
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

管内工事用測量調査設計業務
筑後川河川事務所管内
2022/12/15～2023/09/20
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
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12月14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） 27,588,000 22,176,000 80.38%

楠田川江浦地区右岸築堤護岸工事
福岡県みやま市高田町江浦地先
2022/12/22～2023/08/18
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12月21日
（株）瀬口組
福岡県大牟田市大字草木字北の前２９
３ー１

8290001053894
一般競争
（総合評価） 80,718,000 73,447,000 90.99%

矢部川上庄地区河道掘削工事
福岡県みやま市瀬高町上庄地先
2022/12/24～2023/03/31
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月23日
（株）大藪組
福岡県筑後市長浜２０４３－１

2290001047159
一般競争
（総合評価） 72,919,000 66,165,000 90.74%

矢部川中島地区築堤護岸工事
福岡県柳川市大和町中島地先
2022/12/24～2023/08/18
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12月23日
（株）大藪組
福岡県筑後市長浜２０４３－１

2290001047159
一般競争
（総合評価） 86,504,000 79,002,000 91.33%

矢部川中島地区上流築堤護岸工事
福岡県柳川市大和町中島地先
2023/02/20～2023/08/18
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12月23日
（株）河建
福岡県みやま市高田町濃施６３４

3290001053627
一般競争
（総合評価） 114,950,000 104,943,300 91.29%

筑後川石井地区築堤外工事
大分県日田市石井地先
2022/12/27～2023/09/20
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12月26日
河津建設（株）
大分県日田市三芳小渕町１５１番地

8320001009983
一般競争
（総合評価） 68,629,000 62,590,000 91.20%

令和４年度彦山川番田地区用地調査業務
福岡県田川市番田町地内
2022/12/21～2023/02/24
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月20日
（株）新世コンソーシアム
福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３

1290001001389 指名競争契約 4,499,000 3,168,000 70.42%

遠賀川中下流部航空レーザ測量業務
遠賀川河川事務所管内
2022/12/16～2023/02/28
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12月15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） 23,903,000 19,085,000 79.84%

令和４年度福岡国道事務所管内補償説明等業務
福岡県糸島市地内外
2022/12/14～2023/09/20
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　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12月13日
（株）アーバンプラン
福岡県久留米市荒木町荒木１３１３－１
４

4290001012730
指名競争契約
（総合評価） 24,343,000 19,239,000 79.03%

令和４年度福岡国道管内電線共同溝詳細修正設計外業務
福岡国道事務所管内
2022/12/23～2023/08/10
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12月22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） 20,042,000 20,020,000 99.89%

令和４年度　金丸横断歩道橋塗替工事
福岡県久留米市原古賀町地先
2022/12/22～2023/06/30
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12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） 53,449,000 48,268,000 90.31%

福岡１０号霧ヶ丘地区３工区電線共同溝工事
福岡県北九州市小倉南区湯川地先
2023/04/07～2024/02/29
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12月27日
岩崎建設（株）
福岡県福岡市中央区西中洲１２ー２５

8290001006316
一般競争
（総合評価） 121,638,000 110,330,000 90.70%

令和４年度六角川永野地区外物件調査等業務
佐賀県武雄市地内
2022/12/02～2023/08/18
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12月1日
（株）アーバンプラン
福岡県久留米市荒木町荒木１３１３－１
４

4290001012730
指名競争契約
（総合評価） 13,629,000 10,879,000 79.82%

佐賀３号八坂橋上部工（下り線）工事
佐賀県鳥栖市曽根崎町地先
2023/01/10～2023/10/16
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　佐賀国道事務所長　沓掛　孝
佐賀市新中町５－１０

令和4年12月27日
（株）富士ピー・エス
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８
九電不動産ビル３Ｆ

6290001010204
一般競争
（総合評価） 141,130,000 128,150,000 90.80%

佐賀国道管内（東部地区）橋梁補修工事
佐賀県佐賀市諸富町徳富地先
2023/01/10～2023/08/20
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12月8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） 81,763,000 77,000,000 94.17%

令和４年度半造川鷲崎地区建物調査等業務
長崎県諫早市鷲崎町地内
2022/12/14～2023/07/31
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　金井　仁志
長崎市宿町３１６－１

令和4年12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） 13,882,000 13,882,000 100.00%

長崎５７号黒崎地区改良２期工事
長崎県諫早市赤崎町地先から黒崎町地先
2023/01/16～2023/07/20
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12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） 142,450,000 131,450,000 92.28%

令和４年度　八代維持出張所管内交通安全事業測量設計外業務
八代維持出張所管内
2022/12/28～2023/09/20
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　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12月27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） 39,457,000 31,405,000 79.59%

