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Ｒ２国道６号青戸地区
外舗装修繕工事

東京都葛飾区 ～ 東京
都台東区

272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

2020/10/1 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 264,726,000 240,680,000 90.92%

Ｒ２内河内第五砂防堰
堤工事

山梨県南巨摩郡早川町 1438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

2020/10/2 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 675,598,000 646,800,000 95.74%

Ｒ１常陸川右岸堤防補
修工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

171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 2020/10/2 島田建設（株）
千葉県成田市公津の杜
２－４２－６

1040001042904 公募型指名競争入札 有 192,005,000 172,700,000 89.95%

Ｒ２国道３５７号東品
川地区外舗装修繕工事

東京都品川区 ～ 東京
都大田区

271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

2020/10/2 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 292,127,000 268,400,000 91.88%

Ｒ２鬼怒川鎌庭管内周
辺整備工事

茨城県常総市 180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

2020/10/2 福井建設（株）
茨城県石岡市茨城３－
１７－４

4050001011871 通常型指名競争入札 有 147,609,000 135,080,000 91.51%

Ｒ１渡良瀬第２調節池
土砂掘削工事

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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/10/5 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

8060001014655 一般競争入札 有 183,194,000 169,400,000 92.47%

Ｒ１利根川左岸矢田部
築堤嵩上外工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

171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

2020/10/5 （株）菱木土建
茨城県潮来市釜谷４６
４－１

3050001021574 公募型指名競争入札 有 289,641,000 264,275,000 91.24%

Ｒ２国分寺出張所管内
路面補修その２工事

栃木県小山市 165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

2020/10/5 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 197,791,000 179,300,000 90.65%

Ｒ２江戸川右岸下内川
地先堤防整備他工事

埼玉県吉川市 267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 2020/10/6 平岩建設（株）
埼玉県所沢市南住吉８
－１９

7030001024906 一般競争入札 有 304,139,000 275,880,000 90.71%

Ｒ１霞ヶ浦導水迷入試
験施設付属設備工事

茨城県水戸市 176日間 機械設備工事
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

2020/10/6 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 33,440,000 33,000,000 98.68%

Ｒ２利根川右岸栗橋東
堤防強化工事

埼玉県久喜市 237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

2020/10/6 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 441,188,000 415,250,000 94.12%

Ｒ２鬼怒川伊讃管内上
流部周辺整備工事

茨城県筑西市 176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

2020/10/6 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市
下長沼１１８－１

3050001028917 通常型指名競争入札 有 160,842,000 145,200,000 90.27%

飯能地方合同庁舎（２
０）機械設備改修その
他工事

埼玉県飯能市 225日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2020/10/6 （株）奥山設備
東京都昭島市中神町２
－２５－１８

4012801001972 一般競争入札 有 93,742,000 89,100,000 95.05%

Ｒ２都幾川右岸高坂災
害復旧工事

埼玉県東松山市 167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

2020/10/6 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

6030001070711 通常型指名競争入札 有 117,128,000 116,380,000 99.36%

Ｒ１多摩川上流河道整
正他工事

東京都青梅市 115日間 一般土木工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
竹田　正彦

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2020/10/6 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 240,042,000 229,570,000 95.64%

Ｒ２国道２０号大月Ｂ
Ｐトンネル非常警報設
備他工事

山梨県大月市 169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

2020/10/7 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 81,774,000 80,300,000 98.20%

Ｒ２桐生出張所管内舗
装修繕他工事

群馬県太田市 ～ 群馬
県伊勢崎市

163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 2020/10/7 三井住建道路（株）
東京都新宿区西新宿６
－２４－１

1011101036179 一般競争入札 有 217,646,000 203,060,000 93.30%

Ｒ２国道６号相野谷川
橋切廻道路工事

茨城県取手市 236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

2020/10/7
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

2050001009637 公募型指名競争入札 有 186,791,000 186,450,000 99.82%

Ｒ２国道１６号ＢＰ御
殿山高架橋耐震補強工
事

東京都八王子市 266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

2020/10/7 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

2020001013765 通常型指名競争入札 有 438,526,000 398,655,400 90.91%

Ｒ２国道１６号ＢＰ打
越高架橋耐震補強工事

東京都八王子市 266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

2020/10/7 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町
１０－３－３

6180301018560 通常型指名競争入札 有 270,435,000 265,540,000 98.19%

Ｒ１渡良瀬遊水地災害
復旧工事

栃木県栃木市 144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

2020/10/7 大協建設（株）
栃木県足利市東砂原後
町１０５４－１

5060001018808 公募型指名競争入札 有 104,225,000 97,548,000 93.59%

Ｒ２渋西ＢＰ地下道外
１箇所排水設備改良工
事

群馬県渋川市 ～ 群馬
県高崎市

266日間 機械設備工事 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 2020/10/7 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２
－２８

