
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２９８号辻地
区自転車通行空間整備
その他工事

埼玉県さいたま市南区
～ 埼玉県川口市

147日間 維持修繕工事 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

2020/8/3 菊水建設（株）
東京都葛飾区青戸８－
２－１８

5180001092304 一般競争入札 有 188,210,000 188,100,000 99.94%

Ｒ２国道４号利根川橋
左岸護岸工事

茨城県古河市 301日間 一般土木工事 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

2020/8/3 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

1050001023936 一般競争入札 有 223,300,000 202,510,000 90.69%

Ｒ１霞ヶ浦導水那珂川
護岸整備工事

茨城県水戸市 219日間 一般土木工事
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

2020/8/3 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

1050001023936 一般競争入札 有 118,855,000 115,500,000 97.18%

Ｒ２昭和防災施設他設
置工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

179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　片山　壮二

東京都立川市緑町3173 2020/8/3 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 85,569,000 84,700,000 98.98%

Ｒ１岩淵水門ゲート設
備他修繕工事

東京都北区 207日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　早川　潤

東京都北区志茂5-41-1 2020/8/3
（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 225,676,000 215,600,000 95.54%

Ｒ２久慈川本米崎地区
堤防補強工事

茨城県那珂市 240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

2020/8/3 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

1050001023936 一般競争入札 有 260,128,000 234,630,000 90.20%

Ｒ１国道２０号松留地
区外舗装修繕工事

山梨県上野原市 ～ 山
梨県都留市

144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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/3 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

4090001008360 一般競争入札 有 139,612,000 124,300,000 89.03%

Ｒ１相武国道管内交通
安全施設整備その２工
事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

207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

2020/8/3 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 96,723,000 92,950,000 96.10%

Ｒ１武蔵遊具改修他工
事

埼玉県比企郡滑川町 178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　片山　壮二

東京都立川市緑町3173 2020/8/4 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

2010401025205 一般競争入札 有 84,403,000 80,520,000 95.40%

Ｒ１国道１７号新布橋
橋梁補修他工事

群馬県利根郡みなかみ
町

185日間 維持修繕工事 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 2020/8/4 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 193,402,000 173,800,000 89.86%

Ｒ１国道１８号長野東
ＢＰ標識設置工事

長野県長野市 178日間 維持修繕工事 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

2020/8/4
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６番地

6100001003556 一般競争入札 有 60,775,000 59,400,000 97.74%

Ｒ２新４号・５０号外
環境整備工事

茨城県古河市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

190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

2020/8/4 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 134,035,000 120,670,000 90.03%

Ｒ２圏央道花島高架橋
下部その２工事

茨城県常総市 308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

2020/8/5 高塚建設工業（株）
茨城県結城郡八千代町
大字若１７８９

5050001013495 一般競争入札 有 176,891,000 170,500,000 96.39%

Ｒ１上妻排水樋管ゲー
ト設備更新工事

茨城県下妻市 238日間 機械設備工事 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

2020/8/5 日東河川工業（株）
香川県高松市中央町３
－１３

5470001003297 一般競争入札 有 213,125,000 190,300,000 89.29%

Ｒ２国道１５号南大井
電線共同溝その２工事

東京都品川区 482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
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

2020/8/5 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 245,795,000 220,000,000 89.51%

Ｒ２国道３５７号東扇
島地区改良舗装工事

神奈川県川崎市川崎区 237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

2020/8/6 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 187,913,000 169,840,000 90.38%

Ｒ２国道１７号本庄道
路上里町地区外改良工
事

埼玉県児玉郡上里町 ～
群馬県高崎市

420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

2020/8/6 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 243,221,000 242,000,000 99.50%

Ｒ２粟倉地区改良（そ
の５）工事

山梨県南巨摩郡身延町 328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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/6 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

7090001011898 一般競争入札 有 440,836,000 405,900,000 92.08%

Ｒ１那珂川右岸小川下
流地先低水護岸災害復
旧工事

栃木県那須郡那須町 237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

2020/8/6 東洋建設（株）
東京都千代田区神田神
保町１－１０５

9120001077496 一般競争入札 有 951,973,000 872,520,000 91.65%

Ｒ１那珂川右岸小川上
流地先低水護岸災害復
旧工事

栃木県那須郡那珂川町 237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

2020/8/6 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 727,265,000 664,840,000 91.42%

