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令和４年度　働き方改革推進検討業務
九州地方整備局
2022/10/08～2023/05/30
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10月7日
（一社）九州建設技術管理協会
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９
－３

5290005013708
指名競争契約
（総合評価） 8,921,000 8,470,000 94.94%

令和４年度九州地方整備局管内交通安全事業資料作成業務
九州地方整備局管内
2022/10/08～2023/02/28
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10月7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） 20,977,000 16,720,000 79.71%

名瀬第２合同庁舎（Ｒ４）建築その他工事
鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町2219-6外
2022/10/26～2024/08/27
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10月25日
若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－２３－１８

6290801012011
一般競争
（総合評価） 1,554,300,000 1,496,000,000 96.25%

北九州航空基地（令４）工事監理業務
福岡県京都郡苅田町空港南町9番、10番、11番
2022/10/27～2024/03/27
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10月26日
（株）小川建築設計事務所
福岡県北九州市八幡東区春の町１－２
－２３

3290801009092 指名競争契約 38,164,000 30,000,000 78.61%

損失補償標準単価（令和５年度版）作成等業務
九州地方整備局
2022/10/21～2023/03/22
補償関係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10月20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） 13,035,000 12,100,000 92.83%

隈上川長野伏越導水路付替及び築堤護岸工事
福岡県うきは市吉井町桜井地先
2022/10/05～2023/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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10月4日
（株）荻島組
福岡県柳川市隅町２８

8290001052715
一般競争
（総合評価） 102,410,000 94,105,000 91.89%

矢部川六合地区基盤整備工事
福岡県柳川市大和町六合地先
2022/10/06～2023/03/10
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10月5日
木原建設（株）
福岡県柳川市大和町皿垣開４６

3290001052785
一般競争
（総合評価） 148,654,000 135,630,000 91.24%

令和４年度　筑後川河川事務所管内水文観測施設設計業務
筑後川河川事務所管内
2022/10/07～2023/03/15
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
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10月6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） 26,565,000 21,285,000 80.12%

令和４年度彦山川流域堤防等状態調査業務
福岡県田川市外
2022/10/07～2023/03/15
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10月6日
石橋開発（株）
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－
１４－４５

5290801009611
指名競争契約
（総合評価） 9,999,000 7,909,000 79.10%

令和４年度遠賀川下流域堤防等状態調査業務
福岡県中間市外
2022/10/07～2023/03/15
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10月6日
（株）九州測量設計
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－２
２－７

9290801009789
指名競争契約
（総合評価） 10,296,000 8,118,000 78.85%

令和４年度遠賀川上流域堤防等状態調査業務
福岡県飯塚市外
2022/10/07～2023/03/15
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10月6日
（株）第一設計コンサルタント
福岡県北九州市八幡西区香月中央３－
２－１

5290801010206
指名競争契約
（総合評価） 8,987,000 7,095,000 78.95%

令和４年度田川出張所管内維持修繕工事
福岡県田川市外（田川出張所管内）
2022/10/27～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月26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） 13,101,000 11,880,000 90.68%

令和４年度直方出張所管内維持修繕工事
福岡県直方市外（直方出張所管内）
2022/10/27～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月26日
（有）泰成工務店
福岡県田川郡福智町伊方３０２０

8290802025448
一般競争
（総合評価） 13,035,000 11,770,000 90.30%

令和４年度宮田出張所管内維持修繕工事
福岡県宮若市外（宮田出張所管内）
2022/11/01～2023/03/31
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月31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） 13,057,000 11,825,000 90.56%

令和４年度鯰田地区地質調査業務
福岡県飯塚市鯰田地区
2022/10/20～2023/02/28
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月19日
新地研工業（株）
福岡県福岡市東区原田１－４２－４１

8290001003271
指名競争契約
（総合評価） 9,603,000 7,810,000 81.33%

令和４年度２０９号高良台物件調査等業務
福岡県久留米市荒木町荒木地内
2022/10/06～2023/03/10
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　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10月5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） 17,523,000 15,400,000 87.88%

令和４年度２１０号浮羽バイパス事業損失事前調査業務
福岡県久留米市田主丸町豊城地内
2022/10/06～2023/01/31
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　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10月5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） 7,953,000 6,270,000 78.84%