6220001001754 公募型指名競争入札 有 58,619,000 56,100,000 95.70%

Ｒ２江戸川管内堤防強
化対策関連工事

千葉県流山市 ～ 埼玉
県吉川市

175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 2020/10/7 （株）湯浅建設
千葉県松戸市日暮５－
２５

2040001037176 一般競争入札 有 190,597,000 176,000,000 92.34%

Ｒ２品川・亀有・代々
木出張所管内交通安全
対策工事

東京都特別区 174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

2020/10/8 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 180,730,000 176,000,000 97.38%

Ｒ２国道１６号五井南
海岸舗装修繕その１工
事

千葉県市原市 174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

2020/10/8 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 441,078,000 400,950,000 90.90%

Ｒ２江戸川右岸下妙典
地先高潮堤防整備工事

千葉県市川市 174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 2020/10/8 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 328,603,000 305,030,000 92.83%

Ｒ２国道１３９号外無
停電電源装置設置工事

山梨県富士吉田市 ～
山梨県南巨摩郡身延町

167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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/10/8
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 157,113,000 144,056,000 91.69%

Ｒ２小田原出張所外管
内橋梁補修工事

神奈川県足柄下郡箱根
町

174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

2020/10/8 （株）厚木植木
神奈川県厚木市三田１
７４－４

4021001019206 公募型指名競争入札 有 366,982,000 362,340,000 98.74%

Ｒ２・３黒子管内河川
維持修繕工事

茨城県筑西市 539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

2020/10/8 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 123,981,000 112,530,000 90.76%
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Ｒ２国道５２号無停電
電源装置設置工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

167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　濱谷　健太

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2020/10/8
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 165,330,000 150,581,200 91.08%

Ｒ２国道６号牛久土浦
ＢＰ土浦地区跨道橋下
部その１工事

茨城県土浦市 446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

2020/10/8 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

7040001017215 一般競争入札 有 201,586,000 193,710,000 96.09%

Ｒ２国営ひたち海浜公
園遊具跡地整備他工事

茨城県ひたちなか市 168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

2020/10/8 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

1050001004696 一般競争入札 有 138,732,000 129,800,000 93.56%

Ｒ２国道１７号笹目橋
（下り）舗装修繕工事

埼玉県戸田市 173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

2020/10/9 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町２－１３－６

6010001052042 公募型指名競争入札 有 193,479,000 174,185,000 90.03%

Ｒ２足利管内河道整備
工事

栃木県足利市 ～ 群馬
県太田市

166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

2020/10/9 原工業（株）
群馬県館林市足次町１
０４７

8070001021948 公募型指名競争入札 有 159,852,000 141,350,000 88.43%

Ｒ２国道１６号五井南
海岸舗装修繕その２工
事

千葉県市原市 167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

2020/10/9 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 435,743,000 395,450,000 90.75%

Ｒ１国道２０号法雲寺
橋下部他工事

山梨県大月市 173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

2020/10/9 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

2090001005913 公募型指名競争入札 有 124,399,000 124,300,000 99.92%

Ｒ２国道１６号ＢＰ相
原高架橋耐震補強工事

東京都町田市 264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

2020/10/9 大勝建設（株）
大阪府大阪市生野区中
川西１－８－４

3120001018002 通常型指名競争入札 有 255,926,000 245,300,000 95.85%

Ｒ２国道６号牛久土浦
ＢＰつくば地区跨道橋
下部工事

茨城県つくば市 445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

2020/10/9 （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 409,992,000 371,910,000 90.71%

Ｒ２高崎管内ネット
ワーク設備更新工事

群馬県高崎市 137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 2020/10/12
富士通ネットワークソ
リューションズ（株）

神奈川県横浜市西区高
島１－１－２

7020001077145 一般競争入札 有 73,447,000 72,600,000 98.85%

Ｒ２利根川小山外河道
掘削他工事

千葉県野田市 170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

2020/10/12 （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 217,723,000 199,870,000 91.80%

Ｒ１霞ヶ浦導水那珂機
場外建築改修工事

茨城県水戸市 165日間 建築工事
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

2020/10/12 （株）羽原工務店
茨城県龍ヶ崎市川原代
町３９７５

3050001025344 公募型指名競争入札 有 227,260,000 219,450,000 96.56%

Ｒ２利根川右岸三軒家
外堤防整備他工事

千葉県野田市 170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

2020/10/12 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

9040001071516 一般競争入札 有 230,670,000 219,450,000 95.14%

Ｒ２桐生管内河道整備
工事

群馬県桐生市 162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

2020/10/13 大協建設（株）
栃木県足利市東砂原後
町１０５４－１

5060001018808 公募型指名競争入札 有 129,305,000 114,268,000 88.37%

Ｒ２荒川下流平井地区
堤防耐震地盤改良工事

東京都江戸川区 168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 2020/10/14 中原建設（株）
埼玉県川口市柳崎５－
２－３３

