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警視庁警察学校学生棟
他（１９）機械設備改
修工事

東京都府中市 406日間
暖冷房衛生設
備工事

甲武営繕事務所
甲武営繕事務所長
城谷　泰朗

東京都立川市緑町3567 2020/2/3
ジョンソンコントロー
ルズ（株）

東京都渋谷区笹塚１－
５０－１

8011001046081 一般競争入札 有 259,160,000 243,100,000 93.80%

Ｒ１江戸川左岸市川南
排水樋管堤外水路整備
他工事

千葉県市川市 422日間 一般土木工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
中村　伸也

千葉県野田市宮崎134 2020/2/3 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 245,553,000 245,300,000 99.90%

Ｒ１国道２４６号伊勢
原電線共同溝その３工
事

神奈川県伊勢原市 240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

2020/2/3 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

4180001037565 一般競争入札 有 249,348,000 227,150,000 91.10%

Ｒ１国道４号茂原電線
共同溝（その４）工事

栃木県宇都宮市 389日間
アスファルト
舗装工事

宇都宮国道事務所
宇都宮国道事務所長
小幡　宏

栃木県宇都宮市平松町
504

2020/2/3 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－
３－７

7010401020201 一般競争入札 有 274,406,000 251,900,000 91.80%

Ｒ１中部横断道大島第
一トンネル外ラジオ再
放送設備他工事

山梨県南巨摩郡身延町 329日間 通信設備工事 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

2020/2/3 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 106,238,000 99,000,000 93.19%

Ｒ１国道１号戸越地区
外舗装修繕工事

東京都品川区 239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

2020/2/4 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 256,344,000 233,090,000 90.93%

Ｒ１入間川出張所外機
械設備改修工事

埼玉県川越市 147日間
暖冷房衛生設
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

2020/2/4
（株）協同エンジニア
リング

埼玉県狭山市上奥富新
堀９７

6030001026226 一般競争入札 有 7,931,000 7,920,000 99.86%

Ｒ１国道１９号塩尻市
九里巾交差点改良工事

長野県塩尻市 239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

2020/2/4 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 198,462,000 198,000,000 99.77%

交通安全環境研究所自
動車試験場走行路（１
９）舗装改修工事

埼玉県熊谷市 415日間
アスファルト
舗装工事

東京第一営繕事務所
東京第一営繕事務所
長　才木　潤

東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2020/2/5 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 331,287,000 302,500,000 91.31%

川崎北労働基準監督署
（１９）機械設備改修
その他工事

神奈川県川崎市 371日間
暖冷房衛生設
備工事

横浜営繕事務所
横浜営繕事務所長
森　治彦

神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2020/2/5 （株）丹野設備工業所
神奈川県伊勢原市上粕
屋４４８－１９

8021001021182 一般競争入札 有 120,670,000 116,600,000 96.63%

Ｒ１更埴除雪ステー
ション新営工事

長野県千曲市 238日間 建築工事 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

2020/2/5 （株）鹿北
長野県長野市桜新町６
６９－１

1100001000673 一般競争入札 有 136,730,000 131,142,000 95.91%

Ｒ１・２国道５１号潮
来ＢＰ跨道橋上部工事

茨城県潮来市 358日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2020/2/6
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

5010601000905 一般競争入札 有 274,879,000 248,380,000 90.36%

Ｒ１中部横断道丸滝地
区トンネル照明設備工
事

山梨県南巨摩郡身延町 326日間 電気設備工事 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

2020/2/6 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 220,869,000 206,140,000 93.33%

Ｒ１中部横断道大島地
区トンネル照明設備工
事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

326日間 電気設備工事 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

2020/2/6
東芝プラントシステム
（株）

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３６－５

2020001086464 一般競争入札 有 208,494,000 192,478,000 92.32%

Ｒ１国道４号西那須野
道路３号歩道橋設置工
事

栃木県那須塩原市 412日間 鋼橋上部工事 宇都宮国道事務所
宇都宮国道事務所長
小幡　宏

栃木県宇都宮市平松町
504

2020/2/7 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 135,289,000 124,740,000 92.20%

Ｒ１西湘海岸工事用道
路設置他工事

神奈川県中郡大磯町 206日間 一般土木工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2020/2/7 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２
－１１－３

