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Ｒ１圏央道菅谷跨道橋
下部工事

茨城県坂東市 210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
佐藤　眞平

埼玉県草加市花栗3-24-
15

2020/6/1 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

1010601039204 一般競争入札 有 185,669,000 185,460,000 99.89%

Ｒ２利根川河口部浚渫
工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県銚子市

189日間
河川しゅんせ
つ工事

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

2020/6/1 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

6010401076946 一般競争入札 有 291,742,000 290,400,000 99.54%

Ｒ１国道２０号大月Ｂ
Ｐ花咲地区改良（その
６）工事

山梨県大月市 207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

2020/6/1 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

2090001005913 一般競争入札 有 279,246,000 251,900,000 90.21%

Ｒ２・３横浜国道事務
所管内西地区緑地管理
工事

神奈川県厚木市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

655日間 造園工事 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

2020/6/1 横浜植木（株）
神奈川県横浜市南区唐
沢１５番地

1020001013956 一般競争入札 有 166,507,000 140,800,000 84.56%

Ｒ２圏央道多古地区改
良その１２工事

千葉県香取郡多古町 364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

2020/6/1 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

8040001002224 一般競争入札 有 109,472,000 100,540,000 91.84%

Ｒ２・３船橋出張所管
内緑地管理工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県船橋市

668日間 造園工事 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

2020/6/1 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷六丁目番２１
番１１号

5040001007234 一般競争入札 有 118,030,000 112,640,000 95.43%

Ｒ１小貝川左岸上郷下
流低水護岸災害復旧工
事

茨城県つくば市 242日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/1 正栄工業（株）
茨城県常総市水海道山
田町４７３３

6050001029417 通常型指名競争入札 有 233,332,000 211,090,000 90.47%

Ｒ１利根川右岸名堤防
天端整備工事

埼玉県羽生市 259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

2020/6/1 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 225,555,000 206,492,000 91.55%

Ｒ１釜無川上流域砂防
施設工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

242日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2020/6/1 藤森土木建設（株）
長野県諏訪市上川２－
２１９０－１

6100001018620 一般競争入札 有 192,137,000 178,200,000 92.75%

Ｒ１大武川・尾白川流
域砂防施設工事

山梨県北杜市 242日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2020/6/1 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

8090001011204 一般競争入札 有 227,865,000 206,580,000 90.66%

Ｒ２国道１７号本庄道
路関連環境整備工事

埼玉県本庄市 ～ 埼玉
県熊谷市

302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

2020/6/2 小林工業（株）
群馬県前橋市表町二丁
目１１番８号

3070001001260 一般競争入札 有 153,208,000 137,500,000 89.75%

Ｒ１大宮春日部出張所
管内橋梁補修工事

埼玉県さいたま市 241日間 維持修繕工事 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

2020/6/2 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 304,755,000 302,500,000 99.26%

Ｒ１浦和大宮出張所管
内歩道橋補修他工事

埼玉県さいたま市 241日間 維持修繕工事 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

2020/6/2
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 一般競争入札 有 341,176,000 335,500,000 98.34%

Ｒ１熊谷春日部出張所
管内歩道橋補修他工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県春日部市

241日間 維持修繕工事 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

2020/6/2
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 一般競争入札 有 301,664,000 297,000,000 98.45%

Ｒ１越本床固群外整備
工事

群馬県利根郡片品村 296日間 維持修繕工事
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 2020/6/2 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 290,818,000 266,750,000 91.72%

Ｒ１西田川排水施設除
塵設備災害復旧工事

茨城県水戸市 286日間 機械設備工事 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

2020/6/3 （株）スガテック
東京都港区海岸３－２
０－２０

1010401079524 一般競争入札 有 53,251,000 50,050,000 93.99%

Ｒ１小貝川左岸上平柳
低水護岸災害復旧工事

茨城県つくばみらい市 240日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/3 北都建設工業（株）
茨城県土浦市田中２－
９－６

8050001009747 通常型指名競争入札 有 203,973,000 183,359,000 89.89%

Ｒ２西の洲甘田入地区
整備外工事

茨城県稲敷市 300日間 維持修繕工事 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 2020/6/4 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 114,290,000 106,700,000 93.36%