令和４年度　山鹿維持出張所管内交通安全事業測量設計外業務
山鹿維持出張所管内
2022/12/28～2023/09/20
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　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12月27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） 35,222,000 27,962,000 79.39%

令和４年度　熊本維持出張所管内交通安全事業測量設計外業務
熊本維持出張所管内
2022/12/28～2023/09/20
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　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12月27日
（株）有明測量開発社
熊本県熊本市南区幸田２－７－１

3330001000228
指名競争契約
（総合評価） 30,349,000 26,400,000 86.99%

令和４年度　阿蘇国道維持出張所管内交通安全事業測量設計外業
務
阿蘇国道維持出張所管内
2022/12/28～2023/09/20

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12月27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） 29,788,000 23,870,000 80.13%

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
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令和４年度　大津熊本道路（合志地区）地質調査業務
熊本河川国道事務所管内
2022/12/22～2023/07/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月22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） 38,808,000 33,880,000 87.30%

令和４年度　大津熊本道路（大津地区）地質調査業務
熊本河川国道事務所管内
2022/12/22～2023/07/31
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月22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） 37,268,000 31,570,000 84.71%

令和４年度　熊本管内交通量観測業務
熊本河川国道事務所管内
2022/12/27～2023/05/31
測量

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

令和4年12月26日
（株）旭技研コンサルタント
熊本県熊本市東区長嶺東２－２６－６

8330001000140 指名競争契約 19,503,000 18,260,000 93.63%

令和４年度宇土三角道路権利者調査等業務
熊本県宇城市地内
2022/12/22～2023/05/31
補償関係コンサルタント業務

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

令和4年12月21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 16,577,000 13,123,000 79.16%

鹿児島３号米之津川橋仮桟橋設置外工事
鹿児島県出水市六月田町地先
2022/12/06～2023/08/31
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12月5日
（株）小田原建設
鹿児島県出水市西出水町１３８

9340001011722
一般競争
（総合評価） 278,927,000 276,100,000 98.99%

令和４年度八代管内改築事業道路測量設計（その２）業務
八代河川国道事務所管内
2022/12/13～2023/09/08
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12月12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） 38,467,000 30,525,000 79.35%

事務所庁舎改修実施設計業務
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７
2022/12/23～2023/03/30
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　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12月22日
アトリエＢＢＳ（株）
福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１

9290001019829 指名競争契約 7,073,000 3,960,000 55.99%

令和４年度大分川・大野川測量設計（その１）業務
大分県大分市
2022/12/02～2023/09/08
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12月1日
九建設計（株）
大分県佐伯市大字上岡２２７０

2320001008909
指名競争契約
（総合評価） 13,783,000 10,934,000 79.33%

令和４年度大分川・大野川測量設計（その２）業務
大分県大分市
2022/12/02～2023/09/08
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12月1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） 12,925,000 10,340,000 80.00%

大分２１０号川下地区１工区改良工事
大分県日田市大字川下地先
2022/12/07～2024/03/10
一般土木工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
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12月6日
河津建設（株）
大分県日田市三芳小渕町１５１番地

8320001009983
一般競争
（総合評価） 239,844,000 219,450,000 91.50%

大分２１２号三光本耶馬渓道路下屋形地区改築工事
大分県中津市本耶馬渓町下屋形地先
2022/12/14～2023/06/30
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12月13日
末宗建設（株）
大分県宇佐市大字江須賀４０３８

7320001007658
一般競争
（総合評価） 99,319,000 91,300,000 91.93%

令和４年度大分管内交通安全事業測量設計業務
大分河川国道事務所管内
2022/12/16～2023/09/20
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12月15日
九州建設コンサルタント（株）
大分県大分市大字曲９３６－１

9320001000867
指名競争契約
（総合評価） 24,805,000 19,745,000 79.60%

令和４年度　竹田阿蘇道路地質調査業務
大分県竹田市大字会々〜大分県竹田市荻町大字木下
2022/12/23～2023/07/14
地質調査業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12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 12,474,000 11,440,000 91.71%

令和４年度道の駅都城駐車場外整備工事
宮崎県都城市都北町地先
2022/12/17～2023/09/20
維持修繕工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月16日
春山建設工業（株）
宮崎県宮崎市田野町乙９５２５

2350001001407
一般競争
（総合評価） 96,921,000 87,648,000 90.43%

令和４年度　押方地区（その１）事業損失事前調査業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地内
2022/12/15～2023/08/18
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長　麻　生　　宏　斉
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和4年12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） 14,674,000 11,528,000 78.56%

