
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
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Ｒ２江戸川右岸小平地
先基盤整備工事

埼玉県春日部市 240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 2020/11/2 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

8030001031389 公募型指名競争入札 有 190,498,000 172,150,000 90.37%

Ｒ２国道１６号大青田
地区（その６）電線共
同溝工事

千葉県柏市 206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

2020/11/2 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

9010401006818 一般競争入札 有 172,711,000 159,500,000 92.35%

八王子法務総合庁舎
（２０）エレベーター
設備改修工事

東京都八王子市 393日間 機械設備工事 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 2020/11/2
三精テクノロジーズ
（株）

大阪府大阪市淀川区宮
原４－３－２９

3120901006634 一般競争入札 有 108,116,800 107,960,200 99.86%

Ｒ１町谷第３床固工改
築工事

栃木県日光市 143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

2020/11/2 斉藤建設（株）
栃木県日光市鬼怒川温
泉大原坂の下８７２－
４

4060001008743 公募型指名競争入札 有 136,400,000 136,400,000 100.00%

Ｒ２国道３５７号末広
橋下部工事

千葉県船橋市 512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

2020/11/4 北野建設（株）
長野県長野市中御所岡
田４５－１山王ビル

7100001000742 一般競争入札 有 232,936,000 228,800,000 98.22%

Ｒ２国道１７号群馬大
橋橋梁補修工事

群馬県前橋市 208日間 塗装工事 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 2020/11/4 清水塗工（株）
神奈川県横浜市神奈川
区白幡仲町４０－３５

8020001023338 一般競争入札 有 235,048,000 217,800,000 92.66%

Ｒ２国道３５７号海老
川大橋下部工事

千葉県船橋市 296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

2020/11/4 竹内建設（株）
千葉県印西市竜腹寺５
９８－２

3040001044031 一般競争入札 有 204,325,000 196,900,000 96.37%

Ｒ２国道５０号結城Ｂ
Ｐ布川地区改良工事

茨城県筑西市 267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

2020/11/5 （株）端工務店
茨城県下妻市高道祖１
４２７

1050001013400 公募型指名競争入札 有 199,485,000 185,900,000 93.19%

Ｒ２国道１６号公所ト
ンネル照明設備更新工
事

神奈川県大和市 141日間 電気設備工事 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

2020/11/5 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－
６－２

2010401007649 一般競争入札 有 96,283,000 93,500,000 97.11%

八王子法務総合庁舎
（２０）建築改修その
他工事

東京都八王子市 509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 2020/11/6 東急建設（株）
東京都渋谷区渋谷１－
１６－１４

9011001040166 一般競争入札 有 1,140,700,000 1,064,140,000 93.29%

Ｒ２利根川明和河道掘
削他工事

群馬県邑楽郡明和町 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　安達　孝実

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2020/11/6 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 222,761,000 200,519,000 90.02%

Ｒ２秋山川橋耐震補強
工事

栃木県佐野市 263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

2020/11/9
オリエンタル白石
（株）

東京都江東区豊洲５－
６－５２

7010601040057 一般競争入札 有 178,090,000 172,788,000 97.02%

Ｒ２横浜湘南道路藤沢
地区改良その３工事

神奈川県藤沢市 500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

2020/11/9 （株）森本組
大阪府大阪市中央区南
本町２－６－１２

7120001106637 一般競争入札 有 676,841,000 625,570,000 92.42%

Ｒ２－６薗原ダム放流
設備制御装置更新工事

群馬県沼田市 1603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

2020/11/9
ＮＥＣプラットフォー
ムズ（株）

東京都千代田区神田司
町２－３

9020001066798 一般競争入札 有 170,016,000 150,700,000 88.64%

Ｒ２西湘海岸潜水突堤
作業基盤整備工事

神奈川県中郡大磯町 140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

2020/11/10 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 375,364,000 341,550,000 90.99%

Ｒ２宇都宮国道管内道
の駅トイレ改修その他
工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
栃木県下野市