9030001076474 一般競争入札 有 371,767,000 336,600,000 90.54%

Ｒ２昭和受水槽設置工
事

東京都昭島市 135日間
暖冷房衛生設
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 2020/10/14 （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 98,109,000 93,500,000 95.30%

Ｒ２関東技術車両格納
庫他耐震改修その他工
事

千葉県松戸市 163日間 建築工事 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

2020/10/14
（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 公募型指名競争入札 有 201,850,000 183,700,000 91.01%

Ｒ１富士川右岸手打沢
上護岸工事

山梨県南巨摩郡身延町 107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

2020/10/14 （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 157,729,000 150,700,000 95.54%

警察大学校（２０）機
械設備改修その他工事

東京都府中市 685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 2020/10/15 川崎設備工業（株）
愛知県名古屋市中区大
須１－６－４７

2180001035307 一般競争入札 有 1,109,900,000 1,101,100,000 99.21%

Ｒ２江戸川右岸中島地
先堤防整備工事

埼玉県幸手市 167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 2020/10/15 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 282,843,000 255,145,000 90.21%

国土地理院宇宙測地館
他（２０）電気設備改
修その他工事

茨城県つくば市 258日間 電気設備工事 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

2020/10/15 （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 474,430,000 454,740,000 95.85%

Ｒ２長野国道道路情報
集中局装置改修工事

長野県長野市 161日間 通信設備工事 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

2020/10/16 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 93,401,000 84,700,000 90.68%

Ｒ２国道３５７号葛西
高架橋（海側）橋脚補
強工事

東京都特別区 257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

2020/10/16
ＳＭＣシビルテクノス
（株）

東京都中央区新川１－
１６－３

8011101051527 公募型指名競争入札 有 399,751,000 393,580,000 98.46%

Ｒ２利根川右岸芦崎築
堤工事

千葉県銚子市 126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

2020/10/16 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

9040001062028 公募型指名競争入札 有 71,258,000 69,850,000 98.02%

Ｒ１多摩川下流河道掘
削工事

東京都大田区 102日間
河川しゅんせ
つ工事

京浜河川事務所
京浜河川事務所長
竹田　正彦

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2020/10/19 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 422,037,000 421,520,000 99.88%

Ｒ２横浜湘南道路栄Ｉ
Ｃ・ＪＣＴアンカーフ
レーム設置工事

神奈川県横浜市 163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

2020/10/19
古河産機システムズ
（株）

東京都千代田区丸の内
２－２－３

1010001087927 一般競争入札 有 182,006,000 171,600,000 94.28%

Ｒ１品木ダム管内ＣＣ
ＴＶ改修工事

群馬県吾妻郡草津町 157日間 通信設備工事 品木ダム水質管理所
品木ダム水質管理所
長　風間　聡

群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2020/10/19 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

8070001022970 一般競争入札 有 57,266,000 54,780,000 95.66%

Ｒ２国道１５８号松本
波田道路扇子田高架橋
下部他工事

長野県松本市 284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

2020/10/19 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 183,392,000 180,290,000 98.31%

Ｒ２利根川右岸旗井築
堤護岸工事

埼玉県加須市 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

2020/10/20 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 340,428,000 317,900,000 93.38%



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

Ｒ２江戸川左岸平方村
新田地先低水護岸工事

千葉県流山市 132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 2020/10/20 池田建設（株）
東京都千代田区九段南
２－４－１６

9010401080193 一般競争入札 有 107,998,000 99,770,000 92.38%

さいたま地方法務局秩
父支局庁舎（２０）建
築改修その他工事

埼玉県秩父市 253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

2020/10/20 （株）秋山建設
埼玉県大里郡寄居町立
原５３５－１

4030001085843 公募型指名競争入札 有 77,792,000 74,547,000 95.83%

Ｒ２東京国道ネット
ワーク設備更新工事

東京都千代田区 128日間 通信設備工事 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

2020/10/21 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 35,893,000 30,800,000 85.81%

Ｒ１綾瀬排水機場外Ｃ
ＣＴＶ設備設置工事

東京都葛飾区 ～ 東京
都北区

149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 2020/10/21 日本電設工業（株）
東京都台東区池之端１
－２－２３