Ｒ２那珂川野田地区河
道掘削工事

茨城県常陸大宮市 176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

2020/8/6 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

4050001026853 一般競争入札 有 125,422,000 110,000,000 87.70%

Ｒ１中川右岸大瀬地先
堤防整備工事

埼玉県八潮市 236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 2020/8/7 多田建設（株）
東京都江東区亀戸１－
３９－７

7010601004722 一般競争入札 有 335,599,000 312,400,000 93.09%

Ｒ２武智川下流床固群
工事

長野県諏訪郡富士見町 595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

2020/8/7 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１
－２２

1100001022395 一般競争入札 有 278,289,000 270,600,000 97.24%

Ｒ２国道２０号八王子
市高尾町電線共同溝そ
の４工事

東京都八王子市 327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

2020/8/7 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 174,295,000 172,700,000 99.08%

Ｒ１国道１３９号鳴沢
地区外舗装修繕工事

山梨県南都留郡鳴沢村
～ 山梨県南都留郡富士
河口湖町

140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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/7 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 133,507,000 118,800,000 88.98%

Ｒ２薗原ダム法面整備
工事

群馬県沼田市 236日間 一般土木工事
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

2020/8/7 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

1070001023109 一般競争入札 有 79,959,000 79,200,000 99.05%

Ｒ２洞ヶ沢第二砂防堰
堤改築工事

長野県諏訪郡富士見町 226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

2020/8/11 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

4100001014101 一般競争入札 有 135,124,000 132,000,000 97.69%

Ｒ２江戸川右岸新和地
先堤防整備工事

埼玉県三郷市 199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 2020/8/11 大勝建設（株）
大阪府大阪市生野区中
川西１－８－４

3120001018002 一般競争入札 有 164,351,000 150,150,000 91.36%

Ｒ１北利根川左岸前川
排水施設耐水化工事

茨城県潮来市 170日間 建築工事 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 2020/8/11 （株）二輝建設
茨城県潮来市日の出４
－８－１２

6050001021555 一般競争入札 有 21,769,000 20,900,000 96.01%
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Ｒ１国道２０号白州地
区外舗装修繕工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県甲府市

136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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/11 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

6090001002675 一般競争入札 有 162,107,000 146,300,000 90.25%

Ｒ１中部横断道中野地
区舗装（その２）工事

山梨県南巨摩郡南部町 135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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/12 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

6090001002675 一般競争入札 有 119,383,000 112,750,000 94.44%

Ｒ２圏央道花島高架橋
下部その１工事

茨城県常総市 324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

2020/8/12
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

2050001009637 一般競争入札 有 184,140,000 170,500,000 92.59%

Ｒ１国道５１号山之作
地区外改良他その３工
事

千葉県成田市 ～ 千葉
県四街道市

225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

2020/8/13 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 280,489,000 252,835,000 90.14%

Ｒ２外郭放水路調圧水
槽照明設備更新工事

埼玉県春日部市 218日間 電気設備工事 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 2020/8/13
（株）イートラスト埼
玉

埼玉県行田市栄町８－
１２

2030001086736 一般競争入札 有 36,179,000 33,863,500 93.60%

Ｒ１国道５２号波木井
地区外舗装修繕工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

133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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/14 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 136,015,000 120,670,000 88.72%

Ｒ２矢板出張所電源設
備工事

栃木県矢板市 221日間
受変電設備工
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

2020/8/17
（株）イートラスト埼
玉

埼玉県行田市栄町８－
１２

2030001086736 一般競争入札 有 84,733,000 81,070,000 95.68%

Ｒ２谷沢川第五砂防堰
堤外工事

群馬県吾妻郡草津町 154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 2020/8/17 美才治・清水（共）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－９
７