2010901009368 一般競争入札 有 294,800,000 291,500,000 98.88%

Ｒ１国道６号新葛飾橋
耐震補強その２工事

東京都葛飾区 ～ 千葉
県松戸市

266日間 維持修繕工事 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

2020/2/7
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

5010601000905 一般競争入札 有 255,706,000 229,790,000 89.86%

Ｒ１多摩川左岸羽田上
流高潮堤防工事

東京都大田区 349日間 一般土木工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2020/2/7
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区五番町
４－７

4010001008731 一般競争入札 有 269,181,000 245,520,000 91.21%

Ｒ１多摩川左岸羽田下
流高潮堤防工事

東京都大田区 356日間 一般土木工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2020/2/7 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

2020001013765 一般競争入札 有 272,404,000 246,290,000 90.41%

Ｒ１国道１７号本庄道
路神流川橋床版工事

埼玉県児玉郡上里町 ～
群馬県高崎市

418日間 一般土木工事 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

2020/2/7 （株）加賀田組
新潟県新潟市中央区万
代４丁目５番１５号

1110001001051 一般競争入札 有 470,008,000 467,500,000 99.47%

Ｒ１中部横断道和田地
区トンネル照明設備工
事

山梨県南巨摩郡身延町 325日間 電気設備工事 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

2020/2/7 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５‐１８３４‐１

1030001008006 一般競争入札 有 279,873,000 255,750,000 91.38%

Ｒ２目吹管内左岸河川
維持工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

415日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/10 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 94,820,000 85,800,000 90.49%

Ｒ２守谷管内右岸河川
維持工事

茨城県守谷市 ～ 茨城
県取手市

415日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/10 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 88,825,000 78,870,000 88.79%

Ｒ２熊谷管内上流維持
管理工事

埼玉県熊谷市 415日間 維持修繕工事 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

2020/2/10 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

9030001060412 一般競争入札 有 120,780,000 103,902,700 86.03%

Ｒ２熊谷管内下流維持
管理工事

埼玉県鴻巣市 415日間 維持修繕工事 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

2020/2/10 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

7030001084693 一般競争入札 有 106,117,000 95,150,000 89.67%

Ｒ１中部横断道丸滝ト
ンネル外非常警報設備
工事

山梨県南巨摩郡身延町 322日間 通信設備工事 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

2020/2/10 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

1130001038463 一般競争入札 有 287,331,000 262,350,000 91.31%

Ｒ１国道１７号白山電
線共同溝その５工事

東京都文京区 403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

2020/2/10 大林道路（株）
東京都千代田区神田猿
楽町２－８－８

4010601028815 一般競争入札 有 265,496,000 238,645,000 89.89%

Ｒ１中部横断道大島第
二トンネル外非常警報
設備工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

322日間 通信設備工事 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

2020/2/10 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

1130001038463 一般競争入札 有 239,415,000 230,670,000 96.35%

Ｒ１野門沢上流左岸崩
壊地対策工事

栃木県日光市 266日間 法面処理工事 日光砂防事務所
日光砂防事務所長
佐藤　保之

栃木県日光市萩垣面
2390

2020/2/10 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

8060001013178 一般競争入札 有 139,326,000 136,400,000 97.90%
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Ｒ１江戸川右岸下内川
地区基盤整備工事

埼玉県吉川市 201日間 一般土木工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
中村　伸也

千葉県野田市宮崎134 2020/2/12 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

8030001031389 一般競争入札 有 361,713,000 334,290,000 92.42%

Ｒ２入間川管内維持管
理工事

埼玉県川越市 413日間 維持修繕工事 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

2020/2/12 初雁興業（株）
埼玉県川越市大字鯨井
１７０５－２

9030001055395 一般競争入札 有 128,931,000 123,750,000 95.98%

Ｒ１国営ひたち海浜公
園管理施設建築改修そ
の他工事

茨城県ひたちなか市 139日間 建築工事
国営常陸海浜公園事
務所

国営常陸海浜公園事
務所長　小島　孝文

茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2020/2/12 （株）小林工務店
茨城県日立市末広町２
－８－２４

2050001023167 一般競争入札 有 49,698,000 46,717,000 94.00%

Ｒ１常陸川右岸日川上
地区護岸災害復旧工事

茨城県神栖市 138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 2020/2/13 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

