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Ｒ１荒川下流堀切地区
浚渫工事

東京都葛飾区 167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 2020/9/1 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和
区岸町５－７－１１

3030001010785 通常型指名競争入札 有 441,122,000 407,110,000 92.29%

Ｒ２国道１７号綾戸Ｂ
Ｐ綾戸第１橋梁下部そ
の１工事

群馬県渋川市 455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 2020/9/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 160,490,000 149,600,000 93.21%

Ｒ２中部横断道身延地
区改良保全（その３）
工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

332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

2020/9/1 （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 386,683,000 349,800,000 90.46%

Ｒ２高崎管内ＣＣＴＶ
設備他防災対策その１
工事

群馬県安中市 208日間
受変電設備工
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 2020/9/2 門倉テクノ（株）
群馬県前橋市上小出町
３－１－５

9070001004654 公募型指名競争入札 有 164,516,000 148,500,000 90.26%

Ｒ１国道１６号・２０
号相武国道管内気象観
測設備他更新工事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

205日間 通信設備工事 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

2020/9/2 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 149,215,000 146,300,000 98.05%

Ｒ２昭和放送設備他更
新工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

177日間 通信設備工事
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 2020/9/2
東京システム特機
（株）

東京都千代田区飯田橋
４－５－１１　パール
飯田橋ビル１階

8010001034204 一般競争入札 有 50,644,000 49,500,000 97.74%

Ｒ２国道５０号新川島
橋上部その１工事

茨城県筑西市 568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
井上　啓

栃木県宇都宮市平松町
504

2020/9/3
日本ファブテック
（株）

茨城県取手市下高井１
０２０番地

8010401020704 一般競争入札 有 948,178,000 864,490,000 91.17%

Ｒ１荒川右岸古谷上背
割堤築堤（その２）工
事

埼玉県川越市 176日間 一般土木工事
荒川調節池工事事務
所

荒川調節池工事事務
所長　武藤　健治

埼玉県さいたま市桜区
田島8-17-1

2020/9/3
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

7030001032553 一般競争入札 有 223,036,000 200,860,000 90.06%

Ｒ１富士川砂防管内Ｃ
ＣＴＶ設備更新他工事

山梨県南巨摩郡早川町 148日間 通信設備工事 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

2020/9/3 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１
－５－４６

8100001012621 一般競争入札 有 77,352,000 77,000,000 99.54%

Ｒ２利根川上流警報装
置改修工事

埼玉県加須市 ～ 栃木
県栃木市

204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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/9/3 （株）マルツ電波
福井県福井市豊島２－
６－７

8210001003972 一般競争入札 有 89,287,000 89,100,000 99.79%

Ｒ２五十里・川治管内
放流警報設備改修工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県塩谷郡塩谷町

193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

2020/9/3 （株）有電社
東京都新宿区西新宿７
－７－３０

1011001023797 一般競争入札 有 99,231,000 99,000,000 99.77%

Ｒ２八斗島管内樹木伐
採工事

埼玉県本庄市 ～ 群馬
県佐波郡玉村町

178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

2020/9/3 岩崎工業（株）
群馬県太田市下小林町
６２－１

5070001018732 一般競争入札 有 252,582,000 230,450,000 91.24%

農林水産研修所つくば
館水戸ほ場（２０）新
営その他工事

茨城県水戸市 193日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
宇都宮営繕事務所長
安齊　真吾

栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2020/9/3 （株）羽原工務店
茨城県龍ヶ崎市川原代
町３９７５

3050001025344 一般競争入札 有 409,200,000 404,800,000 98.92%

Ｒ２矢板出張所管内護
岸・法面復旧工事

栃木県矢板市 203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

2020/9/3 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 公募型指名競争入札 有 107,085,000 96,360,000 89.98%

Ｒ２荒川下流右岸小松
川地区他低水護岸災害
復旧工事

東京都江戸川区 ～ 東
京都墨田区

209日間 一般土木工事 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 2020/9/3
ＳＭＣシビルテクノス
（株）

東京都中央区新川１－
１６－３

8011101051527 一般競争入札 有 399,091,000 363,220,000 91.01%

Ｒ１高崎管内路側放送
設備設置工事

群馬県安中市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

203日間 通信設備工事 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 2020/9/4 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－
５３－５４

