外
2022/09/22～2023/03/31
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区前田町１００

6080101015719
一般競争
（総合評価） 171,039,000 162,800,000 95.18%

令和４年度鶴田ダム管内ＣＣＴＶ設備外設置工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２　鶴田ダム管理所外
2022/10/01～2023/03/31
通信設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月30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） 86,713,000 80,575,000 92.92%

令和４年度山国川堤防点検業務
山国川河川事務所管理区間内
2022/09/09～2023/02/28
測量

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9月8日
松本技術コンサルタント（株）
大分県中津市大字上池永１２８５－１０

9320001010965 指名競争契約 8,602,000 8,030,000 93.35%

平成大堰４号ゲート外塗替塗装工事
大分県中津市大字高瀬地先
2022/09/21～2023/03/17
塗装工事

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9月20日
清末塗装（株）
大分県大分市三川下３－２－３６

9320001000990
一般競争
（総合評価） 28,270,000 25,850,000 91.44%

平成大堰４号ゲート設備修繕工事
大分県中津市大字高瀬地先
2022/09/21～2023/03/24
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9月20日
（株）タカセ・エンジニアリング
大分県日田市大字竹田４１６番地の９

8320001010215
一般競争
（総合評価） 23,023,000 20,460,000 88.87%

令和４・５年度山国川測量設計業務
山国川河川事務所管内
2022/09/15～2023/09/15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価） 29,865,000 23,760,000 79.56%

令和４・５年度樋田地区外測量設計業務
山国川河川事務所管内
2022/09/15～2023/09/15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月14日
（株）エスケイエンジニアリング
福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

3290001040484
指名競争契約
（総合評価） 24,750,000 19,745,000 79.78%

佐賀２０８号　川副１号橋下部工（Ａ２）工事
佐賀県佐賀市川副町大字福富地先
2022/09/06～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月5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） 258,995,000 238,150,000 91.95%

九州技術事務所開発機械試験場外耐震改修実施設計業務
福岡県久留米市高野１丁目３番１号
2022/09/22～2023/02/28
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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9月21日
（株）ＹＳアーキテクツ
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２
－５　博多大島ビル

9290001062192 指名競争契約 8,591,000 6,248,000 72.73%

令和４年度海の中道　太陽光発電設備設計業務
福岡県福岡市東区大字西戸崎地先　海の中道海浜公園内
2022/09/15～2023/02/28
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
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9月14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） 8,932,000 7,150,000 80.05%

令和４年度吉野ヶ里　園内施設改修実施設計業務
国営吉野ヶ里歴史公園内
2022/09/02～2022/12/28
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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9月1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 7,777,000 7,007,000 90.10%

令和４年度吉野ヶ里　園内施設修繕外業務
国営吉野ヶ里歴史公園内
2022/09/23～2023/02/28
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
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9月22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） 14,069,000 11,385,000 80.92%

令和４年度吉野ヶ里　園内維持管理その他工事
国営吉野ヶ里歴史公園内
2022/11/01～2023/02/28
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9月26日
（株）葉隠緑化建設
佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町２６１７－７

6300001000665
一般競争
（総合評価） 33,099,000 31,350,000 94.72%

八代港湾合同庁舎（令４）建築改修その他工事
熊本県八代市港町139番地
2022/09/03～2023/03/30
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9月2日
（有）高木ハウジング
熊本県熊本市北区植木町舞尾５９５番
地１

4330002014291
指名競争契約
（総合評価） 95,535,000 89,980,000 94.19%

（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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