5050001020979 一般競争入札 有 204,281,000 187,000,000 91.54%

Ｒ２藤岡管内渡良瀬川
他河川維持工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

411日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/14 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 84,282,000 75,625,000 89.73%

Ｒ１鰐川右岸米島護岸
災害復旧工事

茨城県潮来市 137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 2020/2/14 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 144,287,000 136,400,000 94.53%

Ｒ１国道１号西小磯
（２）電線共同溝その
２工事

神奈川県中郡大磯町 229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

2020/2/14 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 198,528,000 178,200,000 89.76%

Ｒ１常陸川右岸日川中
地区護岸災害復旧工事

茨城県神栖市 137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 2020/2/14 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 223,267,000 202,400,000 90.65%

Ｒ１鬼怒川左岸中居指
地区整備工事

茨城県下妻市 305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

2020/2/17 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西
湊町通三ノ町３３００
－３

6110001005155 一般競争入札 有 375,155,000 374,000,000 99.69%

Ｒ１圏央道新切戸地区
高架橋下部その１工事

埼玉県幸手市 134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

2020/2/17 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

4030001045368 一般競争入札 有 206,789,000 192,500,000 93.09%

Ｒ１圏央道新切戸地区
高架橋下部その２工事

埼玉県幸手市 134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

2020/2/17 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

7030001084693 一般競争入札 有 189,948,000 180,400,000 94.97%

Ｒ１小松原除雪ステー
ション新営工事

長野県長野市 245日間 建築工事 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

2020/2/18 中信建設（株）
長野県千曲市大字上徳
間２３４

4100001006189 一般競争入札 有 260,260,000 257,400,000 98.90%

Ｒ１国道２０号八王子
南ＢＰ館高架橋下部
（その６）工事

東京都八王子市 252日間 一般土木工事 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

2020/2/18 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

9020001007356 一般競争入札 有 149,127,000 134,200,000 89.99%

Ｒ１横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ改良その２工事

神奈川県横浜市 255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

2020/2/19 人の森（株）
神奈川県海老名市中新
田１７６２

5021001026853 一般競争入札 有 185,185,000 168,300,000 90.88%

Ｒ１北千葉導水路操作
制御設備更新工事

千葉県印西市 764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

2020/2/19 （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 911,372,000 907,500,000 99.58%

Ｒ２古河管内下流部河
川維持工事

茨城県古河市 ～ 茨城
県猿島郡境町

405日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/20 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

6050001018725 一般競争入札 有 126,324,000 113,080,000 89.52%

Ｒ２八斗島管内右岸河
川維持工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

404日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/21 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

4030001086536 一般競争入札 有 109,450,000 97,900,000 89.45%

Ｒ１圏央道多古地区改
良その１０工事

千葉県香取郡多古町 192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

2020/2/21 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

7040001017215 一般競争入札 有 146,443,000 132,000,000 90.14%

Ｒ１圏央道下総大栄地
区改良工事

千葉県成田市 222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

2020/2/21 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

7040001059777 一般競争入札 有 228,987,000 211,200,000 92.23%

Ｒ２川俣管内左岸河川
維持工事

群馬県邑楽郡板倉町 ～
群馬県邑楽郡千代田町

400日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/25 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 189,629,000 173,250,000 91.36%

Ｒ２大利根管内右岸河
川維持工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

400日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/25 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 180,092,000 162,800,000 90.40%

Ｒ１国道１６号千種海
岸外舗装修繕工事

千葉県市原市 188日間
アスファルト
舗装工事

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

2020/2/25
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

6220001002307 一般競争入札 有 284,471,000 259,600,000 91.26%

Ｒ１明治記念大磯邸園
施設等整備工事

神奈川県中郡大磯町 157日間 造園工事
国営昭和記念公園事
務所

国営昭和記念公園事
務所長　伊藤　康行

東京都立川市緑町3173 2020/2/25 （株）田口園芸
神奈川県相模原市中央
区横山台２－１３－１
６

4021001013027 一般競争入札 有 49,390,000 46,200,000 93.54%

Ｒ２岩淵管内左岸維持
管理工事

東京都特別区 ～ 埼玉
県川口市

400日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2020/2/25 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