- 一般競争入札 有 89,232,000 88,000,000 98.62%

Ｒ２国道６号千代田石
岡ＢＰ市川地区改良工
事

茨城県かすみがうら市
～ 茨城県石岡市

226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

2020/8/17 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

2050001028199 一般競争入札 有 304,546,000 286,000,000 93.91%

Ｒ１霞ヶ浦導水高浜地
区基盤整備工事

茨城県石岡市 153日間 一般土木工事
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

2020/8/18 （株）折本工業
茨城県土浦市港町１－
１－７

2050001009018 一般競争入札 有 71,467,000 68,200,000 95.43%

Ｒ１久慈川留町地区外
堤防盛土工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県那珂郡東海村

225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

2020/8/18 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
‐６‐７

6050001023147 一般競争入札 有 291,819,000 277,420,000 95.07%

Ｒ１利根川下流管内Ｃ
ＣＴＶ設備設置工事

千葉県銚子市 219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

2020/8/18 （株）ケーネス
東京都港区芝公園２－
６－３

8010401009458 公募型指名競争入札 有 63,272,000 57,530,000 90.92%

Ｒ１荒川上流管内危機
管理型水位計設置工事

埼玉県朝霞市 163日間 通信設備工事 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

2020/8/19 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

7010001022589 一般競争入札 有 30,712,000 29,700,000 96.70%

Ｒ２国道１５号銀座共
同溝附帯設備更新工事

東京都中央区 191日間 電気設備工事 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

2020/8/19 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 208,373,000 198,000,000 95.02%

Ｒ２国道４号大原間南
横断歩道橋下部工事

栃木県那須塩原市 224日間 一般土木工事 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

2020/8/19 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 82,082,000 81,950,000 99.84%

Ｒ２国道２０号下諏訪
岡谷ＢＰ長地地区外改
良工事

長野県岡谷市 ～ 長野
県茅野市

219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

2020/8/19 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 294,019,000 277,200,000 94.28%

Ｒ２白河内工事用道路
法面対策工事

山梨県南巨摩郡早川町 218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

2020/8/19 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 160,138,000 145,860,000 91.08%

Ｒ１多摩川管内土砂改
良他工事

東京都府中市 ～ 東京
都国立市

223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

2020/8/20 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

2012801001215 一般競争入札 有 239,492,000 216,700,000 90.48%

Ｒ２鬼怒川左岸二本紀
築堤工事

茨城県下妻市 217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

2020/8/20 正栄工業（株）
茨城県常総市水海道山
田町４７３３

6050001029417 一般競争入札 有 174,746,000 157,080,000 89.89%

Ｒ１国道３５７号江戸
川左岸高架橋（下り）
床版架替他その２工事

千葉県市川市 206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

2020/8/20
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 293,612,000 264,770,000 90.18%

Ｒ２国道１６号小室橋
橋梁補修工事

千葉県船橋市 206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

2020/8/20
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 306,009,000 291,500,000 95.26%

Ｒ２利根川左岸古河中
田築堤工事

茨城県古河市 223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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/8/20 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

6050001018725 通常型指名競争入札 有 415,041,000 375,650,000 90.51%

Ｒ２那珂川城東地区外
堤防盛土工事

茨城県水戸市 223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

2020/8/20 （株）杉原建設
茨城県稲敷郡阿見町阿
見４６６６－３０８４

1050001009968 一般競争入札 有 254,408,000 242,000,000 95.12%

Ｒ１久慈川左岸家和楽
築堤護岸工事

茨城県常陸大宮市 161日間 一般土木工事
久慈川緊急治水対策
河川事務所

久慈川緊急治水対策
河川事務所長　石川
武彦

茨城県常陸太田市木崎
一町700-1

2020/8/21 （株）要建設
茨城県水戸市白梅１－
２－３６

9050001002370 一般競争入札 有 86,537,000 77,242,000 89.26%

Ｒ１下館管内簡易型監
視カメラ他設置工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県真岡市

161日間 通信設備工事 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

2020/8/21 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

7010001022589 一般競争入札 有 75,702,000 73,150,000 96.63%

Ｒ１久慈川左岸北田気
築堤護岸工事

茨城県久慈郡大子町 161日間 一般土木工事
久慈川緊急治水対策
河川事務所

久慈川緊急治水対策
河川事務所長　石川
武彦

茨城県常陸太田市木崎
一町700-1

2020/8/21 （株）大藤組
茨城県久慈郡大子町小
生瀬４０５３－２

2050001026921 一般競争入札 有 90,112,000 89,540,000 99.37%

Ｒ２鬼怒川右岸片角中
流築堤工事

茨城県結城郡八千代町 216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

2020/8/21 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市
絹の台２－２－３

7050001028252 一般競争入札 有 177,012,000 162,030,000 91.54%

Ｒ１富士川ＣＣＴＶ設
備更新工事

山梨県甲府市 161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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/21 エフコム（株）
東京都港区芝２－２８
－８