1110001022452 公募型指名競争入札 有 89,276,000 88,638,000 99.29%

Ｒ２圏央道多古地区改
良その１３工事

千葉県香取郡多古町 ～
千葉県山武郡芝山町

472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

2020/9/4 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 111,375,000 99,770,000 89.58%

Ｒ２国道５１号潮来Ｂ
Ｐ延方西地区改良工事

茨城県潮来市 208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

2020/9/4 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０
８－８

7050001038350 通常型指名競争入札 有 218,196,000 200,200,000 91.75%

Ｒ１下久保地区集水井
（Ｇ－１）外工事

群馬県藤岡市 202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 2020/9/4 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

2070001012473 一般競争入札 有 120,681,000 115,500,000 95.71%

Ｒ１利根川上流情報提
供設備構築工事

埼玉県久喜市 147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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/9/4
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 34,177,000 30,690,000 89.80%

Ｒ１国道１７号新柳瀬
橋外舗装修繕工事

群馬県高崎市 175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 2020/9/4 大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８
－１７－１

4010001034835 一般競争入札 有 193,248,000 173,910,000 89.99%

Ｒ２佐野管内右岸維持
管理工事

栃木県栃木市 ～ 群馬
県館林市

208日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2020/9/4 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

5060001020805 公募型指名競争入札 有 107,756,000 99,000,000 91.87%

Ｒ２横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ外下部工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横浜市

514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

2020/9/4 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 442,530,000 428,560,000 96.84%

Ｒ１渡良瀬川管内遠方
監視設備設置工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県佐野市

206日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2020/9/4 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 公募型指名競争入札 有 138,787,000 136,400,000 98.28%

Ｒ２横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ　Ｃランプ２号橋
上部工事

神奈川県横浜市 511日間 鋼橋上部工事 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

2020/9/7
ＪＦＥエンジニアリン
グ（株）

神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

8010001008843 一般競争入札 有 1,093,169,000 994,400,000 90.96%

Ｒ１大宮国道管内道路
情報表示設備他整備工
事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県さいたま市

193日間 通信設備工事 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

2020/9/7 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

4030001036755 一般競争入札 有 177,914,000 171,600,000 96.45%

Ｒ１荒川下流右岸河原
町地区上流低水護岸災
害復旧工事

埼玉県川口市 205日間 一般土木工事 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 2020/9/7 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和
区岸町５－７－１１

3030001010785 一般競争入札 有 424,072,000 391,600,000 92.34%

Ｒ１荒川下流右岸河原
町地区下流低水護岸災
害復旧工事

埼玉県川口市 205日間 一般土木工事 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 2020/9/7 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 414,051,000 383,460,000 92.61%

Ｒ２霞ヶ浦河川事務所
無停電電源装置更新工
事

茨城県潮来市 200日間
受変電設備工
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 2020/9/7 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－
１８－１０

3010401017845 一般競争入札 有 77,737,000 71,500,000 91.98%
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Ｒ２小貝川右岸樋橋地
区外整備工事

茨城県下妻市 200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

2020/9/7 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 154,627,000 141,900,000 91.77%

Ｒ１船橋管内交通安全
対策工事

千葉県千葉市 174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

2020/9/7 （株）シーテック
千葉県成田市駒井野字
新堀１７０６－１

9040001044711 一般競争入札 有 185,108,000 183,700,000 99.24%

Ｒ１西島排水樋管外開
閉装置更新他工事

山梨県南巨摩郡身延町 144日間 機械設備工事 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

2020/9/7 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 93,203,000 91,740,000 98.43%

Ｒ２花輪３号帯工（左
岸）工事

群馬県みどり市 192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　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2020/9/8 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３番地

8070001016056 公募型指名競争入札 有 184,129,000 166,100,000 90.21%

Ｒ１小田原出張所管内
舗装修繕他工事

神奈川県小田原市 ～
神奈川県足柄下郡箱根
町

171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
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/9/8 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 221,298,000 198,000,000 89.47%

Ｒ１圏央道神崎地区地
盤改良工事

千葉県香取郡神崎町 142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

2020/9/9 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 218,559,000 200,750,000 91.85%

