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Ｒ２荒川左岸大間地区
自然再生工事

埼玉県鴻巣市 149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

2021/2/1 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 一般競争入札 有 196,647,000 192,500,000 97.89%

Ｒ２東関道南高岡地区
改良工事

茨城県行方市 241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

2021/2/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 294,602,000 266,640,000 90.51%

Ｒ２国道６号言問橋舗
装補修工事

東京都特別区 350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

2021/2/3 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 243,617,000 222,200,000 91.21%

Ｒ２西湘海岸潜水突堤
作業基盤整備その２工
事

神奈川県中郡大磯町 146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

2021/2/4 （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 312,488,000 281,919,000 90.22%

Ｒ２国道１３９号富士
北麓（２）電線共同溝
その７工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

385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

2021/2/5 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 125,488,000 118,580,000 94.50%

Ｒ２国道２４６号三宿
地区舗装修繕工事

東京都世田谷区 266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

2021/2/5
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

6220001002307 一般競争入札 有 204,039,000 185,350,000 90.84%

Ｒ２国道１９号生坂村
生坂地区舗装修繕他工
事

長野県東筑摩郡生坂村 204日間
アスファルト
舗装工事

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

2021/2/8 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 187,110,000 172,150,000 92.00%

Ｒ２横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ　Ｅランプ橋他床
版工事

神奈川県横浜市 416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

2021/2/8 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

4140001058111 一般競争入札 有 627,682,000 616,000,000 98.14%

Ｒ２国道２０号吉野地
区外防災その４工事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

263日間 法面処理工事 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

2021/2/8 大野建設（株）
神奈川県愛甲郡愛川町
中津４０７１－１

7021001020722 公募型指名競争入札 有 392,216,000 362,230,000 92.35%

Ｒ２国道６号柏（２）
地区（その２）電線共
同溝工事

千葉県柏市 233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

2021/2/9 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 187,583,000 172,700,000 92.07%

Ｒ２北浦右岸釜谷地区
特殊堤防整備工事

茨城県潮来市 141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 2021/2/9 福井建設（株）
茨城県石岡市茨城３－
１７－４

4050001011871 公募型指名競争入札 有 44,000,000 44,000,000 100.00%

Ｒ２新４号春日部古河
ＢＰ幸主跨道橋改良他
工事

茨城県猿島郡五霞町 409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

2021/2/9 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－２

6050001030449 公募型指名競争入札 有 440,748,000 398,585,000 90.43%

Ｒ２荒川左岸早瀬地区
堤防強化外工事

埼玉県戸田市 141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 2021/2/9 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 154,132,000 150,700,000 97.77%

Ｒ２荒川下流小台地区
高規格堤防地盤改良工
事

東京都足立区 322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 2021/2/9 多田建設（株）
東京都江東区亀戸１－
３９－７

7010601004722 一般競争入札 有 196,955,000 184,800,000 93.83%

Ｒ２国道１６号市原地
区（その１）電線共同
溝工事

千葉県市原市 233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

2021/2/9 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 289,751,000 267,300,000 92.25%

Ｒ２鶴見川下末吉河道
掘削工事

神奈川県横浜市 141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

2021/2/9 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

6010401076946 公募型指名競争入札 有 179,630,000 176,000,000 97.98%

Ｒ２国道１８号坂城更
埴ＢＰ稲荷山地区改良
４工事

長野県千曲市 ～ 長野
県長野市

289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

2021/2/10 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 253,286,000 227,700,000 89.90%

Ｒ２国道５１号神宮橋
架替鹿嶋側橋梁下部そ
の１工事

茨城県鹿嶋市 779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

2021/2/10 戸田建設（株）
東京都中央区八丁堀２
－８－５

6010001034874 一般競争入札 有 3,048,639,000 2,806,980,000 92.07%

Ｒ２国道１７号渋川西
ＢＰ金井跨道橋外上部
工事

群馬県渋川市 414日間 鋼橋上部工事 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 2021/2/10
三井住友建設鉄構エン
ジニアリング（株）

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１　ＷＢＧ
マリブイースト棟２９

8040001073133 一般競争入札 有 405,548,000 367,950,000 90.73%

Ｒ２国道５１号神宮橋
架替鹿嶋側橋梁下部そ
の２工事

茨城県鹿嶋市 779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

2021/2/10 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 2,266,594,000 2,090,396,000 92.23%