139日間 建築工事 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

2020/11/12 （株）石島建設
茨城県結城市中央町１
－１７－１

8050001032435 一般競争入札 有 33,121,000 30,470,000 92.00%

Ｒ２国道５１号大洗町
成田外舗装工事

茨城県東茨城郡大洗町
～ 茨城県水戸市

260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

2020/11/12 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 一般競争入札 有 140,811,000 127,710,000 90.70%

Ｒ２下山地区護岸（そ
の３）工事

山梨県南巨摩郡身延町 260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

2020/11/12 丹澤建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町市川大門２７９０

3090001012033 一般競争入札 有 296,032,000 271,480,000 91.71%

Ｒ２武蔵浄化槽改修工
事

埼玉県比企郡滑川町 139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 2020/11/12 （有）宮原水道工業所
埼玉県さいたま市北区
宮原町４－４－３０

8030002013361 一般競争入札 有 105,446,000 99,000,000 93.89%

八王子法務総合庁舎
（２０）機械設備改修
工事

東京都八王子市 383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 2020/11/12 三機工業（株）
東京都中央区明石町８
－１

2010001008683 一般競争入札 有 871,970,000 863,500,000 99.03%

Ｒ２里川右岸里野宮町
地区外堤防補強工事

茨城県常陸太田市 230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

2020/11/12 サコー建設（株）
茨城県北茨城市磯原町
磯原１９３１－７

5050001024170 一般競争入札 有 280,929,000 260,150,000 92.60%

Ｒ２利根川大高嶋河道
掘削他工事

群馬県邑楽郡板倉町 138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

2020/11/13 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 206,382,000 190,300,000 92.21%

Ｒ２関東技術映像表示
設備等設置工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県船橋市

126日間 通信設備工事 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

2020/11/13 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

3011001031955 公募型指名競争入札 有 45,727,000 45,650,000 99.83%

八王子法務総合庁舎
（２０）電気設備改修
工事

東京都八王子市 382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 2020/11/13 （株）九電工
福岡県福岡市南区那の
川１－２３－３５

6290001001120 一般競争入札 有 690,360,000 640,200,000 92.73%

Ｒ２横浜国道事務所管
内無停電電源装置新設
工事

神奈川県横浜市 130日間
受変電設備工
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

2020/11/16 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 94,083,000 90,200,000 95.87%

Ｒ２国道５１号涸沼川
橋外補修工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県東茨城郡大洗町

226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

2020/11/16 建装工業（株）
東京都港区西新橋３－
１１－１

6010401009377 公募型指名競争入札 有 446,776,000 412,500,000 92.33%

Ｒ２東京外環中央ＪＣ
Ｔ発生土運搬工事

東京都三鷹市 ～ 茨城
県坂東市

135日間 一般土木工事
東京外かく環状国道
事務所

東京外かく環状国道
事務所長　関　信郎

東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2020/11/16 （株）伊藤工務店
千葉県千葉市中央区蘇
我１－１０－５

5040001000585 一般競争入札 有 371,085,000 338,800,000 91.30%

水戸地方検察庁仮庁舎
（２０）構内整備工事

茨城県水戸市 106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

2020/11/16 （株）大貫工務店
茨城県水戸市けやき台
３－６２－１

3050001007177 一般競争入札 有 114,180,000 113,850,000 99.71%

Ｒ２国道３５７号舞浜
大橋左岸高架橋（山
側）耐震補強工事

千葉県浦安市 367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

2020/11/16 大豊建設（株）
東京都中央区新川１－
２４－４

3010001034869 一般競争入札 有 420,288,000 378,620,000 90.09%
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Ｒ１入間川左岸釘無河
道掘削（その１）工事

