
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
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Ｒ１年度日立国道管内
交通安全対策工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

211日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/12/2 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細
田１－１２

8050001000103 一般競争入札 有 53,130,000 48,686,000 91.64%

Ｒ１国道５１号神宮橋
架替鹿嶋側橋梁下部工
事

茨城県鹿嶋市 484日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/12/3 （株）淺沼組
大阪府大阪市浪速区湊
町１－２－３マルイト
難波ビル

8120001022651 一般競争入札 有 612,700,000 560,450,000 91.47%

Ｒ１圏央道工事用道路
設置他その１工事

埼玉県幸手市 ～ 茨城
県坂東市

209日間 一般土木工事 北首都国道事務所
北首都国道事務所長
山田　博道

埼玉県草加市花栗3-24-
15

2019/12/4 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 236,808,000 220,000,000 92.90%

Ｒ１年国道５０号岡芹
高架橋耐震補強工事

茨城県筑西市 118日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/12/4 深井建設（株）
大阪府岸和田市下池田
町１－３－１５

6120101037436 一般競争入札 有 130,691,000 124,850,000 95.53%

Ｒ１国道１３９号富士
北麓（２）電線共同溝
その５工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

449日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2019/12/5 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 291,885,000 267,080,000 91.50%

Ｒ１鬼怒川右岸中築堤
工事

茨城県結城市 481日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2019/12/6 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

2120001028670 一般競争入札 有 489,720,000 453,200,000 92.54%

Ｒ１国道４号三ノ輪外
電線共同溝路面復旧そ
の他工事

東京都台東区 ～ 東京
都荒川区

238日間
アスファルト
舗装工事

東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2019/12/6 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 212,289,000 206,800,000 97.41%

Ｒ１国道５１号神宮橋
架替潮来側橋梁下部他
工事

茨城県潮来市 478日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/12/9 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－
７－１

6010001034874 一般競争入札 有 1,214,312,000 1,107,260,000 91.18%

Ｒ１鬼怒川右岸久保田
築堤工事

茨城県結城市 478日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2019/12/9 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

2140001062214 一般競争入札 有 491,821,000 448,800,000 91.25%

Ｒ１西浦右岸本新島地
区波浪対策護岸工事

茨城県稲敷市 172日間 一般土木工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/12/9 石井工業（株）
千葉県香取市北２‐６
‐３

7040001063457 一般競争入札 有 148,665,000 133,430,000 89.75%

Ｒ１国道１３８号新屋
拡幅上吉田交差点改良
工事

山梨県富士吉田市 204日間 一般土木工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2019/12/9 （株）大森工務所
山梨県富士吉田市とき
わ台１－４－５

2090001009583 一般競争入札 有 288,409,000 272,800,000 94.59%

Ｒ１川尻第六排水樋管
ゲート設備修繕工事

茨城県神栖市 204日間 機械設備工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　大谷　悟

千葉県香取市佐原イ
4149

2019/12/9 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

2090001006473 一般競争入札 有 23,584,000 23,430,000 99.35%

Ｒ１・２那珂川中大野
排水樋管新設工事

茨城県水戸市 466日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/12/10 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

7050001004071 一般競争入札 有 296,692,000 295,900,000 99.73%

Ｒ１圏央道工事用道路
設置他改良工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

203日間 一般土木工事 北首都国道事務所
北首都国道事務所長
山田　博道

埼玉県草加市花栗3-24-
15

2019/12/10 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

1011001006587 一般競争入札 有 199,232,000 199,100,000 99.93%

Ｒ１国道３５７号市川
共同溝補強その１３工
事

千葉県市川市 285日間 一般土木工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
坂井　康一

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2019/12/10 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町
栗山３１９５－１

1040001062687 一般競争入札 有 241,736,000 221,100,000 91.46%

Ｒ１渡良瀬川左岸五十
部地区外環境整備工事

栃木県足利市 202日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　髙田　昇一

栃木県足利市田中町
661-3

2019/12/11 原工業（株）
群馬県館林市足次町１
０４７

8070001021948 一般競争入札 有 93,357,000 83,600,000 89.55%

Ｒ１上田出張所管内外
改良工事

長野県上田市 ～ 長野
県埴科郡坂城町

232日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2019/12/12 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

7100001008257 一般競争入札 有 282,238,000 267,300,000 94.71%

Ｒ１荒川上流遠隔監視
操作制御設備修繕工事

埼玉県川越市 259日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
荒川上流河川事務所
長　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2019/12/16 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町
１１－１

1010801001748 一般競争入札 有 118,778,000 117,700,000 99.09%

Ｒ１国道３５７号荒川
河口橋（西行）補修工
事

東京都特別区 800日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2019/12/17 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７　後楽鹿島ビ
ル　８Ｆ