Ｒ１国道４号東埼玉道
路松伏春日部地区改良
その３工事

埼玉県春日部市 191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

2020/9/9 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区天沼町１－４７６－
２

5030001000537 通常型指名競争入札 有 282,194,000 275,000,000 97.45%

横浜公共職安（２０）
構内整備工事

神奈川県横浜市 537日間 建築工事 関東地方整備局
関東地方整備局長
土井　弘次

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2020/9/9 （株）シマ
大阪府大阪市浪速区難
波中１－１３－８

3120001001940 一般競争入札 有 459,140,000 445,500,000 97.03%

Ｒ２荒川下流新芝川排
水機場耐水化外工事

埼玉県川口市 203日間 一般土木工事 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 2020/9/9
カジマ・リノベイト
（株）

東京都新宿区住吉町１
－２０

5011101004594 一般競争入札 有 212,751,000 205,700,000 96.69%

Ｒ２二又上流砂防堰堤
改築工事

群馬県沼田市 197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 2020/9/9 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村大
字須賀川７－１

3070001023148 一般競争入札 有 94,237,000 90,200,000 95.72%

Ｒ２東関道小泉高架橋
下部その１工事

茨城県潮来市 323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

2020/9/10 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

1010001008742 一般競争入札 有 232,628,000 211,750,000 91.03%

Ｒ１羽衣・伊勢佐木地
下駐車場設備修繕工事

神奈川県横浜市 202日間 機械設備工事 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

2020/9/10 日本コンベヤ（株）
東京都千代田区鍛冶町
１－７－７

1122001015773 一般競争入札 有 95,238,000 84,700,000 88.94%

Ｒ１栢ヶ舞下流地区ア
ンカー工事

群馬県藤岡市 196日間 法面処理工事
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 2020/9/10 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

9070001001420 一般競争入札 有 194,227,000 178,530,000 91.92%

Ｒ２国道５１号東金山
橋下部他その１工事

千葉県成田市 263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

2020/9/10 （株）市原組
千葉県千葉市美浜区幕
張西３－１－１５

9040001009350 公募型指名競争入札 有 213,818,000 198,000,000 92.60%

Ｒ２東関道小泉南地区
改良他工事

茨城県潮来市 202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

2020/9/10 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松
原通３－６９

4170001000086 通常型指名競争入札 有 202,378,000 184,800,000 91.31%

Ｒ２国道５１号潮来Ｂ
Ｐ小泉南地区改良工事

茨城県潮来市 202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

2020/9/10 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 通常型指名競争入札 有 256,938,000 233,948,000 91.05%

Ｒ１国道４号東埼玉道
路松伏春日部地区改良
その２工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 190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

2020/9/10 （株）冨士工
東京都品川区東五反田
１－２２－１

2010701017769 通常型指名競争入札 有 296,241,000 268,070,000 90.49%

Ｒ２東関道小泉高架橋
下部その２工事

茨城県潮来市 323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

2020/9/10 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１
６２５－２

6490001003781 一般競争入札 有 276,265,000 257,400,000 93.17%

Ｒ２国道２０号新宿御
苑トンネル外非常用発
電設備他更新工事

東京都新宿区 ～ 東京
都中央区

508日間
受変電設備工
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

2020/9/10 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－
６－２

2010401007649 一般競争入札 有 209,462,000 195,800,000 93.48%

Ｒ２粟倉地区改良（そ
の６）工事

山梨県南巨摩郡身延町 293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

2020/9/10 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

9090001001261 一般競争入札 有 438,955,000 404,250,000 92.09%

Ｒ２国道３５７号環状
八号ＢＰ羽田空港トン
ネル照明設備更新工事

東京都大田区 536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

2020/9/10 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 249,029,000 234,300,000 94.09%

Ｒ１横浜国道事務所管
内トンネル照明設備他
更新工事

神奈川県足柄下郡箱根
町 ～ 神奈川県横浜市

197日間 電気設備工事 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

2020/9/10 住友電設（株）
大阪府大阪市西区阿波
座２－１－４

7120001044515 一般競争入札 有 265,078,000 245,300,000 92.54%

Ｒ１花輪４号帯工（右
岸）工事

群馬県みどり市 141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　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2020/9/10 （株）新井土木
群馬県みどり市東町荻
原１４０