7010401008196 一般競争入札 有 129,437,000 122,100,000 94.33%

Ｒ１国道１８号長野東
ＢＰ柳原地区歩道橋上
部工事

長野県長野市 248日間 鋼橋上部工事 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

2020/2/25 （株）角藤
長野県長野市南屋島５
１５番地

9100001000600 一般競争入札 有 215,952,000 212,300,000 98.31%

Ｒ１国営ひたち海浜公
園遊具整備他工事

茨城県ひたちなか市 188日間 造園工事
国営常陸海浜公園事
務所

国営常陸海浜公園事
務所長　小島　孝文

茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2020/2/25 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５
－８－６

2050001023662 一般競争入札 有 131,164,000 125,290,000 95.52%

Ｒ１江戸川右岸吉川河
川防災ステーション基
盤整備工事

埼玉県吉川市 304日間 一般土木工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
中村　伸也

千葉県野田市宮崎134 2020/2/25 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 285,868,000 266,420,000 93.20%

Ｒ１国道３５７号市川
大橋（海側）舗装補修
工事

千葉県市川市 248日間 維持修繕工事 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

2020/2/25 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 134,871,000 125,730,000 93.22%

Ｒ１国道２４６号向原
特車自動計測設備修繕
工事

神奈川県足柄上郡山北
町

157日間 機械設備工事 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

2020/2/25
オムロンフィールドエ
ンジニアリング（株）

東京都目黒区三田１－
６－２１

7013201017136 一般競争入札 有 85,899,000 85,800,000 99.88%
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Ｒ１国道１６号姉崎海
岸舗装修繕その２工事

千葉県市原市 187日間
アスファルト
舗装工事

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

2020/2/26 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

4180001037565 一般競争入札 有 251,658,000 231,000,000 91.79%

Ｒ１国道１８号長野東
ＢＰ北長池地区歩道橋
上部工事

長野県長野市 352日間 鋼橋上部工事 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

2020/2/26 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 352,385,000 339,680,000 96.39%

Ｒ１圏央道多古地区改
良その７工事

千葉県香取郡多古町 186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

2020/2/27 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 120,582,000 112,750,000 93.50%

Ｒ２小名木川管内右岸
維持管理工事

東京都特別区 398日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2020/2/27 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－２

6050001030449 一般競争入札 有 99,154,000 95,150,000 95.96%

Ｒ１宮ヶ瀬ダム情報表
示設備改修工事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県相模原市

305日間 通信設備工事
相模川水系広域ダム
管理事務所

相模川水系広域ダム
管理事務所長　竹本
隆之

神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2020/2/27 増子電気工事（株）
神奈川県藤沢市善行１
－２３－６

6021001002093 一般競争入札 有 38,489,000 37,400,000 97.17%

Ｒ１渡良瀬遊水地土砂
整正工事

栃木県小山市 158日間 一般土木工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/27 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 297,968,000 269,203,000 90.35%

Ｒ１稲戸井調節池土砂
整正工事

茨城県取手市 145日間 一般土木工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/2/27 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 295,592,000 267,740,000 90.58%

Ｒ１国道３５７号市川
共同溝補強その１４工
事

千葉県市川市 240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

2020/2/27 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

7010601004722 一般競争入札 有 243,056,000 221,430,000 91.10%

Ｒ２小名木川管内左岸
維持管理工事

東京都特別区 397日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2020/2/28 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

4030001045368 一般競争入札 有 80,509,000 74,800,000 92.91%

Ｒ２岩淵管内右岸維持
管理工事

東京都特別区 397日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2020/2/28 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

9010001025697 一般競争入札 有 113,509,000 110,000,000 96.91%

Ｒ１荒川右岸朝霞水門
河道浚渫工事

埼玉県朝霞市 245日間
河川しゅんせ
つ工事

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

2020/2/28 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西
湊町通三ノ町３３００
－３

6110001005155 一般競争入札 有 224,323,000 223,300,000 99.54%

熊谷検察支部庁舎（１
９）建築改修その他工
事

埼玉県熊谷市 246日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京第一営繕事務所
長　才木　潤

東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2020/2/28 （株）シオノ工業
埼玉県川越市神明町２
３－１５

3030001054881 一般競争入札 有 71,489,000 70,070,000 98.02%

Ｒ１鬼怒川右岸今里下
流地区外周辺整備工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県結城市

215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

2020/2/28 （株）磯建
茨城県結城郡八千代町
菅谷８８４‐９

7050001013452 一般競争入札 有 290,598,000 255,200,000 87.82%