Ｒ１荒川左岸宝来下築
堤工事

埼玉県さいたま市 203日間 一般土木工事 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

2020/6/4 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ケ谷１
１８－１

1030001055114 一般競争入札 有 289,168,000 262,900,000 90.92%

Ｒ２国道２０号日野Ｂ
Ｐ（延伸）豊田地区電
線共同溝（その３）外

東京都日野市 239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
佐藤　重孝

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2020/6/4 （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 251,361,000 228,800,000 91.02%

Ｒ１鬼怒川右岸柳田町
低水護岸災害復旧工事

栃木県宇都宮市 239日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/4 （株）森本組
大阪府大阪市中央区南
本町２－６－１２

7120001106637 通常型指名競争入札 有 446,545,000 406,681,000 91.07%

警視庁第九機動隊（２
０）電気設備改修工事

東京都江東区 183日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所
東京第二営繕事務所
長　山本　英史

東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2020/6/4 （株）新和電工
東京都江東区大島１－
９－８

8010601003558 一般競争入札 有 28,622,000 25,300,000 88.39%

Ｒ１水戸国道出張所管
内交通安全対策工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

198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

2020/6/5 ライナー建設（株）
茨城県下妻市堀篭１４
７１－１

6050001013445 一般競争入札 有 45,012,000 42,350,000 94.09%

Ｒ１土浦国道出張所管
内標識設置工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県取手市

198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

2020/6/5 ライナー建設（株）
茨城県下妻市堀篭１４
７１－１

6050001013445 一般競争入札 有 26,972,000 26,730,000 99.10%

Ｒ１境川排水施設除塵
設備災害復旧工事

茨城県水戸市 284日間 機械設備工事 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

2020/6/5
（株）日立インダスト
リアルプロダクツ

東京都千代田区神田練
塀町３

6010001196062 一般競争入札 有 33,979,000 33,000,000 97.12%

Ｒ１小貝川水海道管内
中流部低水護岸災害復
旧工事

茨城県つくば市 ～ 茨
城県常総市

238日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/5 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

6040001071527 通常型指名競争入札 有 213,532,000 197,120,000 92.31%

Ｒ１多摩出張所発電設
備設置工事

東京都稲城市 238日間
受変電設備工
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

2020/6/5 （有）ケイアンドアイ 東京都新宿区弁天町９ 7011102021224 一般競争入札 有 35,882,000 33,000,000 91.97%

Ｒ２二瀬ダム放流警報
表示設備更新工事

埼玉県秩父市 ～ 埼玉
県秩父郡長瀞町

238日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所
二瀬ダム管理所長
宮下　光泰

埼玉県秩父市大滝3931-
1

2020/6/5 （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 77,924,000 75,900,000 97.40%

Ｒ１根本排水機場外建
築改修工事

千葉県市川市 ～ 千葉
県松戸市

235日間 建築工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
岩見　洋一

千葉県野田市宮崎134 2020/6/5 大翔建設（株）
東京都葛飾区奥戸２－
４０－６

6011801002632 一般競争入札 有 89,254,000 83,600,000 93.67%
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国土交通大学校（２
０）機械設備改修その
他工事

東京都小平市 235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
大槻　泰士

東京都立川市緑町3567 2020/6/8 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ
町上牧２３４４－１２

8070001023267 一般競争入札 有 68,882,000 66,000,000 95.82%

Ｒ２新４号幸主地区舗
装工事

茨城県猿島郡五霞町 290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
井上　啓

栃木県宇都宮市平松町
504

2020/6/8 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 271,623,000 245,960,000 90.55%

Ｒ１京浜河川水門遠方
制御設備修繕工事

神奈川県横浜市 ～ 東
京都特別区

235日間 機械設備工事 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

2020/6/8
（株）日立インダスト
リアルプロダクツ

東京都千代田区神田練
塀町３

6010001196062 一般競争入札 有 194,755,000 192,500,000 98.84%

Ｒ１庄和排水機場外空
調設備改修工事

埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県八潮市

199日間
暖冷房衛生設
備工事

江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
岩見　洋一

千葉県野田市宮崎134 2020/6/9
（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 28,325,000 27,847,600 98.31%

Ｒ１鬼怒川左岸伊佐山
低水護岸災害復旧工事

茨城県筑西市 233日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/10 岩田地崎建設（株）
北海道札幌市中央区北
２条東１７－２

