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Ｒ３・４大月道路維持
工事

山梨県大月市 729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

2021/4/1 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

4090001008360 一般競争入札 有 274,318,000 269,500,000 98.24%

Ｒ３・４甲府道路維持
工事

山梨県甲府市 729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

2021/4/1 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 287,474,000 286,880,000 99.79%

Ｒ３・４峡南道路維持
工事

山梨県南巨摩郡身延町 729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

2021/4/1 （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 250,822,000 247,500,000 98.68%

Ｒ３・４大宮国道道路
清掃作業（大宮・熊
谷）

埼玉県さいたま市 729日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
阿部　俊彦

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2021/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

4010401023355 一般競争入札 有 102,828,000 101,200,000 98.42%

Ｒ３・４・５亀有緑地
管理工事

東京都特別区 1095日間 造園工事 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

2021/4/1 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷六丁目番２１
番１１号

5040001007234 一般競争入札 有 244,464,000 231,990,000 94.90%

Ｒ３那珂導水路管内維
持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県東茨城郡茨城町

364日間 維持修繕工事
霞ヶ浦導水工事事務
所

霞ヶ浦導水工事事務
所長　小池　聖彦

茨城県土浦市下高津2-
1-3

2021/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市堀町１１
０８－８

5050001000130 一般競争入札 有 33,308,000 31,350,000 94.12%

Ｒ３・４多摩川上流維
持管理工事

東京都昭島市 ～ 東京
都羽村市

729日間 維持修繕工事 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

2021/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門１－
３－１

7010401008196 一般競争入札 有 207,724,000 201,960,000 97.23%

Ｒ３釜無川出張所管内
砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
植野　利康

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2021/4/1 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

2090001005095 一般競争入札 有 15,906,000 14,960,000 94.05%

Ｒ３白州出張所管内砂
防整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
植野　利康

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2021/4/1 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

8090001011204 一般競争入札 有 15,686,000 14,850,000 94.67%

Ｒ３目吹守谷管内堤防
強化関連整備工事

茨城県守谷市 ～ 千葉
県野田市

364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

2021/4/1 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 95,557,000 88,000,000 92.09%

Ｒ３・４水海道管内維
持管理工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

729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

2021/4/1 大坂建鋼（株）
茨城県常総市国生１４
４８

1050001030049 一般競争入札 有 181,511,000 157,630,000 86.84%

Ｒ３・４藤代管内維持
管理工事

茨城県取手市 ～ 茨城
県つくばみらい市

729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

2021/4/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 172,381,000 162,800,000 94.44%

Ｒ３・Ｒ４日野出張所
管内維持工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

729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

2021/4/1 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 347,138,000 338,250,000 97.44%

Ｒ３・４藤原ダム維持
工事

群馬県利根郡みなかみ
町

729日間 維持修繕工事
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　佐々木
智之

群馬県前橋市元総社町
593-1

2021/4/1 須田建設（株）
群馬県利根郡みなかみ
町湯原４５

6070001023203 一般競争入札 有 48,884,000 46,750,000 95.63%

Ｒ３・４安食管内維持
工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県印旛郡栄町

729日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　内堀　寿美男

千葉県香取市佐原イ
4149

2021/4/1 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 205,282,000 192,940,000 93.99%

Ｒ３・４金江津管内維
持工事

茨城県稲敷郡河内町 729日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　内堀　寿美男

千葉県香取市佐原イ
4149

2021/4/1 栄産業（株） 千葉県印西市泉８１ 3040001043652 一般競争入札 有 142,164,000 135,300,000 95.17%

Ｒ３圏央道つくば地区
外環境整備工事

茨城県つくば市 ～ 茨
城県牛久市

364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

2021/4/1 大坂建鋼（株）
茨城県常総市国生１４
４８

1050001030049 一般競争入札 有 149,446,000 137,500,000 92.01%

Ｒ３・４矢板出張所管
内清掃作業

栃木県那須郡那須町 ～
栃木県矢板市

729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

2021/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 38,456,000 37,950,000 98.68%

Ｒ３・４国分寺・小山
出張所管内清掃作業

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県小山市

729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

2021/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 80,212,000 79,200,000 98.74%

Ｒ３・４久慈川下流管
内（里川）維持管理工
事

茨城県常陸太田市 729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

2021/4/1 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
‐６‐７

6050001023147 一般競争入札 有 116,578,000 112,750,000 96.72%

Ｒ３品木ダム管内補修
工事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡中之条町

364日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
品木ダム水質管理所
長　岩崎　辰志

群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2021/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－１
３２

3070001023809 一般競争入札 有 17,259,000 16,500,000 95.60%

Ｒ３・４・５神奈川出
張所管内維持工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

1095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

2021/4/1 （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 448,030,000 446,600,000 99.68%

Ｒ３八ッ場ダム管内整
備工事

群馬県吾妻郡長野原町 364日間 維持修繕工事
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　佐々木
智之