Ｒ２荒川上流河川事務
所庁舎建築改修その他
工事

埼玉県川越市 202日間 建築工事 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

2021/2/10 日清建設（株）
埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

5030001002517 公募型指名競争入札 有 68,200,000 65,670,000 96.29%

Ｒ２国道２４６号上草
柳電線共同溝工事

神奈川県大和市 414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

2021/2/10 （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 223,190,000 200,200,000 89.70%

Ｒ３渡良瀬川左岸河川
維持工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

412日間 維持修繕工事
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

2021/2/12 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 143,385,000 130,130,000 90.76%

Ｒ２多摩平宿舎排水設
備改修他工事

東京都日野市 42日間
暖冷房衛生設
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

2021/2/12 （株）新和
東京都八王子市長房町
１５２９－５

7010101001815 公募型指名競争入札 有 5,544,000 5,500,000 99.21%

Ｒ２国道２０号下諏訪
岡谷ＢＰ山田トンネル
工事

長野県諏訪郡下諏訪町
～ 長野県岡谷市

718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

2021/2/12 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１
－２５－１

4011101011880 一般競争入札 有 3,733,862,000 3,436,290,000 92.03%

Ｒ３目吹管内左岸河川
維持工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

412日間 維持修繕工事
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

2021/2/12 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 121,957,000 108,900,000 89.29%

Ｒ２荒川左岸秋ヶ瀬Ｓ
Ｙ土砂改良工事

埼玉県さいたま市 221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

2021/2/12 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 287,595,000 259,600,000 90.27%

Ｒ３守谷管内右岸河川
維持工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
我孫子市

409日間 維持修繕工事
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

2021/2/15 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 79,299,000 70,510,000 88.92%

Ｒ２西浦右岸本新島上
流地区波浪対策護岸工
事

茨城県稲敷市 135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 2021/2/15 （株）伊藤建設
茨城県稲敷郡美浦村大
谷４５３－１

3050001010197 公募型指名競争入札 有 113,520,000 102,850,000 90.60%
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Ｒ２国道１８号坂城更
埴ＢＰ塩崎地区改良６
工事

長野県長野市 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

2021/2/15 （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 424,578,000 385,330,000 90.76%

Ｒ３熊谷管内上流維持
管理工事

埼玉県熊谷市 409日間 維持修繕工事 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

2021/2/15 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

9030001060412 一般競争入札 有 115,544,000 98,967,000 85.65%

Ｒ２国道１号矢沢高架
橋外耐震補強他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

227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

2021/2/15 ＭＲテクノス（株）
神奈川県横浜市旭区南
本宿町１３３－３

1020001035843 一般競争入札 有 200,970,000 183,700,000 91.41%

警視庁第二機動隊（２
０）建築改修その他工
事

東京都江戸川区 303日間 建築工事 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

2021/2/15
（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 200,860,000 190,300,000 94.74%

Ｒ２国道２４６号厚木
秦野道路鈴川橋上部工
事

神奈川県伊勢原市 256日間 鋼橋上部工事 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

2021/2/15
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 269,258,000 244,200,000 90.69%

Ｒ２横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ下部その２工事

神奈川県横浜市 226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

2021/2/16 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 321,816,000 294,470,000 91.50%

Ｒ２横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ下部その３工事

神奈川県横浜市 408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

2021/2/16 （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 438,779,000 401,170,000 91.43%

Ｒ３西浦和管内右岸維
持管理工事

埼玉県富士見市 408日間 維持修繕工事 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

2021/2/16 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

4030001045368 一般競争入札 有 189,200,000 173,800,000 91.86%

Ｒ２国道２４６号赤坂
見附陸橋耐震補強他工
事

東京都特別区 349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

2021/2/16
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

5010601000905 公募型指名競争入札 有 293,062,000 292,600,000 99.84%

Ｒ２内手川砂防堰堤群
管理用道路工事

群馬県高崎市 226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 2021/2/16 （株）飯塚組
群馬県北群馬郡吉岡町
大字大久保２２７９－
２

4070001017504 公募型指名競争入札 有 148,324,000 143,000,000 96.41%

Ｒ２横環南戸塚ＩＣ改
良その３工事

神奈川県横浜市 408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

2021/2/16 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 384,065,000 349,800,000 91.08%