8430001001789 通常型指名競争入札 有 443,366,000 402,358,000 90.75%

Ｒ２国道２４６号厚木
秦野道路中津川橋下部
その１工事

神奈川県厚木市 355日間 一般土木工事 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

2020/6/10
（株）エス・ケイ・
ディ

神奈川県平塚市四之宮
１－８－５６

8021001036643 一般競争入札 有 133,958,000 119,900,000 89.51%

Ｒ１矢田部排水樋管外
ゲート設備工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県銚子市

263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

2020/6/10 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 112,134,000 111,100,000 99.08%

Ｒ１霞ヶ浦河川事務所
河川情報設備更新工事

茨城県潮来市 232日間 通信設備工事 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 2020/6/11 （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 83,281,000 82,280,000 98.80%

Ｒ１国道２０号屋外無
停電電源装置設置工事

山梨県上野原市 ～ 山
梨県大月市

141日間
受変電設備工
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

2020/6/11
日本電子サービス
（株）

山梨県甲府市東光寺３
－１２－３４

8090001001618 一般競争入札 有 226,204,000 204,600,000 90.45%

Ｒ１国道５２号外屋外
無停電電源装置設置工
事

山梨県韮崎市 ～ 山梨
県北杜市

141日間
受変電設備工
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

2020/6/11 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

4010401005898 一般競争入札 有 184,756,000 170,500,000 92.28%

Ｒ１利根川下流管内統
一河川情報設備工事

千葉県香取市 232日間 通信設備工事
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

2020/6/11
ＪＲＣシステムサービ
ス（株）

東京都三鷹市牟礼６－
２１－１１

8120001072614 一般競争入札 有 89,529,000 88,000,000 98.29%

Ｒ２八ッ場ダム渋川職
員寮構内整備外工事

群馬県渋川市 172日間 建築工事
利根川ダム統合管理
事務所

利根川ダム統合管理
事務所長　小宮　秀
樹

群馬県前橋市元総社町
593-1

2020/6/11 沼田資源（株）
群馬県沼田市岩本町５
５０－１

8070001023036 一般競争入札 有 51,161,000 46,453,000 90.80%

Ｒ１国道４号下古山・
茂原外電線共同溝（そ
の５）工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県下野市

231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
井上　啓

栃木県宇都宮市平松町
504

2020/6/12
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 242,693,000 233,200,000 96.09%

Ｒ２合同庁舎２号館無
停電電源設備更新工事

埼玉県さいたま市 292日間
受変電設備工
事

関東地方整備局
関東地方整備局長
石原　康弘

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2020/6/12 （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 209,792,000 198,000,000 94.38%

Ｒ１横浜国道事務所管
内構造物補修その３工
事

神奈川県小田原市 ～
神奈川県足柄下郡箱根
町

137日間 維持修繕工事 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

2020/6/15 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町２
－６－１０　東武太朋
ビル９階

3021001020759 一般競争入札 有 157,454,000 152,900,000 97.11%

Ｒ２・Ｒ３相武国道事
務所管内道路清掃作業

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

648日間 維持修繕工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
佐藤　重孝

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2020/6/15 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

3010001008699 一般競争入札 有 138,842,000 138,600,000 99.83%

Ｒ１利根川上流ＣＣＴ
Ｖ設備改修工事

栃木県栃木市 ～ 千葉
県野田市

228日間 通信設備工事
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

2020/6/15 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

3011001031955 一般競争入札 有 184,206,000 169,158,000 91.83%

Ｒ２八ッ場ダム工事事
務所庁舎外１件構内整
備工事

群馬県吾妻郡長野原町 230日間 建築工事
利根川ダム統合管理
事務所

利根川ダム統合管理
事務所長　小宮　秀
樹

群馬県前橋市元総社町
593-1

2020/6/15 加藤建設興業（株）
群馬県太田市大原町６
５１番地

2070001018974 一般競争入札 有 92,620,000 88,253,000 95.29%

Ｒ２春木川崩壊地対策
工事

山梨県南巨摩郡早川町 266日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2020/6/16 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３５