令和４年度２０９号赤坂地区（下り線）用地調査等業務
福岡県筑後市地内
2022/10/20～2023/03/31
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　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10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） 32,659,000 32,450,000 99.36%

令和４年度２０９号赤坂地区（上り線）用地調査等業務
福岡県筑後市地内
2022/10/20～2023/03/31
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　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10月19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） 28,809,000 22,583,000 78.39%

令和４年度北九州国道管内交通安全事業設計業務
北九州国道事務所管内
2022/10/21～2023/07/20
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月20日
ジーアンドエスエンジニアリング（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

1290001013608
指名競争契約
（総合評価） 26,279,000 20,944,000 79.70%

令和４年度　六角川片白地区堤防整備工事
佐賀県武雄市片白地先
2022/10/18～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月17日
祐徳建設興業（株）
佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１８４

7300001001051
一般競争
（総合評価） 239,690,000 228,800,000 95.46%
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令和４年度　牛津川下砥川地区河道整備工事
佐賀県小城市牛津町下砥川地先
2022/10/18～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月17日
モロドミ建設（株）
佐賀県多久市南多久町大字下多久２５
６６

1300001003623
一般競争
（総合評価） 217,701,000 210,188,000 96.55%

令和４年度　六角川東郷地区外堤防整備工事
佐賀県杵島郡白石町東郷地先
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　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10月20日
森永建設（株）
佐賀県佐賀市久保田町徳万４８－１

9300001000984
一般競争
（総合評価） 293,645,000 279,840,000 95.30%

山崎排水機場ポンプ設備工事
佐賀県小城市小城町池上地先
2022/10/07～2025/03/31
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10月6日
（株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１１－１

1010801001748
一般競争
（総合評価） 1,870,088,000 1,730,300,000 92.53%

芝浦排水樋管機械設備工事
佐賀県小城市牛津町上砥川地先
2022/10/28～2023/07/21
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10月27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） 74,866,000 71,500,000 95.50%

佐賀４９７号脇田地区１０号函渠設置工事
佐賀県伊万里市脇田町地先
2023/01/20～2024/03/15
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10月19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） 390,643,000 356,895,000 91.36%

長崎５７号本村地区改築外工事
長崎県諫早市森山町本村地内
2022/10/27～2023/06/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月26日
（株）親和テクノ
長崎県佐世保市小佐々町黒石３３９－７
７

5310001005557
一般競争
（総合評価） 175,065,000 159,720,000 91.23%

松浦トンネル電気室新築実施設計外業務
長崎県松浦市志佐町地先外１箇所
2022/10/28～2023/02/28
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　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10月27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 5,060,000 69.80%

本明川ダム工事用道路円能寺地区改良６期外工事
長崎県諫早市上大渡野町地先
2022/10/14～2023/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
本田建設（株）
長崎県島原市有明町大三東戊７０５

7310001009845
一般競争
（総合評価） 296,758,000 272,250,000 91.74%

令和４年度大村維持出張所管内安全施設設置外工事
大村維持出張所管内
2022/10/25～2023/03/31
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　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10月14日
大起建設（株）
長崎県諫早市小野島町１５００番地

4310001008024
一般競争
（総合評価） 104,753,000 94,820,000 90.52%

九州中央道　下市地区改良工事
熊本県上益城郡山都町下市地内
2022/10/04～2023/07/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月3日
後藤工業（有）
熊本県上益城郡山都町米生１－４

7330002020353
一般競争
（総合評価） 58,124,000 57,200,000 98.41%

令和４・５年度　九州中央道保全工事
熊本県上益城郡山都町地内外
2022/10/06～2023/12/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月5日
（株）協信総業
熊本県上益城郡山都町上寺１６６６－１

4330001010944
一般競争
（総合評価） 90,706,000 88,880,000 97.99%

九州中央道　梅ノ木地区改良８期工事
熊本県上益城郡山都町上寺地内
2022/10/13～2023/05/31
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10月12日
（株）協信総業
熊本県上益城郡山都町上寺１６６６－１

4330001010944
一般競争
（総合評価） 157,971,000 143,209,000 90.66%

令和４年度　杉島歩道橋補修外工事
熊本県熊本市南区川尻地先外
2022/10/05～2023/03/15
橋梁補修工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月4日
（株）ミサト技建
熊本県熊本市東区戸島西６－１０－５