6070001015571 公募型指名競争入札 有 98,175,000 88,550,000 90.20%

Ｒ１関東地整道路交通
情報通信システム更新
工事

埼玉県さいたま市 197日間 通信設備工事 関東地方整備局
関東地方整備局長
土井　弘次

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2020/9/10 沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１
０－１６

7010401006126 一般競争入札 有 294,910,000 291,500,000 98.84%

Ｒ２横浜湘南道路藤沢
地区改良その２工事

神奈川県藤沢市 202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

2020/9/10 人の森（株）
神奈川県海老名市中新
田１７６２

5021001026853 一般競争入札 有 211,079,000 207,350,000 98.23%

Ｒ２上里地区外交通安
全対策工事

埼玉県児玉郡上里町 ～
埼玉県熊谷市

197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

2020/9/10 大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８
－１７－１

4010001034835 公募型指名競争入札 有 133,980,000 126,610,000 94.50%

Ｒ１利根川上流管内予
備発電設備他改修工事

群馬県伊勢崎市 ～ 栃
木県栃木市

196日間
受変電設備工
事

利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/9/11
（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 144,925,000 136,158,000 93.95%

Ｒ２鬼怒川左岸関本上
中流築堤工事

茨城県筑西市 196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

2020/9/11
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 185,537,000 167,750,000 90.41%

Ｒ１利根川右岸新川通
堤防天端整備他工事

埼玉県加須市 201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

2020/9/11 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

7030001084693 通常型指名競争入札 有 281,776,000 256,135,000 90.90%
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Ｒ２大宮国道管内電線
共同溝補修工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県さいたま市

195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

2020/9/11 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 167,596,000 149,600,000 89.26%

Ｒ２鶴見川左岸栄町通
四丁目耐震堤防工事

神奈川県横浜市 196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

2020/9/11 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

4120001077567 一般競争入札 有 348,854,000 318,120,000 91.19%

Ｒ１厚木出張所管内ト
ンネル照明設備他更新
工事

神奈川県足柄上郡山北
町 ～ 神奈川県大和市

196日間 電気設備工事 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

2020/9/11 三沢電機（株）
神奈川県横浜市西区戸
部町４－１５８

3020001016098 一般競争入札 有 289,245,000 278,300,000 96.22%

Ｒ１多摩川中流河道整
正工事

東京都府中市 ～ 神奈
川県川崎市

142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

2020/9/11 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 246,411,000 226,050,000 91.74%

Ｒ２国道５１号東金山
橋下部その２工事

千葉県成田市 262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

2020/9/11 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 公募型指名競争入札 有 233,035,000 214,170,000 91.90%

Ｒ２二瀬ダム土砂搬出
災害復旧（その１）工
事

埼玉県秩父市 201日間 一般土木工事 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

2020/9/11 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

3030001090745 公募型指名競争入札 有 272,668,000 248,270,000 91.05%

Ｒ２二瀬ダム土砂搬出
災害復旧（その２）工
事

埼玉県秩父市 201日間 一般土木工事 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

2020/9/11 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

3030001090745 公募型指名競争入札 有 437,580,000 400,180,000 91.45%

Ｒ１湘南出張所管内舗
装修繕他工事

神奈川県平塚市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

165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
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/9/14 大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８
－１７－１

4010001034835 一般競争入札 有 239,129,000 214,500,000 89.70%

Ｒ２高崎管内ＣＣＴＶ
設備他防災対策その２
工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

196日間
受変電設備工
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 2020/9/14
ＪＥＳＣＯＳＵＧＡＹ
Ａ（株）

群馬県渋川市吹屋６５
６－３４

7070001001736 公募型指名競争入札 有 159,192,000 149,380,000 93.84%

Ｒ２東京国道管内標識
設置ほか工事

東京都特別区 198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

2020/9/14 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 158,477,000 149,600,000 94.40%

Ｒ１金沢国道出張所管
内橋梁補修他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横浜市

165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

2020/9/14
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 257,587,000 237,600,000 92.24%