7010001008811 一般競争入札 有 122,727,000 109,890,000 89.54%

Ｒ１三沢第一砂防堰堤
改築工事

栃木県日光市 226日間 一般土木工事 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

2020/6/17 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

4060001008363 一般競争入札 有 186,417,000 168,630,000 90.46%

Ｒ１大和出張所管内他
交通安全対策工事

山梨県笛吹市 ～ 山梨
県大月市

150日間 維持修繕工事 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

2020/6/17 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田６６７－１

3090001007990 一般競争入札 有 139,502,000 135,300,000 96.99%

横浜地方法務局戸塚出
張所（２０）建築改修
その他工事

神奈川県横浜市 237日間 建築工事 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

2020/6/17 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 93,896,000 85,800,000 91.38%

Ｒ１流水改善水路堰
ゲート設備災害復旧工
事

埼玉県深谷市 226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

2020/6/17
（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 102,487,000 94,600,000 92.30%

Ｒ１東京国道管内電線
共同溝補修その５工事

東京都大田区 278日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
福本　充

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2020/6/17 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 284,361,000 255,189,000 89.74%

Ｒ２東関道両宿地区地
盤改良工事

茨城県行方市 371日間 一般土木工事 常総国道事務所
常総国道事務所長
丸山　昌宏

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

2020/6/17 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０
８－８

7050001038350 一般競争入札 有 284,900,000 255,750,000 89.77%

Ｒ１小貝川左岸上郷上
流低水護岸災害復旧工
事

茨城県つくば市 226日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/17 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

6290801012011 一般競争入札 有 367,939,000 352,000,000 95.67%

Ｒ２中部横断道帯金第
二トンネル照明設備工
事

山梨県南巨摩郡身延町 194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

2020/6/17 （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 139,238,000 126,060,000 90.54%

Ｒ２湯西川ダム艇庫新
築外改修工事

栃木県日光市 184日間 建築工事
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

2020/6/17 柴田工業（株）
栃木県宇都宮市駒生町
８０５－３

5060001002191 一般競争入札 有 39,820,000 35,970,000 90.33%

Ｒ１江戸川管内予備発
電設備更新工事

千葉県野田市 226日間
受変電設備工
事

江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
岩見　洋一

千葉県野田市宮崎134 2020/6/17 （有）ケイアンドアイ 東京都新宿区弁天町９ 7011102021224 一般競争入札 有 74,008,000 67,100,000 90.67%
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一般競争入札・
指名競争入札の別
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｒ２中部横断道下八木
沢地区舗装工事

山梨県南巨摩郡身延町 190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

2020/6/18 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 463,122,000 420,750,000 90.85%

Ｒ１小貝川右岸高田低
水護岸災害復旧工事

栃木県真岡市 225日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/18 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

3060001003365 一般競争入札 有 109,021,000 106,700,000 97.87%

Ｒ２構内緑地管理外工
事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県船橋市

253日間 造園工事 関東技術事務所
関東技術事務所長
高津　知司

千葉県松戸市五香西6-
12-1

2020/6/18 （株）マスヤ 千葉県富津市更和７９ 2040001052019 一般競争入札 有 18,469,000 16,390,000 88.74%

Ｒ２利根川左岸荒波築
堤工事

茨城県神栖市 267日間 一般土木工事
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

2020/6/19 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

5040001007093 一般競争入札 有 186,989,000 175,120,000 93.65%

Ｒ２中部横断道帯金地
区舗装工事

山梨県南巨摩郡身延町 189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

2020/6/19 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

5110001004884 一般競争入札 有 463,892,000 429,132,000 92.51%

Ｒ２国道１７号三国防
災新三国トンネル舗装
他工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 新潟県南魚沼郡
湯沢町

285日間
セメント・コ
ンクリート舗
装工事

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 2020/6/19 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 414,260,000 390,170,000 94.18%

Ｒ１国道１７号渋川西
ＢＰ３号跨道橋下部工
事

群馬県渋川市 224日間 一般土木工事 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 2020/6/19 小野里工業（株）
群馬県前橋市下小出町
１－１－１２

3070001000667 一般競争入札 有 147,752,000 134,200,000 90.83%

Ｒ１霞ヶ浦河川事務所
管内ネットワーク設備
更新工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県潮来市

224日間 通信設備工事 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 2020/6/19 （株）テックス
茨城県潮来市上戸４１
６－７