5330001004490
一般競争
（総合評価） 111,342,000 106,700,000 95.83%

令和４年度　白川下流部地質調査業務
白川水系
2022/10/20～2023/02/28
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10月19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
（総合評価） 19,602,000 19,118,000 97.53%

令和４年度　白川薄場橋基礎調査業務
白川水系
2022/10/20～2023/02/28
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10月19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
（総合評価） 14,058,000 12,595,000 89.59%

令和４年度　大津熊本道路外測量設計業務
熊本河川国道事務所管内
2022/10/27～2023/03/17
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　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10月26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） 31,757,000 25,223,000 79.43%

令和４年度宇土道路外事業損失事前調査等業務
熊本県宇土市・宇城市地内
2022/10/13～2023/07/10
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　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10月12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） 19,657,000 19,580,000 99.61%

令和４年度球磨川堰外魚道ゲート設備修繕工事
熊本県八代市麦島東町地先外
2022/10/15～2023/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月14日
西田鉄工（株）
熊本県宇土市松山町４５４１

6330001012889
一般競争
（総合評価） 8,668,000 8,635,000 99.62%

令和４年度球磨川管内樋管無動力化工事
熊本県球磨郡あさぎり町深田地先外
2022/10/21～2023/03/15
機械設備工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10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） 23,606,000 22,000,000 93.20%

令和４年度立野ダム放流警報設備設置工事
熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地先
2022/10/08～2023/03/31
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10月7日
（株）電盛社
熊本県熊本市中央区世安２－１－２９

8330001003102
一般競争
（総合評価） 58,872,000 53,900,000 91.55%

令和４年度　立野ダム貯水地斜面測量業務
熊本県菊池郡大津町大字外牧地先
2022/10/29～2023/02/28
測量

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10月28日
（株）コンサルハマダ
熊本県熊本市東区八反田１－１－１５

1330001001847 指名競争契約 7,876,000 7,260,000 92.18%
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Ｒ４球磨川生名子地区掘削工事
熊本県八代市坂本町中谷地先
2022/11/01～2023/03/31
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10月11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） 249,579,000 242,000,000 96.96%

Ｒ４球磨川一勝地地区外掘削工事
熊本県球磨郡球磨村一勝地地先外
2022/10/13～2023/03/31
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10月12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） 248,798,000 242,550,000 97.49%

Ｒ４球磨川人吉地区外掘削工事
熊本県人吉市宝来町地先外
2022/10/13～2023/03/31
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10月12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） 249,997,000 242,550,000 97.02%

Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１１）工事
熊本県八代市坂本町川嶽地先
2022/10/05～2023/03/31
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10月4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） 269,665,000 246,400,000 91.37%

令和４年度国道２１９号外災害復旧測量設計（その３）業務
八代復興事務所管内
2022/10/13～2023/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年10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） 36,520,000 29,150,000 79.82%

令和４年度中津道八代線橋梁詳細設計外業務
八代復興事務所管内
2022/10/13～2023/03/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代復興事務所長　徳田　浩一郎 令和4年10月12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） 49,522,000 39,545,000 79.85%

Ｒ４国道外災害復旧　坂本地区工事用道路（その３）工事
熊本県八代市坂本町坂本地先
2022/11/01～2023/03/31
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10月28日

（株）杉本建設
熊本県熊本市南区出仲間１－６－５

8330001012854
一般競争
（総合評価） 434,456,000 396,000,000 91.15%

Ｒ４国道外災害復旧　坂本地区工事用道路（その２）工事
熊本県八代市坂本町中谷い地先
2022/11/01～2023/03/31
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10月31日

（株）橋口組
熊本県熊本市南区良町４－１０－９８

6330001003756
一般競争
（総合評価） 416,196,000 379,500,000 91.18%

大分２１２号三光本耶馬渓道路（２工区）用地図整理等業務
大分県中津市三光田口地内外
2022/10/07～2023/02/15
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
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10月6日
（株）建匠コンサルタント
佐賀県佐賀市水ヶ江５－８－１１

1300001001362 指名競争契約 4,257,000 3,278,000 77.00%

令和４年度　竹田阿蘇道路事業損失事前調査業務
大分県竹田市大字会々地内
2022/10/04～2023/01/31
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　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10月3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 5,841,000 4,587,000 78.53%

