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Ｒ２東関道北高岡地区
地盤改良工事

茨城県行方市 485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

2020/12/1 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 公募型指名競争入札 有 267,377,000 253,000,000 94.62%

Ｒ２国道５１号桜田地
区改良工事

千葉県成田市 211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

2020/12/1 鎌形建設（株）
千葉県香取郡多古町多
古５９１

8040001061377 公募型指名競争入札 有 100,771,000 91,300,000 90.60%

国総研（旭）水質水文
棟（２０）機械設備改
修その他工事

茨城県つくば市 240日間
暖冷房衛生設
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

2020/12/2
東洋プラント工業
（株）

茨城県土浦市中村南４
－５－２７

9050001009556 公募型指名競争入札 有 39,160,000 33,000,000 84.27%

Ｒ１烏川・碓氷川河道
整正工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

119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 2020/12/2 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
３３０９－７

6070001013550 公募型指名競争入札 有 98,681,000 93,500,000 94.75%

Ｒ２江戸川右岸西関宿
地先外基盤整備工事

埼玉県幸手市 210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 2020/12/2 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

2120001028670 公募型指名競争入札 有 400,961,000 393,800,000 98.21%

Ｒ２宮ヶ瀬ダム放送設
備他更新工事

神奈川県相模原市 ～
神奈川県愛甲郡愛川町

180日間 通信設備工事
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

2020/12/2 （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 27,005,000 26,950,000 99.80%

Ｒ２圏央道手代木橋下
部工事

茨城県つくば市 271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

2020/12/3 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

9010601002113 一般競争入札 有 262,438,000 259,600,000 98.92%

Ｒ２利根川右岸森戸地
区中央築堤工事

千葉県銚子市 209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

2020/12/3 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 公募型指名競争入札 有 276,155,000 250,580,000 90.74%

Ｒ２荒川中堤松島二丁
目地区護岸工事

東京都江戸川区 476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 2020/12/4 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 1,961,443,000 1,825,780,000 93.08%

Ｒ２国道２０号八王子
南ＢＰゆりのき台改良
舗装工事

東京都八王子市 208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

2020/12/4 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 190,861,000 174,460,000 91.41%

Ｒ２利根機場ＣＣＴＶ
設備更新工事

茨城県稲敷市 112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

2020/12/4 （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 65,582,000 60,500,000 92.25%

Ｒ２荒川中堤北葛西二
丁目地区護岸改築工事

東京都江戸川区 476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 2020/12/4 岩田地崎建設（株）
北海道札幌市中央区北
２条東１７－２

8430001001789 一般競争入札 有 2,044,086,000 1,897,500,000 92.83%

Ｒ２国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良他工
事

東京都八王子市 208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

2020/12/4 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

4100001014101 一般競争入札 有 214,115,000 212,300,000 99.15%

Ｒ２大前護岸工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 196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 2020/12/4 （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 97,295,000 89,870,000 92.37%

Ｒ１多摩川下流河道整
正工事

東京都世田谷区 ～ 東
京都大田区

108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

2020/12/7 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 178,827,000 164,450,000 91.96%

Ｒ２利根川右岸森戸地
区上流築堤工事

千葉県銚子市 205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

2020/12/7 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

4050001021490 公募型指名競争入札 有 264,660,000 238,700,000 90.19%

Ｒ２横浜国道事務所管
内改築区間改良その５
工事

神奈川県藤沢市 ～ 神
奈川県秦野市

114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

2020/12/7 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 196,592,000 181,500,000 92.32%