1050001021527 一般競争入札 有 47,410,000 44,754,600 94.40%

Ｒ１東赤麻樋管外ゲー
ト設備更新工事

栃木県栃木市 285日間 機械設備工事
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

2020/6/19 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

8190001010113 一般競争入札 有 111,749,000 105,600,000 94.50%

Ｒ１国道１号横浜市東
俣野地先外舗装工事

神奈川県横浜市 189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

2020/6/22 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
平安町１－３９－５
サンレジデンス３０４

8020001018503 一般競争入札 有 164,780,000 147,400,000 89.45%

Ｒ１利根川右岸上村君
堤防強化（上）工事

埼玉県羽生市 276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

2020/6/22 （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 286,649,000 260,700,000 90.95%

Ｒ２塩島沢砂防堰堤工
事

山梨県南巨摩郡早川町 276日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2020/6/22 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町
遅沢２３４８

1090001011978 一般競争入札 有 185,130,000 166,100,000 89.72%

関東管区警察学校（２
０）電気設備改修工事

東京都小平市 242日間 電気設備工事 甲武営繕事務所
甲武営繕事務所長
大槻　泰士

東京都立川市緑町3567 2020/6/23 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

4030001036755 一般競争入札 有 156,090,000 152,900,000 97.96%

Ｒ１多摩川左岸上石原
三丁目災害復旧他工事

東京都調布市 220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

2020/6/23 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町２
－６－１０　東武太朋
ビル９階

3021001020759 通常型指名競争入札 有 165,935,000 150,150,000 90.49%

Ｒ１浅川右岸中野上町
災害復旧工事

東京都八王子市 220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

2020/6/23 林建設（株）
東京都調布市小島町２
－５６－３

2012401008445 通常型指名競争入札 有 134,607,000 120,450,000 89.48%

Ｒ１多摩川左岸宇奈根
地区外災害復旧工事

東京都世田谷区 ～ 神
奈川県川崎市

220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

2020/6/23 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町２
－６－１０　東武太朋
ビル９階

3021001020759 通常型指名競争入札 有 137,698,000 124,300,000 90.27%

Ｒ２富士川砂防受変電
設備更新工事

山梨県甲府市 280日間
受変電設備工
事

富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2020/6/23 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

4010401005898 一般競争入札 有 72,369,000 67,100,000 92.72%

Ｒ１三郷排水機場建築
改修その他工事

埼玉県三郷市 217日間 建築工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
岩見　洋一

千葉県野田市宮崎134 2020/6/23 （株）ビッグルーフ
東京都文京区春日２－
１－６

6010001075522 一般競争入札 有 146,630,000 144,100,000 98.27%

Ｒ２大事沢砂防堰堤改
築工事

栃木県日光市 183日間 一般土木工事 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

2020/6/24 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

6060001008601 一般競争入札 有 142,351,000 140,360,000 98.60%

Ｒ２甘田入地区排水路
整備工事

茨城県稲敷市 229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 2020/6/24 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 195,052,000 187,770,000 96.27%

Ｒ１国道１８号坂城更
埴ＢＰ稲荷山地区改良
３工事

長野県千曲市 246日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
永江　浩一郎

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2020/6/25 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 268,719,000 245,850,000 91.49%

Ｒ１笛吹川右岸高田下
護岸工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

218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

2020/6/25 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

5090001000374 一般競争入札 有 153,131,000 138,380,000 90.37%

Ｒ２・３緑地管理その
１工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

644日間 造園工事 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

2020/6/25
（株）富士グリーン
テック

山梨県甲府市富竹３－
１－３

2090001000773 一般競争入札 有 78,540,000 77,880,000 99.16%

Ｒ１霞ヶ浦導水工事事
務所管内ネットワーク
設備更新工事

茨城県土浦市 127日間 通信設備工事
霞ヶ浦導水工事事務
所

霞ヶ浦導水工事事務
所長　矢作　智之

茨城県土浦市下高津2-
1-3

2020/6/25 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 27,830,000 27,500,000 98.81%

Ｒ１大春木床固群改築
工事

山梨県南巨摩郡早川町 218日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2020/6/25 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 223,311,000 206,580,000 92.51%