番匠川水系三次元管内図データ作成業務
番匠川水系
2022/10/22～2023/03/15
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10月21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） 25,366,000 20,273,000 79.92%

Ｒ４油津夏井道路（奈留外）用地調査等（２）業務
宮崎県日南市、串間市地内
2022/10/19～2023/06/20
補償関係コンサルタント業務

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

令和4年10月18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） 47,685,000 41,470,000 86.97%

矢岳第３砂防堰堤改良２期工事
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田
2022/10/14～2023/03/20
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月13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） 155,969,000 142,571,000 91.41%

油津・夏井道路平野地区外改良工事
宮崎県日南市平野地先、宮崎県串間市西方地先
2022/10/07～2023/06/30
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10月6日
（株）岡崎組
宮崎県宮崎市大字恒久１８００番地１

3350001000291
一般競争
（総合評価） 223,091,000 203,170,000 91.07%

令和４年度宮崎管内河川管理施設及び河道状態調査業務
宮崎河川国道事務所管内
2022/10/07～2023/03/15
測量

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

令和4年10月6日
（株）真和コンサルタント
宮崎県宮崎市島之内９７２２－１

9350001005624
指名競争契約
（総合評価） 19,734,000 16,940,000 85.84%

令和４年度　五ヶ瀬川水系護岸補修外工事
宮崎県延岡市北町地先外
2022/10/13～2023/03/15
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10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） 81,906,000 74,800,000 91.32%

向江地区河道整備その２工事
宮崎県えびの市大字向江地先
2022/10/08～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月7日
坂口建設（株）
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１４番
地１

7350001009841
一般競争
（総合評価） 211,772,000 193,985,000 91.60%

向江地区河道整備その３外工事
宮崎県えびの市大字向江地先外
2022/10/15～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川内川河川事務所長　杉　町　　英　明
鹿児島県薩摩川内市東大小路町２０－２

令和4年10月14日
（株）坂下組
宮崎県小林市細野３９１－１

6350001009842
一般競争
（総合評価） 183,766,000 168,135,000 91.49%

令和４年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道の状態調査業
務
川内川河川事務所管内
2022/10/18～2023/05/31

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10月17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） 18,183,000 15,400,000 84.69%

Ｒ４大隅管内交通安全事業測量設計外業務
大隅河川国道事務所管内
2022/10/25～2023/03/14
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10月24日
（株）新日本技術コンサルタント
鹿児島県鹿児島市田上８－２４－２１

6340001002105
指名競争契約
（総合評価） 29,414,000 23,309,000 79.24%

Ｒ４桜島管内砂防設備測量設計（その２）業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2022/10/19～2023/06/20
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和4年10月18日
三州技術コンサルタント（株）
鹿児島県鹿児島市薬師１－６－７

5340001001990
指名競争契約
（総合評価） 29,843,000 23,694,000 79.40%
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Ｒ４桜島管内砂防設備測量設計（その３）業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2022/10/19～2023/06/20
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和4年10月18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 19,063,000 79.35%

Ｒ４桜島管内砂防設備測量設計（その１）業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2022/10/19～2023/06/20
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和4年10月18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） 34,859,000 27,665,000 79.36%

令和４年度　緑川ダム堆砂測量外１件業務
緑川ダム管理所管内
2022/10/27～2023/03/24
測量

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10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） 20,383,000 16,247,000 79.71%

令和４年度山国川相原地区築堤護岸工事
大分県中津市相原地先
2022/10/25～2023/03/15
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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10月24日
笹原建設（株）
大分県中津市大字高瀬１２３４

3320001010780
一般競争
（総合評価） 130,537,000 118,800,000 91.01%

佐賀２０８号川副１号橋上部工工事
佐賀県佐賀市諸富町為重地先〜佐賀県佐賀市川副町福富地先
2022/10/20～2024/03/20
鋼橋上部工事

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10月19日
川田工業（株）
富山県南砺市苗島４７６０

5230001008469
一般競争
（総合評価） 1,093,587,000 1,006,247,000 92.01%

八代港湾合同庁舎（Ｒ４）工事監理業務
熊本県八代市港町139番地
2022/10/25～2023/03/30
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10月24日
（株）ニッテイ建築設計
東京都中央区日本橋小網町１８－３

5010001053818 指名競争契約 4,359,300 3,168,000 72.67%

（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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