Ｒ１多摩川左岸猪方築
堤工事

東京都狛江市 137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

2020/9/14 巴山建設（株）
東京都調布市多摩川２
－２５－１

6012401008251 公募型指名競争入札 有 166,320,000 160,600,000 96.56%

Ｒ２神奈川・金沢国道
出張所管内交通安全対
策他工事

神奈川県横浜市 198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

2020/9/14 （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 253,990,000 236,500,000 93.11%

さいたま新都心合同２
号館（２０）建築改修
その他工事

埼玉県さいたま市 163日間 建築工事 関東地方整備局
関東地方整備局長
土井　弘次

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2020/9/14
（株）イズミ・コンス
トラクション

東京都中央区日本橋堀
留町２－３－８

6010001036953 一般競争入札 有 99,066,000 95,700,000 96.60%

Ｒ１利根川右岸大越樋
ノ口堤防天端整備他工
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

2020/9/14 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

4030001086536 通常型指名競争入札 有 221,078,000 213,400,000 96.53%

Ｒ２国道３５７号京浜
島地区共同溝補強その
７工事

東京都大田区 410日間 一般土木工事 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

2020/9/14 宮内建設（株）
神奈川県横浜市緑区鴨
居４－６３－５

8020001002481 一般競争入札 有 212,311,000 202,180,000 95.23%

Ｒ１厚木出張所管内舗
装修繕他工事

神奈川県座間市 ～ 神
奈川県厚木市

165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
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/9/14 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 288,882,000 259,710,000 89.90%

Ｒ１利根川右岸大福田
外１箇所堤防天端整備
他工事

茨城県猿島郡五霞町 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

2020/9/14 伊藤組土建（株）
北海道札幌市中央区北
４条西４－１

8430001001830 通常型指名競争入札 有 247,324,000 224,510,000 90.78%

Ｒ１相模川田村河道掘
削工事

神奈川県平塚市 136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

2020/9/15 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 246,994,000 227,700,000 92.19%

Ｒ２国道２９８号千葉
外環矢切堀之内地区植
栽工事

千葉県市川市 150日間 造園工事 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 2020/9/15 （株）マスヤ 千葉県富津市更和７９ 2040001052019 一般競争入札 有 29,480,000 25,960,000 88.06%

Ｒ２鬼怒ダム電源設備
工事

栃木県宇都宮市 181日間
受変電設備工
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

2020/9/15 南星電機（株）
栃木県鹿沼市東末広町
１９３４－１３

4060001010542 一般競争入札 有 19,635,000 19,250,000 98.04%

Ｒ２横浜湘南道路藤沢
地区改良その１工事

神奈川県藤沢市 197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

2020/9/15 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 407,495,000 385,550,000 94.61%

Ｒ１厚木出張所管内橋
梁補修工事

神奈川県足柄上郡山北
町 ～ 神奈川県厚木市

164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

2020/9/15 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 200,332,000 200,200,000 99.93%

Ｒ２川治ダム他土砂掘
削工事

栃木県日光市 163日間 一般土木工事
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

2020/9/16 （株）八興建設
栃木県日光市今市２５
１－２

2060001008506 一般競争入札 有 143,946,000 139,700,000 97.05%

Ｒ２小武川護岸工事 山梨県韮崎市 190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

2020/9/16 富士島建設（株）
山梨県韮崎市富士見３
－７－２９

2090001011192 公募型指名競争入札 有 114,389,000 109,450,000 95.68%

Ｒ２町道御鉾橋線橋梁
下部工事

群馬県多野郡神流町 280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 2020/9/16 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

4070001003207 公募型指名競争入札 有 101,420,000 101,090,000 99.67%

Ｒ２小貝川左岸和田地
区外整備工事

茨城県取手市 ～ 茨城
県常総市

190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

2020/9/16 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 176,473,000 174,900,000 99.11%

Ｒ２昭和園内施設更新
工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

196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 2020/9/16 （株）野崎造園
東京都東久留米市柳窪
４－１４－２２

5012701003779 一般競争入札 有 84,931,000 80,938,000 95.30%

Ｒ１道の駅おおた機械
設備工事

群馬県太田市 134日間
暖冷房衛生設
備工事

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 2020/9/17 コーエイ（株）
群馬県前橋市上小出町
１－９－１２

