
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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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｒ２東関道両宿地区改
良他工事

茨城県行方市 450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

2021/1/5 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 一般競争入札 有 256,135,000 233,200,000 91.05%

Ｒ２横環南戸塚ＩＣ跨
道橋上部工事

神奈川県横浜市 418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

2021/1/6 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 270,127,000 268,301,000 99.32%

旧労働会館（２０）構
内整備工事

東京都文京区 510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

2021/1/6 （株）前田産業
熊本県熊本市南区野田
３－１３－１

2330001004304 一般競争入札 有 558,910,000 521,620,000 93.33%

Ｒ２利根川下流管内直
流電源装置更新工事

茨城県龍ヶ崎市 252日間
受変電設備工
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

2021/1/6 サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－
６－３

3030001045666 公募型指名競争入札 有 33,319,000 31,460,000 94.42%

Ｒ２庄和排水機場ポン
プ設備改良等工事

埼玉県春日部市 1149日間 機械設備工事 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 2021/1/6 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町
１１－１

1010801001748 一般競争入札 有 3,016,200,000 3,003,000,000 99.56%

Ｒ２荒川左岸治水橋橋
梁部対策工事

埼玉県さいたま市 449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

2021/1/6 （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 545,776,000 528,000,000 96.74%

Ｒ２横浜国道事務所管
内トンネル照明設備更
新工事

神奈川県伊勢原市 ～
神奈川県横浜市

389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

2021/1/7 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 164,736,000 150,150,000 91.15%

Ｒ２国道１３９号鳴沢
電線共同溝その１工事

山梨県南都留郡鳴沢村 236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

2021/1/7 （株）大森工務所
山梨県富士吉田市とき
わ台１－４－５

2090001009583 一般競争入札 有 190,366,000 178,200,000 93.61%

Ｒ２東関道行方鉾田地
区環境整備工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県鉾田市

236日間 維持修繕工事 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

2021/1/7 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 202,367,000 200,200,000 98.93%

Ｒ２国道５１号東金山
橋上部工事

千葉県成田市 354日間 鋼橋上部工事 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

2021/1/8 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 270,281,000 266,310,000 98.53%

Ｒ２東関道潮来地区環
境整備工事

茨城県潮来市 235日間 維持修繕工事 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

2021/1/8 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 274,329,000 253,000,000 92.23%

Ｒ２国道１５号川崎地
区外舗装その他工事

神奈川県川崎市 173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

2021/1/8 成友興業（株）
東京都あきる野市草花
１１４１－１

5013101000994 公募型指名競争入札 有 213,587,000 211,200,000 98.88%

Ｒ２関東技術構内照明
設備設置工事

千葉県松戸市 72日間 電気設備工事 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

2021/1/12 （株）協雄電設
千葉県松戸市五香西５
－４０－１

7040001035233 公募型指名競争入札 有 21,472,000 16,065,500 74.82%

Ｒ２国道２０号甲府住
吉電線共同溝その１工
事

山梨県甲府市 231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

2021/1/12 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 167,442,000 165,000,000 98.54%

Ｒ２国道１６号貝渕
（４）電線共同溝工事

千葉県木更津市 197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

2021/1/12 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町２－１３－６

6010001052042 一般競争入札 有 292,402,000 264,990,000 90.63%

Ｒ２甲府・峡南国道出
張所管内橋梁補修他工
事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

199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

2021/1/12 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町
上八木沢９８

4090001012313 一般競争入札 有 218,911,000 217,800,000 99.49%

富士川地方合同庁舎
（仮称）（２０）機械
設備工事

山梨県南巨摩郡富士川
町

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 2021/1/14 大成設備（株）
東京都新宿区西新宿２
－６－１

5011101011888 一般競争入札 有 425,150,000 397,100,000 93.40%

富士川地方合同庁舎
（仮称）（２０）電気
設備工事

山梨県南巨摩郡富士川
町

684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 2021/1/15 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 326,260,000 300,850,000 92.21%

Ｒ２藤原ダムスライド
ゲート設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町

798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

2021/1/15 佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町
鉾木２２０

3230001006466 一般競争入札 有 83,611,000 83,600,000 99.99%

富士川地方合同庁舎
（仮称）（２０）建築
その他工事

山梨県南巨摩郡富士川
町

679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 2021/1/20 （株）安藤・間
東京都港区赤坂６－１
－２０

2010401051696 一般競争入札 有 1,322,200,000 1,246,630,000 94.28%

千葉労災介護施設（２
０）電気設備改修工事

千葉県四街道市 175日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所
東京第二営繕事務所
長　原田　和幸

東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2021/1/22 勝田電設工業（株）
東京都江戸川区春江町
２－１４－３

4011701002148 公募型指名競争入札 有 24,585,000 22,000,000 89.49%

Ｒ２荒川下流河川事務
所空気調和設備改修そ
の他工事

東京都北区 68日間
暖冷房衛生設
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 2021/1/22 酒井工業（株）
東京都文京区大塚６－
１１－１２

9010001002993 一般競争入札 有 46,354,000 31,460,000 67.87%

栃木公共職業安定所
（２０）構内整備工事

栃木県栃木市 181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

2021/1/26 柴田工業（株）
栃木県宇都宮市駒生町
８０５－３

5060001002191 公募型指名競争入札 有 36,641,000 33,770,000 92.16%

Ｒ２国道１２７号南無
谷外トンネル非常警報
設備設置工事

千葉県南房総市 ～ 千
葉県松戸市

217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

2021/1/26 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

4030001036755 公募型指名競争入札 有 119,614,000 110,000,000 91.96%

Ｒ２多摩川右岸本町築
堤護岸工事

神奈川県川崎市 155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

2021/1/26
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区五番町
４－７

4010001008731 一般競争入札 有 264,231,000 238,590,000 90.30%

Ｒ２旧大泉出張所改修
工事

東京都練馬区 63日間 建築工事
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

2021/1/27 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

2010001024490 公募型指名競争入札 有 8,976,000 7,700,000 85.78%

Ｒ２国道５２号峡南地
区耐震補強他工事

山梨県南巨摩郡身延町 183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

2021/1/28 加藤建設（株）
山梨県南巨摩郡南部町
十島６５－３

7090001012244 一般競争入札 有 237,952,000 233,200,000 98.00%

Ｒ２国道４号東埼玉道
路大落古利根川側道橋
下部その６工事

埼玉県越谷市 426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

2021/1/29 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

1010001008742 公募型指名競争入札 有 301,763,000 273,570,000 90.66%

Ｒ２国道４号東埼玉道
路中川連絡線橋下部そ
の３工事

埼玉県春日部市 426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

2021/1/29 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

7050001004071 公募型指名競争入札 有 301,675,000 269,500,000 89.33%
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Ｒ２国道１６号市原地
区（その２）電線共同
溝工事

千葉県市原市 244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

2021/1/29 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 207,053,000 191,950,000 92.71%