Ｒ２長野国道管内道路
照明灯改修工事

長野県上水内郡飯綱町
～ 長野県松本市

205日間 電気設備工事 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

2020/12/7 （株）ＴＯＳＹＳ
長野県長野市若穂綿内
字東山１１０８－５

8100001002894 一般競争入札 有 177,573,000 172,700,000 97.26%

Ｒ２国道５０号新川島
橋上部その２工事

茨城県筑西市 539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

2020/12/8
宮地エンジニアリング
（株）

東京都中央区日本橋富
沢町９－１９

3010001084864 一般競争入札 有 793,793,000 724,988,000 91.33%

Ｒ１越辺川出張所非常
用発電設備設置工事

埼玉県東松山市 108日間
受変電設備工
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

2020/12/8 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町
２８５

9070001008531 公募型指名競争入札 有 47,355,000 43,670,000 92.22%

Ｒ２利根川右岸森戸地
区下流築堤工事

千葉県銚子市 204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

2020/12/8 萩原土建（株）
千葉県山武郡芝山町大
里１５５３－３

4040001061315 公募型指名競争入札 有 255,508,000 229,922,000 89.99%

Ｒ２大宮国道本庄道路
倉庫新築その他工事

群馬県高崎市 240日間 建築工事 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

2020/12/9 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

4070001000237 公募型指名競争入札 有 146,740,000 133,100,000 90.70%

Ｒ２千葉出張所管内緑
地管理工事

千葉県千葉市 111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

2020/12/10 植忠造園土木（株）
千葉県千葉市中央区道
場北２－１８－９

4040001000743 一般競争入札 有 62,755,000 58,300,000 92.90%

Ｒ２横浜湘南道路藤沢
地区改良その４工事

神奈川県藤沢市 260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

2020/12/14 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

4140001058111 一般競争入札 有 422,147,000 394,350,000 93.42%

Ｒ２中部横断道柳島舗
装工事

山梨県南巨摩郡南部町 227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

2020/12/15 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

2010001024490 一般競争入札 有 214,896,000 212,300,000 98.79%

Ｒ２昭和ポンプ更新他
工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

227日間 機械設備工事
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 2020/12/15 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 59,752,000 59,400,000 99.41%

Ｒ２国道１７号小八木
地区外電線共同溝工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県前橋市

258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 2020/12/16 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 公募型指名競争入札 有 233,068,000 226,600,000 97.22%

Ｒ２国道６号牛久土浦
ＢＰ牛久地区改良工事

茨城県牛久市 257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

2020/12/17 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

7040001017215 一般競争入札 有 282,040,000 262,900,000 93.21%

Ｒ２中部横断道身延地
区区画線設置工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

194日間 塗装工事 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

2020/12/18 協和産業（株）
山梨県甲府市丸の内２
－７－１６

5090001000531 一般競争入札 有 25,872,000 24,640,000 95.24%
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Ｒ２国道１６号姉崎海
岸－北袖舗装修繕工事

千葉県市原市 ～ 千葉
県袖ヶ浦市

194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

2020/12/18 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 437,393,000 398,090,000 91.01%

Ｒ２国道５０号寺崎電
線共同溝工事

茨城県笠間市 343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

2020/12/22 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 181,852,000 163,790,000 90.07%

Ｒ２岩瀬国道管内区画
線設置他工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県桜川市

129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

2020/12/22 ライナー建設（株）
茨城県下妻市堀篭１４
７１－１

6050001013445 公募型指名競争入札 有 64,372,000 58,850,000 91.42%

Ｒ２月夜野道路情報
ターミナル建築改修そ
の他工事

群馬県利根郡みなかみ
町

97日間 建築工事 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 2020/12/23 （株）兵藤工務店
群馬県渋川市中郷４４
２

9070001017887 公募型指名競争入札 有 22,066,000 21,230,000 96.21%

Ｒ２国道１６号八日町
地下駐車場機械設備修
繕工事

東京都八王子市 189日間 機械設備工事 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

2020/12/23 ＪＦＥテクノス（株）
神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

2020001016727 一般競争入札 有 51,282,000 47,300,000 92.24%

Ｒ２下館管内電気設備
設置工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県つくば市

250日間
受変電設備工
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

2020/12/24 （株）明興テクノス
鹿児島県鹿児島市小松
原１－１０－８

9340001004305 一般競争入札 有 185,735,000 167,695,000 90.29%

Ｒ２高崎管内道路情報
表示設備設置工事

群馬県安中市 188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 2020/12/24 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

1130001038463 公募型指名競争入札 有 61,523,000 57,530,000 93.51%

Ｒ２鹿嶋国道管内区画
線設置他工事

茨城県潮来市 ～ 茨城
県鹿嶋市

188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

2020/12/24 （株）アイ・ロード
茨城県水戸市河和田町
４３７９－９２

8050001001811 公募型指名競争入札 有 35,849,000 33,000,000 92.05%

Ｒ２国道２０号八王子
南ＢＰ寺田地区改良そ
の１１工事

東京都八王子市 249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

2020/12/25 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 291,258,000 269,500,000 92.53%

Ｒ２国道１８号長野東
ＢＰ防護柵設置他工事

長野県長野市 96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

2020/12/25 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

1100001000608 一般競争入札 有 95,865,000 91,080,000 95.01%