2070001001170 一般競争入札 有 22,110,000 21,890,000 99.00%
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Ｒ１多摩川左岸二子玉
川築堤基盤整備工事

東京都世田谷区 134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

2020/9/17 （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 346,709,000 317,900,000 91.69%

Ｒ２藤代バイパス道路
排水施設改良工事

茨城県取手市 183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

2020/9/17 （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 34,639,000 34,100,000 98.44%

Ｒ１江戸川左岸今上地
先堤防整備工事

千葉県野田市 195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 2020/9/17 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

6040001071527 一般競争入札 有 257,180,000 232,540,000 90.42%

Ｒ１国道１３９号落合
橋外橋面舗装他工事

山梨県都留市 ～ 山梨
県大月市

195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

2020/9/17 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 159,401,000 154,770,000 97.09%

Ｒ２国営ひたち海浜公
園監視システム整備
（その２）工事

茨城県ひたちなか市 183日間 通信設備工事
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

2020/9/17 （株）テックス
茨城県潮来市上戸４１
６－７

1050001021527 一般競争入札 有 42,944,000 41,932,000 97.64%

Ｒ１荒川下流ＣＣＴＶ
設備他改修工事

東京都足立区 ～ 東京
都江戸川区

182日間 通信設備工事 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 2020/9/18 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 146,366,000 136,400,000 93.19%

関東農政局松本市島内
庁舎外１件（２０）構
内整備工事

長野県松本市 166日間 建築工事 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

2020/9/18 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

4100001014101 一般競争入札 有 82,335,000 72,105,000 87.58%

Ｒ２千葉・木更津管内
標識設置工事

千葉県袖ヶ浦市 ～ 千
葉県木更津市

155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

2020/9/18 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 72,281,000 63,932,000 88.45%

Ｒ１保土ケ谷出張所管
内舗装修繕他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

161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
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/9/18 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 261,074,000 233,970,000 89.62%

Ｒ２早川出張所砂防整
備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

194日間 維持修繕工事 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

2020/9/18 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

3090001012025 一般競争入札 有 16,962,000 15,950,000 94.03%

Ｒ２二瀬ダム放流警報
設備更新工事

埼玉県秩父市 194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

2020/9/18 （株）マルツ電波
福井県福井市豊島２－
６－７

8210001003972 一般競争入札 有 78,826,000 78,760,000 99.92%

Ｒ１浦和大宮出張所管
内舗装修繕工事

埼玉県さいたま市 194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

2020/9/18 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 217,767,000 197,450,000 90.67%

Ｒ２国道１５号鶴見中
央（２）電線共同溝工
事

神奈川県横浜市 514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
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/9/18 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 213,290,000 202,950,000 95.15%

Ｒ１神奈川出張所管内
舗装修繕他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

161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
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/9/18 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 283,294,000 259,490,000 91.60%

Ｒ２国道５０号桜川筑
西ＩＣ関連（延伸）長
方地区舗装他工事

茨城県桜川市 194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

2020/9/18 大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８
－１７－１

4010001034835 一般競争入札 有 275,066,000 247,500,000 89.98%

Ｒ２・３利根川右岸高
田排水樋管新設工事

千葉県銚子市 258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

2020/9/18 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

9040001062028 一般競争入札 有 293,843,000 292,050,000 99.39%

Ｒ１国道１８号坂城更
埴ＢＰ塩崎地区改良５
工事

長野県長野市 189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

2020/9/18 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 239,767,000 216,920,000 90.47%

Ｒ２東関道小泉高架橋
下部その３工事

茨城県潮来市 310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

2020/9/23 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 243,672,000 231,000,000 94.80%

Ｒ２国道２０号八王子
南ＢＰ殿入高架橋下部
他その３工事

東京都八王子市 280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

2020/9/23 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 263,450,000 260,700,000 98.96%

Ｒ１荒川上流管内ネッ
トワーク設備設置工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県さいたま市

128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

2020/9/23 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 163,097,000 156,750,000 96.11%

Ｒ２釜無川出張所砂防
整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

189日間 維持修繕工事 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

2020/9/23 富士島建設（株）
山梨県韮崎市富士見３
－７－２９

2090001011192 一般競争入札 有 16,478,000 16,170,000 98.13%

Ｒ２東関道小泉高架橋
下部その４工事

茨城県潮来市 310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

2020/9/23 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 294,382,000 266,200,000 90.43%