6010501016240 一般競争入札 有 68,607,000 62,810,000 91.55%

Ｒ１宮ヶ瀬副ダム堆積
土砂撤去災害復旧工事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県愛甲郡清川
村

141日間 一般土木工事
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

2020/10/22 亀井工業（株）
神奈川県茅ヶ崎市南湖
１－４－２５

1021001006710 公募型指名競争入札 有 89,364,000 80,080,000 89.61%

Ｒ１荒川調節池流入堤
災害復旧（その２）工
事

埼玉県さいたま市 154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

2020/10/22 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

4030001086536 公募型指名競争入札 有 409,992,000 374,770,000 91.41%

Ｒ１荒川調節池流入堤
災害復旧（その１）工
事

埼玉県さいたま市 153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

2020/10/23 初雁興業（株）
埼玉県川越市大字鯨井
１７０５－２

9030001055395 公募型指名競争入札 有 444,477,000 408,617,000 91.93%

Ｒ２利根ダム河川情報
設備改良工事

群馬県前橋市 156日間 通信設備工事
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

2020/10/26 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

8070001022970 一般競争入札 有 54,032,000 53,570,000 99.14%

総務省自治大学校（２
０）建築改修その他工
事

東京都八王子市 155日間 建築工事 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 2020/10/26 大石建設（株）
東京都稲城市平尾１－
５０－２０

6013401001782 公募型指名競争入札 有 78,947,000 77,000,000 97.53%

Ｒ２・３国道１７号道
の駅「（仮称）まえば
し」整備他工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県伊勢崎市

490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 2020/10/26 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 201,575,000 198,000,000 98.23%

Ｒ１那珂川河井地区掘
削工事

栃木県芳賀郡茂木町 156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

2020/10/26 （株）岡工務店
栃木県那須烏山市大金
１８４

5060001008024 公募型指名競争入札 有 176,803,000 170,500,000 96.44%

Ｒ２保土ケ谷・厚木出
張所管内交通安全対策
他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県厚木市

156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

2020/10/26 （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 215,974,000 214,500,000 99.32%

Ｒ２江戸川右岸金杉地
先堤防整備外工事

埼玉県北葛飾郡松伏町
～ 千葉県野田市

246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 2020/10/27 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 197,505,000 182,050,000 92.17%

Ｒ２利根ダム管内放流
警報設備設置工事

群馬県利根郡みなかみ
町

154日間 通信設備工事
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

2020/10/28
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 92,180,000 88,000,000 95.47%

Ｒ２鬼怒川伊讃管内下
流部周辺整備工事

茨城県下妻市 ～ 茨城
県結城郡八千代町

154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

2020/10/28 （株）磯建
茨城県結城郡八千代町
菅谷８８４‐９

7050001013452 通常型指名競争入札 有 104,159,000 88,550,000 85.01%

Ｒ２国道４０９号金田
排水機場制御設備更新
工事

千葉県木更津市 154日間 機械設備工事 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

2020/10/28 荏原商事（株）
東京都中央区日本橋茅
場町３－９－１０

2010001062813 一般競争入札 有 76,967,000 75,900,000 98.61%

Ｒ１多摩川中流河道掘
削工事

東京都調布市 92日間 一般土木工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
竹田　正彦

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2020/10/29 林建設（株）
東京都調布市小島町２
－５６－３

2012401008445 一般競争入札 有 214,423,000 194,700,000 90.80%

Ｒ２高崎管内照明設備
改修工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県前橋市

153日間 電気設備工事 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 2020/10/29 群商電設（株）
群馬県高崎市上中居町
５１８

8070001006759 公募型指名競争入札 有 57,739,000 54,450,000 94.30%

Ｒ２国道１６号南町田
地区照明設備設置工事

東京都町田市 153日間 電気設備工事 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

2020/10/29 （有）幸和
神奈川県横浜市青葉区
榎が丘４５－４６

6020002056140 一般競争入札 有 42,119,000 37,950,000 90.10%

Ｒ２荒川右岸飯田新田
地区堤防補強工事

埼玉県さいたま市 152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

2020/10/30 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻
区城南５－６－６

2030001018210 一般競争入札 有 168,091,000 167,970,000 99.93%

Ｒ２相武国道管内交通
安全施設整備工事

東京都国立市 ～ 神奈
川県相模原市

140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

2020/10/30 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 109,461,000 103,400,000 94.46%

Ｒ２豊野－赤川除雪作
業

長野県長野市 ～ 長野
県上水内郡飯綱町

152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

2020/10/30 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

2100001011851 一般競争入札 有 81,983,000 76,450,000 93.25%