1010001001805 一般競争入札 有 606,727,000 584,100,000 96.27%

Ｒ１国道６号牛久土浦
ＢＰつくば地区改良そ
の１工事

茨城県つくば市 258日間 一般土木工事 常総国道事務所
常総国道事務所長
近藤　進

茨城県土浦市川口1-1-
26アーバンスクエア土
浦ビル4階

2019/12/17 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松
原通３－６９

4170001000086 一般競争入札 有 232,595,000 217,800,000 93.64%

Ｒ１中部横断道中野地
区改良工事

山梨県南巨摩郡南部町 317日間 一般土木工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2019/12/18 大日本土木（株）
岐阜県岐阜市宇佐南１
－３－１１

6200001003034 一般競争入札 有 549,131,000 498,520,000 90.78%

Ｒ１渡良瀬川右岸野田
町地先築堤外工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県佐野市

194日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　髙田　昇一

栃木県足利市田中町
661-3

2019/12/19 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 125,037,000 122,760,000 98.18%

Ｒ１鬼怒ダム河川情報
設備改修工事

栃木県宇都宮市 99日間 通信設備工事
鬼怒川ダム統合管理
事務所

鬼怒川ダム統合管理
事務所長　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2019/12/19 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－
５３－５４

1110001022452 一般競争入札 有 31,922,000 31,768,000 99.52%

Ｒ１国道３５７号管内
改良舗装他工事

東京都品川区 161日間
アスファルト
舗装工事

川崎国道事務所
川崎国道事務所長
五十嵐　一夫

神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2019/12/20 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

1010401015438 一般競争入札 有 155,309,000 138,820,000 89.38%

Ｒ１国道１９号生坂村
木村地区防災他工事

長野県東筑摩郡生坂村
～ 長野県長野市

255日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2019/12/20 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村
５５２３

3100001015034 一般競争入札 有 124,476,000 123,200,000 98.97%

Ｒ１国道１７号北本・
鴻巣地区舗装修繕工事

埼玉県北本市 ～ 埼玉
県鴻巣市

193日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
大宮国道事務所長
田中　倫英

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2019/12/20 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

1010401015438 一般競争入札 有 205,546,000 186,670,000 90.82%

Ｒ１濁川砂防施設整備
工事

長野県北佐久郡軽井沢
町

158日間 一般土木工事
利根川水系砂防事務
所

利根川水系砂防事務
所長　永田　雅一

群馬県渋川市渋川121-1 2019/12/23 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

7100001008257 一般競争入札 有 201,993,000 185,900,000 92.03%

Ｒ１鬼怒川右岸山王上
流築堤工事

茨城県結城市 184日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2019/12/24 北都建設工業（株）
茨城県土浦市田中２－
９－６

8050001009747 一般競争入札 有 90,981,000 88,000,000 96.72%

Ｒ１国道２９８号高州
地区環境整備その１工
事

埼玉県三郷市 188日間 一般土木工事 北首都国道事務所
北首都国道事務所長
山田　博道

埼玉県草加市花栗3-24-
15

2019/12/25 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 209,979,000 192,500,000 91.68%



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

公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称 契約担当官等の氏名 部局所在地 契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所 法人番号
一般競争入札・
指名競争入札の別

総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｒ１国道５０号前橋笠
懸道路二之宮・鹿地区
歩道橋上部工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県みどり市

219日間 鋼橋上部工事 高崎河川国道事務所
高崎河川国道事務所
長　福井　貴規

群馬県高崎市栄町6-41 2019/12/25
（株）巴コーポレー
ション

東京都中央区月島４－
１６－１３

9010001034839 一般競争入札 有 225,577,000 207,020,000 91.77%

Ｒ１国道２９８号高州
地区環境整備その２工
事

埼玉県三郷市 187日間 一般土木工事 北首都国道事務所
北首都国道事務所長
山田　博道

埼玉県草加市花栗3-24-
15

2019/12/26 萩原土建（株）
千葉県山武郡芝山町大
里１５５３－３

4040001061315 一般競争入札 有 213,158,000 191,180,000 89.69%

Ｈ３０国道１号川崎市
幸区舗装他工事

神奈川県川崎市 96日間
アスファルト
舗装工事

横浜国道事務所
横浜国道事務所長
大江　真弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2019/12/26 （株）ガイアート
東京都新宿区新小川町
８－２７

8011101004344 一般競争入札 有 138,732,000 127,050,000 91.58%

Ｒ１国道１６号環境対
策工事

神奈川県横浜市 186日間 一般土木工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
大江　真弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2019/12/27 （株）厚木植木
神奈川県厚木市三田１
７４－４

4021001019206 一般競争入札 有 141,801,000 128,700,000 90.76%

Ｒ１国道２０号日野Ｂ
Ｐ（延伸）豊田地区電
線共同溝（その２）外

東京都日野市 ～ 東京
都八王子市

278日間
アスファルト
舗装工事

相武国道事務所
相武国道事務所長
外川　和彦

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2019/12/27 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

6010001052042 一般競争入札 有 208,109,000 206,250,000 99.11%