6010401005112 一般競争入札 有 81,785,000 73,590,000 89.98%

Ｒ１笛吹川管内根固め
ブロック製作その他工
事

山梨県笛吹市 ～ 山梨
県山梨市

158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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/24 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

8090001009058 通常型指名競争入札 有 116,116,000 105,600,000 90.94%
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Ｒ２中部横断道交通安
全施設他設置工事

長野県佐久市 219日間 維持修繕工事 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

2020/8/24
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６番地

6100001003556 一般競争入札 有 251,009,000 228,800,000 91.15%

Ｒ１矢切排水機場ポン
プ設備修繕工事

千葉県松戸市 213日間 機械設備工事 首都国道事務所
首都国道事務所長
小林　達徳

千葉県松戸市竹ヶ花86 2020/8/24
（株）電業社機械製作
所

東京都大田区大森北１
－５－１

8010801007581 一般競争入札 有 35,585,000 34,100,000 95.83%

神奈川障害者職業能力
開発校管理棟他（２
０）建築改修その他工

神奈川県相模原市南区 219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

2020/8/24 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区
名駅１－１－４　ＪＲ
セントラルタワーズ３

1180001027354 一般競争入札 有 353,320,000 328,900,000 93.09%

Ｒ２利根川新橋外耐震
補強工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城
県古河市

213日間 維持修繕工事 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

2020/8/24
（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 188,463,000 187,000,000 99.22%

Ｒ１北千葉導水路布佐
シールド区間外補修工
事

千葉県我孫子市 ～ 千
葉県印西市

169日間 維持修繕工事
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

2020/8/24 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

5040001043576 一般競争入札 有 140,701,000 129,547,000 92.07%

Ｒ１下今井根固めブ
ロック製作その他工事

山梨県甲斐市 157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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/25 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－
１５－５

3090001000772 通常型指名競争入札 有 159,423,000 149,820,000 93.98%

Ｒ２甲府・峡南出張所
管内交通安全対策工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

218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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/25 丸浜舗道（株）
山梨県甲府市東光寺１
－７－８

4090001002066 一般競争入札 有 164,076,000 156,178,000 95.19%

Ｒ２鬼怒川右岸山王中
流築堤工事

茨城県結城市 212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

2020/8/25 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 175,505,000 165,000,000 94.01%

Ｒ２浅川右岸北野町低
水護岸工事

東京都八王子市 212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

2020/8/25 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

2012801001215 一般競争入札 有 115,566,000 107,800,000 93.28%

総務省第二庁舎４号庁
舎（２０）建築改修そ
の他工事

東京都新宿区 202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　山本　英史

東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2020/8/25
（株）シミズ・ビルラ
イフケア

東京都中央区京橋２－
１０－２

2010001143282 一般競争入札 有 158,094,860 152,897,740 96.71%

Ｒ２横浜国道事務所管
内改築区間改良その２
工事

神奈川県横浜市栄区 ～
神奈川県横浜市戸塚区

218日間 一般土木工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/8/25 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

9020001007356 通常型指名競争入札 有 199,067,000 182,050,000 91.45%

Ｒ１西湘海岸消波ブ
ロック設置その３工事

神奈川県中郡大磯町 121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

2020/8/26 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

9020001021167 一般競争入札 有 143,946,000 138,490,000 96.21%

Ｒ１江戸川管内無線ア
クセス設備他更新工事

千葉県野田市 205日間 通信設備工事 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 2020/8/26 （株）中松商会
東京都千代田区内神田
二丁目３番４号Ｓ‐Ｇ
ＡＴＥ大手町北

4010001025041 一般競争入札 有 98,296,000 88,000,000 89.53%

Ｒ１国道１８号長野市
青木島町綱島地区舗装
修繕工事

長野県長野市 205日間
アスファルト
舗装工事

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

2020/8/26 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 191,037,000 172,040,000 90.06%