Ｒ２江戸川左岸稲荷木
地先高潮堤防整備他工
事

千葉県市川市 279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
岩見　洋一

千葉県野田市宮崎134 2020/6/25 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 241,010,000 221,650,000 91.97%

Ｒ１西湘海岸消波ブ
ロック設置その２工事

神奈川県中郡大磯町 182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

2020/6/26 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 271,458,000 247,500,000 91.17%

Ｒ２国道１号川崎市幸
区舗装工事

神奈川県川崎市 245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

2020/6/26 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 155,991,000 141,900,000 90.97%

Ｒ１国道１８号上田Ｂ
Ｐ蒼久保地区改良工事

長野県上田市 270日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
永江　浩一郎

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2020/6/29 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

8100001010352 一般競争入札 有 251,735,000 247,500,000 98.32%
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Ｒ１稲荷川第１２砂防
堰堤改築工事

栃木県日光市 210日間 一般土木工事 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

2020/6/29 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 299,013,000 289,190,000 96.71%

Ｒ２・３伊讃管内河川
維持管理工事

栃木県真岡市 640日間 維持修繕工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
工藤　美紀男

茨城県筑西市二木成
1753

2020/6/29 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

8060001003609 一般競争入札 有 264,715,000 244,200,000 92.25%

Ｒ１国道３５７号中瀬
歩道橋上部他工事

千葉県千葉市 248日間 鋼橋上部工事 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

2020/6/29
（株）三井Ｅ＆Ｓ鉄構
エンジニアリング

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１　ＷＢＧ
マリブイースト棟２９

8040001073133 一般競争入札 有 240,768,000 239,800,000 99.60%

Ｒ１利根川右岸栗橋北
地盤改良工事

埼玉県久喜市 238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

2020/6/29 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 274,274,000 255,200,000 93.05%

Ｒ１華厳上流管理用道
路外工事

栃木県日光市 191日間 一般土木工事 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

2020/6/30 榎本建設（株）
栃木県日光市松原町２
０－７

1060001008572 一般競争入札 有 151,195,000 145,200,000 96.03%

Ｒ１笛吹川右岸高田上
護岸工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

213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

2020/6/30 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

2090001005095 一般競争入札 有 147,312,000 133,650,000 90.73%

Ｒ２笛吹川右岸川中島
階段護岸工事

山梨県笛吹市 274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

2020/6/30 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

9090001001261 一般競争入札 有 133,672,000 125,840,000 94.14%

Ｒ１富士川左岸松岡外
護岸災害復旧工事

静岡県富士市 241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

2020/6/30 （株）石井組
静岡県富士市水戸島元
町４－１０

2080101008098 一般競争入札 有 122,034,000 116,600,000 95.55%

Ｒ２中部横断道富沢南
部改良保全工事

山梨県南巨摩郡南部町 274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

2020/6/30 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

5090001000374 一般競争入札 有 272,987,000 254,870,000 93.36%

Ｒ２・３緑地管理その
２工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県甲州市

639日間 造園工事 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

2020/6/30 （株）アセラ技建
山梨県甲府市蓬沢町１
１７１

5090001004342 一般競争入札 有 77,770,000 73,480,000 94.48%

Ｒ１西浦左岸他堤防補
修工事

茨城県石岡市 ～ 茨城
県小美玉市

213日間 維持修繕工事 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 2020/6/30 小桜建設（株）
茨城県石岡市半田１９
６１

7050001011621 一般競争入札 有 221,067,000 203,643,000 92.12%

Ｒ１西浦右岸他堤防補
修工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

213日間 維持修繕工事 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 2020/6/30 グンジ建設（株）
茨城県潮来市新宮１９
３７－１

2050001022284 一般競争入札 有 283,866,000 262,900,000 92.61%

Ｒ１国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良（そ
の１４）工事

東京都八王子市 213日間 一般土木工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
佐藤　重孝

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2020/6/30 成友興業（株）
東京都あきる野市草花
１１４１－１

5013101000994 一般競争入札 有 289,223,000 267,300,000 92.42%

Ｒ２川浦第５・６・
７・８・９帯工（１
期）工事

群馬県高崎市 268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 2020/6/30 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

4070001000237 一般競争入札 有 167,453,000 155,650,000 92.95%