Ｒ２国道１７号桶川・
北本・鴻巣地区舗装修
繕工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉
県北本市

189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

2020/9/23 大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８
－１７－１

4010001034835 一般競争入札 有 208,967,000 188,100,000 90.01%

Ｒ１久慈川左岸竹瓦地
先河道掘削外工事

茨城県那珂郡東海村 ～
茨城県日立市

166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

2020/9/23 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５
－８１１－２

5050001001616 一般競争入札 有 148,643,000 133,100,000 89.54%

Ｒ２国道２４６号池尻
地区共同溝補強工事

東京都世田谷区 534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

2020/9/23 東急建設（株）
東京都渋谷区渋谷１－
１６－１４

9011001040166 一般競争入札 有 351,109,000 316,800,000 90.23%

Ｒ１利根川右岸新川通
外１箇所築堤工事

埼玉県加須市 189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

2020/9/23 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 257,389,000 232,430,000 90.30%

Ｒ２白州出張所砂防整
備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

188日間 維持修繕工事 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

2020/9/24 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 15,026,000 14,795,000 98.46%

関東農政局大田原市庁
舎（２０）構内整備工
事

栃木県大田原市 174日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
宇都宮営繕事務所長
安齊　真吾

栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2020/9/24 七浦建設（株）
栃木県大田原市若草２
－１０５９－１

8060001012881 一般競争入札 有 51,183,000 39,490,000 77.15%

Ｒ１国道２０号大和橋
外橋面舗装他工事

山梨県甲州市 ～ 山梨
県富士吉田市

188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

2020/9/24 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 197,153,000 195,800,000 99.31%
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Ｒ１国道５２号新波木
井橋外橋面舗装他工事

山梨県南巨摩郡身延町 188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

2020/9/24 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 198,341,000 176,968,000 89.22%

Ｒ１江戸川左岸大洲地
先低水護岸災害復旧工
事

千葉県市川市 187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 2020/9/25 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

8040001002224 公募型指名競争入札 有 125,433,000 113,850,000 90.77%

Ｒ２国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良その
１６工事

東京都八王子市 274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

2020/9/25 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 262,768,000 250,800,000 95.45%

Ｒ２東関道鹿島線高架
橋下部その２工事

茨城県潮来市 552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

2020/9/25 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 449,966,000 407,000,000 90.45%

Ｒ１国道５０号下館Ｂ
Ｐ玉戸地区切廻道路舗
装工事

茨城県筑西市 187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

2020/9/25 （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 225,280,000 202,950,000 90.09%

下妻法務総合庁舎（２
０）建築改修その他工
事

茨城県下妻市 503日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
宇都宮営繕事務所長
安齊　真吾

栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2020/9/25 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

9070001001420 一般競争入札 有 492,580,000 489,500,000 99.37%

Ｒ２兎沢砂防堰堤改築
工事

群馬県高崎市 278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 2020/9/25 追川工業（株）
群馬県高崎市倉渕町三
ノ倉２０１６

1070001006311 一般競争入札 有 170,841,000 165,000,000 96.58%

Ｒ２国道２０号八王子
南ＢＰ寺田地区側道橋
上部その２工事

東京都八王子市 278日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2020/9/25
日本高圧コンクリート
（株）

北海道札幌市中央区北
３条西３－１－５４
札幌北三条ビル

1430001020829 一般競争入札 有 155,034,000 142,450,000 91.88%

Ｒ２管内歩道橋補修工
事

埼玉県さいたま市 184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

2020/9/28
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 公募型指名競争入札 有 261,250,000 258,500,000 98.95%

Ｒ２宮ヶ瀬ダム無停電
電源設備更新工事

神奈川県相模原市 172日間
受変電設備工
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　吉川
宏治

神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2020/9/28 東栄電設（株）
神奈川県横浜市旭区
鶴ヶ峰本町１－４４－
６

3020001005373 一般競争入札 有 45,155,000 42,350,000 93.79%

Ｒ１北浦右岸下田地先
波浪対策護岸工事

茨城県潮来市 177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 2020/9/28 （株）伊藤建設
新潟県糸魚川市大字須
沢２６３７番地