Ｒ２利根川左岸麦倉堤
防整備工事

埼玉県加須市 217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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/8/26 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 通常型指名競争入札 有 414,876,000 376,365,000 90.72%

Ｒ１思川友沼河道掘削
工事

栃木県下都賀郡野木町 184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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/8/26 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 198,957,000 178,981,000 89.96%

Ｒ２圏央道鬼怒川橋下
部工事

茨城県常総市 673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

2020/8/26 （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 1,843,897,000 1,704,450,000 92.44%

Ｒ２国道１７号渋川西
ＢＰ金井地区改良その
１２工事

群馬県渋川市 185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 2020/8/26 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

4070001000237 通常型指名競争入札 有 187,594,000 169,400,000 90.30%

Ｒ２利根川大越河道掘
削工事

埼玉県加須市 198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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/8/26 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 339,449,000 306,163,000 90.19%

Ｒ１増穂根固めブロッ
ク製作その他工事

山梨県南巨摩郡富士川
町 ～ 山梨県南アルプ
ス市

156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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/26 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

2090001005095 通常型指名競争入札 有 150,403,000 139,700,000 92.88%

Ｒ２利根川左岸栄西堤
防整備工事

埼玉県加須市 217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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/8/26 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 通常型指名競争入札 有 404,338,000 366,190,000 90.57%

Ｒ２利根川柴町河道掘
削工事

群馬県伊勢崎市 184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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/8/26 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 231,363,000 208,208,000 89.99%

Ｒ２甲府・峡南国道出
張所管内緑地管理工事

山梨県甲府市 184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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/26
（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 35,299,000 35,200,000 99.72%

Ｒ２鬼怒川下流部河道
掘削工事

茨城県常総市 212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

2020/8/26 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 321,112,000 294,140,000 91.60%

Ｒ２国道１２７号館富
外ラジオ再放送設備更
新工事

千葉県南房総市 184日間 通信設備工事 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

2020/8/26 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 96,877,000 94,380,000 97.42%

Ｒ２横浜国道事務所管
内改築区間改良その３
工事

神奈川県横浜市戸塚区 217日間 一般土木工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/8/26 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 196,559,000 179,300,000 91.22%

Ｒ２空谷砂防堰堤改築
工事

長野県諏訪郡富士見町
～ 山梨県北杜市

391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

2020/8/26 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 268,675,000 264,000,000 98.26%

Ｒ２圏央道小貝川橋下
部工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

673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

2020/8/26 前田建設工業（株）
東京都千代田区富士見
２－１０－２

4010001008789 一般競争入札 有 1,596,848,000 1,472,900,000 92.24%

Ｒ２鬼怒川下流部河道
掘削その２工事

茨城県結城郡八千代町 211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

2020/8/27 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 370,821,000 335,940,000 90.59%
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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
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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１８号長野市
青木島町大塚地区舗装
修繕工事

長野県長野市 204日間
アスファルト
舗装工事

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

2020/8/27
ワールド開発工業
（株）

長野県長野市若穂綿内
７４８４

5100001003730 一般競争入札 有 190,344,000 190,300,000 99.98%

Ｒ２横浜国道事務所管
内改築区間改良その１
工事

神奈川県横浜市戸塚区 216日間 一般土木工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/8/27 大野建設（株）
神奈川県愛甲郡愛川町
中津４０７１－１

7021001020722 通常型指名競争入札 有 199,232,000 180,070,000 90.38%

Ｒ２国道１７号渋川西
ＢＰ金井地区改良その
１０工事

群馬県渋川市 200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 2020/8/27 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 通常型指名競争入札 有 210,485,000 191,400,000 90.93%

Ｒ２国道１７号渋川西
ＢＰ金井地区改良その
１１工事

群馬県渋川市 211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 2020/8/27 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 通常型指名競争入札 有 176,473,000 158,950,000 90.07%

Ｒ１荒川上流管内簡易
型河川監視カメラ設置
工事

埼玉県和光市 155日間 通信設備工事 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

2020/8/27 （株）ミライト
東京都江東区豊洲５－
６－３６

2010601040251 一般競争入札 有 78,441,000 71,808,000 91.54%

Ｒ２千葉国道管内道路
照明灯更新工事

千葉県千葉市 183日間 電気設備工事 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

2020/8/27 （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 113,839,000 102,520,000 90.06%