令和４年度　押方地区（その２）事業損失事前調査業務
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地内
2022/12/16～2023/08/18
補償関係コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長　麻　生　　宏　斉
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和4年12月15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） 14,135,000 11,110,000 78.60%

令和４年度　五ヶ瀬川松山地区外調査測量業務
延岡河川国道事務所管内
2022/12/17～2023/03/20
測量

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12月16日
太陽技術コンサルタント（株）
宮崎県延岡市松山町１１７０－１

4350001006833 指名競争契約 13,343,000 12,529,000 93.90%

天辰第二地区築堤護岸その４工事
鹿児島県薩摩川内市天辰地先
2022/12/23～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月22日
（株）田島組
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６
－２

7340001008935
一般競争
（総合評価） 191,532,000 174,350,000 91.03%

令和４年度若松地区護岸補修（その１）工事
鹿児島県薩摩川内市若松町地先
2022/12/23～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月22日
（株）橋口組
鹿児島県薩摩川内市西開聞町１５－１１

5340001008648
一般競争
（総合評価） 110,946,000 100,232,000 90.34%

令和４年度若松地区護岸補修（その２）工事
鹿児島県薩摩川内市若松町地先
2022/12/23～2023/06/30
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月22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） 119,262,000 108,075,000 90.62%

Ｒ５肝属川水質採水・分析業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2022/12/09～2024/01/31
土木関係建設コンサルタント業務

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

令和4年12月8日
（一財）鹿児島県環境技術協会
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－１－５

8340005000342 指名競争契約 24,519,000 22,330,000 91.07%
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Ｒ４桜島砂防電気通信設備設計業務
大隅河川国道事務所管内
2022/12/14～2023/07/31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月13日
中電技術コンサルタント（株）
広島県広島市南区出汐２－３－３０

6240001006974
指名競争契約
（総合評価） 26,708,000 21,318,000 79.82%

Ｒ５肝属川流量観測業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2022/12/14～2024/01/31
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12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） 43,714,000 38,280,000 87.57%

Ｒ５肝属川水文観測所保守点検その他業務
鹿児島県肝属郡肝付町外
2022/12/14～2024/01/31
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12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） 23,320,000 20,240,000 86.79%

Ｒ４牛根境防災道路予備設計外業務
鹿児島県垂水市牛根境〜霧島市福山町福山
2022/12/28～2023/09/20
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12月27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） 20,636,000 16,566,000 80.28%

令和４年度鹿児島国道管内改築事業設計業務
鹿児島国道事務所管内
2022/12/14～2023/08/18
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12月13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） 36,223,000 29,326,000 80.96%

令和４年度国道２２０号亀割峠防災小廻橋橋梁予備設計業務
鹿児島県霧島市福山町福山地区
2022/12/29～2023/08/10
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12月28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） 30,371,000 24,189,000 79.65%

緑川ダム管理所監査廊棟外壁改修工事
熊本県下益城郡美里町畝野３４５６
2022/12/06～2023/03/30
建築工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12月5日
（株）長門工務店
熊本県熊本市北区龍田陳内４－１８－６

6330001003335 指名競争契約 8,261,000 5,170,000 62.58%

令和４・５年度　鶴田ダム堤体壁面補修工事
鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先
2022/12/08～2024/02/29
一般土木工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　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12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） 297,891,000 282,700,000 94.90%

令和４年度山国川（唐原地区）事業損失事後調査等業務
福岡県築上郡上毛町大字下唐原地内
2022/12/16～2023/07/20
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　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12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） 11,088,000 8,712,000 78.57%

令和４・５年度山国川水文観測外業務
山国川河川事務所管内
2022/12/16～2024/01/12
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12月15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） 59,466,000 58,080,000 97.67%

令和４・５年度山国川水系水質・底質調査業務
山国川河川事務所管内
2022/12/22～2024/01/12
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12月21日
（株）ＥＮＪＥＣ
福岡県福岡市南区長丘３－１－１８

7290001001409
指名競争契約
（総合評価） 24,970,000 20,845,000 83.48%

令和４・５年度耶馬渓ダム堆砂測量業務
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂　耶馬渓ダム
2022/12/02～2023/05/31
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12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
（総合評価） 14,993,000 11,880,000 79.24%

令和４・５年度耶馬渓ダム水文観測外業務
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂　耶馬渓ダム
2022/12/15～2024/01/12
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12月14日
日進コンサルタント（株）
大分県中津市万田６０２－２

5320001010911
指名競争契約
（総合評価） 13,596,000 12,320,000 90.61%

（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。

(別
紙

様
式

3)