Ｒ２鳥山川左岸鳥山町
低水護岸工事

神奈川県横浜市 366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

2021/2/17 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

9020001021167 公募型指名競争入札 有 225,775,000 216,700,000 95.98%

Ｒ３越辺川管内維持管
理工事

埼玉県東松山市 407日間 維持修繕工事 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

2021/2/17 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ケ谷戸４８９

9030001056550 一般競争入札 有 168,861,000 148,280,000 87.81%

Ｒ３西浦和管内左岸維
持管理工事

埼玉県さいたま市 407日間 維持修繕工事 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

2021/2/17 （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 261,404,000 238,700,000 91.31%

Ｒ３熊谷管内下流維持
管理工事

埼玉県鴻巣市 407日間 維持修繕工事 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

2021/2/17 （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 100,727,000 88,330,000 87.69%

Ｒ３入間川管内維持管
理工事

埼玉県川越市 407日間 維持修繕工事 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

2021/2/17 初雁興業（株）
埼玉県川越市大字鯨井
１７０５－２

9030001055395 一般競争入札 有 145,321,000 143,000,000 98.40%

長野地方検察庁佐久支
部（２０）建築改修そ
の他工事

長野県佐久市 197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

2021/2/17 サク塗装（株）
長野県佐久市長土呂７
９３－２０

3100001007213 公募型指名競争入札 有 37,543,000 35,750,000 95.22%

Ｒ２常陸管内気象観測
設備設置工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県常陸大宮市

132日間 通信設備工事 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

2021/2/18 田中電気（株）
東京都千代田区外神田
１－１５－１３

2010001022478 一般競争入札 有 28,831,000 26,950,000 93.48%

Ｒ２圏央道坂東地区改
良その３工事

茨城県坂東市 311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

2021/2/19 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 290,202,000 271,645,000 93.61%

Ｒ２国道４号越谷
（２）電線共同溝工事

埼玉県越谷市 399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

2021/2/19 大林道路（株）
東京都千代田区神田猿
楽町２－８－８

4010601028815 通常型指名競争入札 有 297,737,000 268,928,000 90.32%

Ｒ２国道４号杉戸
（３）電線共同溝工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町 399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

2021/2/19 （株）ガイアート
東京都新宿区新小川町
８－２７

8011101004344 通常型指名競争入札 有 280,269,000 252,780,000 90.19%

Ｒ２圏央道江川橋上部
工事

茨城県坂東市 416日間 鋼橋上部工事 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

2021/2/19 （株）駒井ハルテック
大阪府大阪市西区立売
堀４－２－２１

2120001028927 一般競争入札 有 338,162,000 305,910,000 90.46%

上尾法務出張所庁舎
（２０）機械設備改修
その他工事

埼玉県上尾市 361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

2021/2/22
（株）協同エンジニア
リング

埼玉県狭山市上奥富新
堀９７

6030001026226 公募型指名競争入札 有 32,109,000 31,687,700 98.69%

Ｒ２国道１５号銀座地
区外舗装修繕工事

東京都中央区 ～ 東京
都大田区

352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

2021/2/22 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 197,516,000 176,550,000 89.39%

Ｒ２国道４号草加
（５）電線共同溝工事

埼玉県草加市 396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

2021/2/22 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 通常型指名競争入札 有 253,825,000 228,250,000 89.92%

Ｒ２常陸管内ＣＣＴＶ
設備設置工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県日立市

126日間 通信設備工事 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

2021/2/24
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 56,034,000 49,940,000 89.12%

Ｒ２圏央道菅谷跨道橋
上部工事

茨城県坂東市 257日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2021/2/24
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 140,173,000 127,600,000 91.03%

Ｒ２横浜湘南道路小雀
高架橋上部その２工事

神奈川県横浜市 217日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2021/2/25
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 171,545,000 155,540,000 90.67%

Ｒ２国道２４６号渋谷
地区外舗装修繕工事

東京都渋谷区 ～ 東京
都世田谷区

349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

2021/2/25 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 210,991,000 198,000,000 93.84%
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Ｒ２国道６号新宿拡幅
舗装補修他工事

東京都葛飾区 34日間 維持修繕工事 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 2021/2/25 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 81,026,000 72,050,000 88.92%

Ｒ２国道２０号甲斐電
線共同溝その８工事

山梨県甲斐市 330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

2021/2/26 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

6090001002675 一般競争入札 有 116,149,000 115,500,000 99.44%