埼玉県比企郡川島町 126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

2020/11/16 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

7030001084693 公募型指名競争入札 有 381,403,000 347,600,000 91.14%

Ｒ１入間川左岸釘無河
道掘削（その２）工事

埼玉県比企郡川島町 126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

2020/11/16 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

9030001065667 公募型指名競争入札 有 356,389,000 320,430,000 89.91%

Ｒ２常陸川水門除塩設
備修繕工事

茨城県神栖市 134日間 機械設備工事 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 2020/11/17 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 25,234,000 25,135,000 99.61%

Ｒ２国道６号新葛飾橋
（上り）耐震補強工事

東京都特別区 255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

2020/11/17 ＪＦＥシビル（株）
東京都台東区蔵前２－
１７－４　ＪＦＥ蔵前
ビル５階

1010501002402 公募型指名競争入札 有 236,467,000 233,860,000 98.90%

Ｒ２久慈川右岸門部地
区外堤防補強工事

茨城県那珂市 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

2020/11/17 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－
１６－２４

3050001009132 一般競争入札 有 255,607,000 239,470,000 93.69%

Ｒ２国道３５７号舞浜
大橋左岸高架橋（海
側）耐震補強工事

千葉県浦安市 366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

2020/11/17 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 419,408,000 379,731,000 90.54%

Ｒ２神奈川出張所管内
舗装修繕他工事

神奈川県横浜市 223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

2020/11/19 前田道路（株）
東京都品川区大崎１－
１１－３

6010701009184 一般競争入札 有 274,032,000 246,510,000 89.96%

Ｒ２東関道鹿島線高架
橋下部その１工事

茨城県潮来市 496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

2020/11/20 鉄建建設（株）
東京都千代田区神田三
崎町２－５－３

2010001008709 一般競争入札 有 952,017,000 870,397,000 91.43%

Ｒ２横浜湘南道路栄Ｉ
Ｃ・ＪＣＴ鋼製橋脚設
置その１工事

神奈川県横浜市 492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

2020/11/24 高田機工（株）
大阪府大阪市浪速区難
波中２－１０－７０

8120001038994 一般競争入札 有 1,547,150,000 1,425,600,000 92.14%

Ｒ１湯尻川下流砂防堰
堤（１期）工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 121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 2020/11/24 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市大字小野
子１５７９

1070001018117 公募型指名競争入札 有 113,344,000 111,100,000 98.02%

Ｒ２厚木出張所管内舗
装修繕他工事

神奈川県伊勢原市 ～
神奈川県秦野市

218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

2020/11/24 世紀東急工業（株）
東京都港区三田３－１
３－１６

1010401015438 一般競争入札 有 294,360,000 289,410,000 98.32%

Ｒ２国道４号大原間南
横断歩道橋上部工事

栃木県那須塩原市 280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

2020/11/24
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 144,881,000 132,000,000 91.11%

Ｒ２品川・亀有出張所
管内橋梁補修維持工事

東京都特別区 126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

2020/11/25 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

3010001008699 公募型指名競争入札 有 70,554,000 64,900,000 91.99%

Ｒ２代々木・万世橋出
張所管内橋梁補修維持
工事

東京都特別区 126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

2020/11/25 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

3010001008699 公募型指名競争入札 有 70,554,000 64,900,000 91.99%

Ｒ２国道１６号瑞穂町
二本木外電線共同溝そ
の４工事

東京都西多摩郡瑞穂町
～ 神奈川県大和市

216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

2020/11/25 世紀東急工業（株）
東京都港区三田３－１
３－１６

1010401015438 一般競争入札 有 211,244,000 192,500,000 91.13%

国土地理院本館棟他
（２０）建築改修工事

茨城県つくば市 368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

2020/11/27 徳倉建設（株）
愛知県名古屋市中区錦
３－１３－５

5180001038835 一般競争入札 有 533,940,000 513,040,000 96.09%

Ｒ２東関道茂木地区改
良工事

茨城県潮来市 486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

2020/11/30 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松
原通３－６９

4170001000086 公募型指名競争入札 有 259,193,000 248,600,000 95.91%