Ｒ２国道１７号源之城
跨線橋外舗装修繕工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県みどり市

183日間
アスファルト
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 2020/8/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 152,020,000 141,240,000 92.91%

Ｒ２大月・大和・富士
吉田国道出張所管内緑
地管理工事

山梨県甲府市 183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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/8/27 （株）帯金造園
山梨県甲府市池田２－
１１－１２

3090001000401 一般競争入札 有 35,387,000 35,200,000 99.47%

Ｒ１国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良その
１５工事

東京都八王子市 155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

2020/8/27 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 245,366,000 235,400,000 95.94%

Ｒ２国道１６号大青田
地区（その４）電線共
同溝工事

千葉県柏市 215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

2020/8/28 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 214,940,000 204,050,000 94.93%

Ｒ１鶴見川左岸元宮二
丁目耐震堤防工事

神奈川県横浜市鶴見区 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

2020/8/28 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 326,777,000 300,080,000 91.83%

Ｒ１国道５１号鉾田市
上釜地区外舗装工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城
県東茨城郡大洗町

182日間
アスファルト
舗装工事

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

2020/8/28 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 291,203,000 262,458,900 90.13%

Ｒ２国道１６号大青田
地区（その５）電線共
同溝工事

千葉県柏市 210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

2020/8/31 日瀝道路（株）
東京都千代田区九段北
４－３－２９

7010001025591 一般競争入札 有 217,239,000 203,280,000 93.57%

Ｒ２薗原ダム放流設備
修繕工事

群馬県沼田市 179日間 機械設備工事
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

2020/8/31
（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 164,505,000 158,400,000 96.29%

Ｒ１荒川下流墨田地区
浚渫工事

東京都墨田区 165日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　早川　潤

東京都北区志茂5-41-1 2020/8/31 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

6290801012011 通常型指名競争入札 有 435,270,000 399,949,000 91.89%

関東農政局浦和分室庁
舎（２０）構内整備工
事

埼玉県さいたま市 195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　山本　英史

東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2020/8/31 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 89,826,000 81,510,000 90.74%

会計検査院安中研修所
（２０）電気設備改修
工事

群馬県安中市 196日間 電気設備工事 長野営繕事務所
長野営繕事務所長
大谷　信広

長野県長野市旭町1108
長野第2合同庁舎4階

2020/8/31 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町
２８５

9070001008531 一般競争入札 有 59,444,000 50,050,000 84.20%

Ｒ２多摩川中流維持管
理工事

東京都府中市 ～ 神奈
川県川崎市多摩区

212日間 維持修繕工事 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

2020/8/31 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 75,922,000 67,650,000 89.10%

Ｒ１湘南出張所・小田
原出張所管内橋梁補修
他工事

神奈川県足柄下郡箱根
町 ～ 神奈川県中郡二
宮町

179日間 維持修繕工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/8/31 横浜化工建設（株）
神奈川県横浜市港北区
北新横浜２－５－１１
コーマビル

9020001023436 一般競争入札 有 123,420,000 112,200,000 90.91%

Ｒ２鬼怒川伊讃管内河
道整備工事

茨城県結城郡八千代町 207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

2020/8/31 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 427,119,000 389,950,000 91.30%

Ｒ１荒川下流右岸岩淵
水門浚渫工事

東京都北区 151日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　早川　潤

東京都北区志茂5-41-1 2020/8/31 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３
－７－１

3011101055078 通常型指名競争入札 有 367,510,000 336,930,000 91.68%

Ｒ１荒川下流左岸芝川
水門外浚渫工事

埼玉県川口市 151日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　早川　潤

東京都北区志茂5-41-1 2020/8/31 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

9030001065667 通常型指名競争入札 有 354,376,000 330,220,000 93.18%

Ｒ１荒川下流左岸戸田
地区外浚渫工事

埼玉県戸田市 ～ 東京
都板橋区

151日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　早川　潤

東京都北区志茂5-41-1 2020/8/31 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 通常型指名競争入札 有 346,984,000 327,800,000 94.47%