4110001021716 公募型指名競争入札 有 116,204,000 112,200,000 96.55%

Ｒ２国道１７号笹目橋
（下り）橋梁補強補修
工事

埼玉県戸田市 275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

2020/9/28 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町
１０－３－３

6180301018560 公募型指名競争入札 有 148,269,000 141,900,000 95.70%

Ｒ１荒川下流東砂地区
高潮対策工事

東京都江東区 184日間 一般土木工事 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 2020/9/28 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 291,423,000 268,400,000 92.10%

Ｒ１宮ヶ瀬ダム事務所
庁舎空調設備改修その
他工事

神奈川県相模原市 164日間
暖冷房衛生設
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　吉川
宏治

神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2020/9/28 （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 77,132,000 74,800,000 96.98%

Ｒ２矢板出張所管内交
通安全対策工事

栃木県塩谷郡高根沢町 179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

2020/9/28 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 142,494,000 136,400,000 95.72%

Ｒ２中部横断道不動沢
川橋仮橋撤去他工事

山梨県南巨摩郡身延町 304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

2020/9/29 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

9090001001261 一般競争入札 有 386,562,000 356,400,000 92.20%

Ｒ１横浜国道事務所管
内ＣＣＴＶカメラ新設
他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県大和市

178日間 通信設備工事 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

2020/9/29 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 197,384,000 184,800,000 93.62%

Ｒ２国道２０号八王子
南ＢＰ寺田高架橋下部
その１工事

東京都八王子市 274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

2020/9/29 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 282,579,000 259,835,400 91.95%

Ｒ１鰐川左岸外堤防補
修工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県神栖市

174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 2020/9/29 室田建設（株）
千葉県香取市扇島６６
－１

2040001063692 公募型指名競争入札 有 145,563,000 142,351,000 97.79%

Ｒ２国道１７号高松立
体並榎地区改良工事

群馬県高崎市 182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 2020/9/30 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 公募型指名競争入札 有 111,155,000 103,400,000 93.02%

Ｒ２横浜湘南道路栄Ｉ
Ｃ・ＪＣＴ下部工事

神奈川県横浜市 426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

2020/9/30 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

4120001077567 一般競争入札 有 671,517,000 613,217,000 91.32%

Ｒ２国道６号市毛電線
共同溝工事

茨城県ひたちなか市 243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

2020/9/30 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 269,632,000 242,000,000 89.75%

Ｒ１富士川上流管内樹
木伐採工事

山梨県韮崎市 121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

2020/9/30 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２
－１１－８

3090001002174 一般競争入札 有 70,521,000 66,880,000 94.84%

Ｒ２国道１７号本庄道
路沼和田地区改良工事

埼玉県本庄市 182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

2020/9/30 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 274,065,000 248,600,000 90.71%

Ｒ１矢上川外河道整正
工事

神奈川県川崎市 ～ 神
奈川県横浜市

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

2020/9/30 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 218,031,000 217,800,000 99.89%

Ｒ１利根川右岸本川俣
堤防強化（上）工事

埼玉県羽生市 182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

2020/9/30 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 通常型指名競争入札 有 290,829,000 265,980,000 91.46%

Ｒ２国道１７号赤塚地
区外舗装修繕工事

東京都板橋区 ～ 東京
都文京区

273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

2020/9/30 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 273,394,000 247,500,000 90.53%

Ｒ２国道２４６号大橋
地区外舗装修繕工事

東京都目黒区 ～ 東京
都世田谷区

273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

2020/9/30 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 215,028,000 192,500,000 89.52%

Ｒ２荒川下流東砂地区
耐震対策工事

東京都江東区 182日間 一般土木工事 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 2020/9/30 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 429,143,000 393,800,000 91.76%



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１号箱根新道
舗装修繕他工事

神奈川県足柄下郡箱根
町

176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
鈴木　祥弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2020/9/30 （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 75,438,000 73,700,000 97.70%

Ｒ２東関道古高高架橋
下部工事

茨城県潮来市 547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

2020/9/30 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１
６２５－２

6490001003781 一般競争入札 有 259,666,000 242,000,000 93.20%