群馬県前橋市元総社町
593-1

2021/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－１
３２

3070001023809 一般競争入札 有 32,230,000 28,600,000 88.74%

Ｒ３・４・５湘南出張
所管内維持工事

神奈川県中郡大磯町 1095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

2021/4/1
（株）エス・ケイ・
ディ

神奈川県平塚市四之宮
１－８－５６

8021001036643 一般競争入札 有 303,545,000 292,600,000 96.39%

Ｒ３・４岩瀬国道管内
維持工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県筑西市

729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

2021/4/1 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 334,774,000 306,900,000 91.67%

Ｒ３・４鹿嶋国道管内
維持工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県鹿嶋市

729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

2021/4/1 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

7050001004071 一般競争入札 有 333,696,000 303,600,000 90.98%

Ｒ３圏央道環境整備他
工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城
県つくば市

364日間 維持修繕工事 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

2021/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 270,259,000 250,800,000 92.80%

Ｒ３・４水戸管内（那
珂川・涸沼川）維持管
理工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県東茨城郡大洗町

729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

2021/4/1 （株）柳田組
茨城県東茨城郡茨城町
小鶴１３５７－３

2050001002914 一般競争入札 有 101,970,000 97,900,000 96.01%

Ｒ３東京外環道環境整
備工事

東京都世田谷区 ～ 東
京都三鷹市

364日間 維持修繕工事
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

2021/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 183,788,000 180,400,000 98.16%
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Ｒ３・４・５大宮維持
工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川越市

1095日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
阿部　俊彦

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2021/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 547,250,000 543,400,000 99.30%

Ｒ３・４鹿嶋国道管内
緑地管理工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県鹿嶋市

698日間 造園工事 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

2021/4/1 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

1050001004696 一般競争入札 有 66,330,000 62,260,000 93.86%

Ｒ３・４・５品川維持
工事

東京都特別区 1095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

2021/4/1 新光建設（株）
神奈川県横浜市港北区
大豆戸町３５９

4020001020421 一般競争入札 有 637,417,000 624,030,000 97.90%

Ｒ３・４・５亀有維持
工事

東京都特別区 1095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

2021/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 621,885,000 620,400,000 99.76%

Ｒ３・４宮ヶ瀬ダム周
辺維持工事

神奈川県相模原市 ～
神奈川県愛甲郡清川村

729日間 維持修繕工事
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

2021/4/1 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ケ谷３０４１

4021001020675 一般競争入札 有 282,700,000 261,800,000 92.61%

Ｒ３荒川上流光ケーブ
ル維持工事

埼玉県川越市 364日間 通信設備工事 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

2021/4/1 （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 44,693,000 43,450,000 97.22%

Ｒ３・４国道２９８号
維持工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川口市

729日間 維持修繕工事 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

2021/4/1 （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 358,688,000 335,500,000 93.54%

Ｒ３・４那珂管内（那
珂川）維持管理工事

茨城県常陸大宮市 ～
茨城県東茨城郡城里町

729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

2021/4/1 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

8050001026817 一般競争入札 有 149,908,000 149,512,000 99.74%

Ｒ３・４薗原ダム維持
工事

群馬県沼田市 729日間 維持修繕工事
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　佐々木
智之

群馬県前橋市元総社町
593-1

2021/4/1 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

1070001023109 一般競争入札 有 79,530,000 77,000,000 96.82%

Ｒ３・４上田出張所管
内維持工事

長野県上田市 ～ 長野
県小諸市

729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

2021/4/1 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

8100001010352 一般競争入札 有 287,837,000 282,700,000 98.22%

Ｒ３・４松戸河川維持
工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県流山市

729日間 維持修繕工事 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 2021/4/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 297,242,000 278,630,000 93.74%

Ｒ３・４東京国道管内
道路照明設備他点検維
持工事

東京都特別区 729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

2021/4/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 303,468,000 297,000,000 97.87%

Ｒ３国道１７号上尾道
路外環境整備工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県鴻巣市

364日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
阿部　俊彦

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2021/4/1 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 239,261,000 217,800,000 91.03%

Ｒ３・４川俣ダム管内
維持工事

栃木県日光市 729日間 維持修繕工事
鬼怒川ダム統合管理
事務所

鬼怒川ダム統合管理
事務所長　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2021/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

7060001008963 一般競争入札 有 52,646,000 52,250,000 99.25%

Ｒ３・４日立国道管内
緑地管理工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

698日間 造園工事 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

2021/4/1 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５
－８－６

2050001023662 一般競争入札 有 57,266,000 53,900,000 94.12%

Ｒ３・４岩瀬国道管内
緑地管理工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県筑西市

698日間 造園工事 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

2021/4/1 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

6050001009716 一般競争入札 有 57,200,000 53,680,000 93.85%

Ｒ３川俣管内堤防強化
関連整備工事

埼玉県行田市 ～ 埼玉
県羽生市

364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

2021/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市下小林町
６２－１

5070001018732 一般競争入札 有 150,931,000 148,500,000 98.39%

Ｒ３東京国道管内道路
改良他工事

東京都中央区 ～ 東京
都渋谷区

364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

2021/4/1 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 220,649,000 193,600,000 87.74%

Ｒ３・４・５千葉・
酒々井・木更津道路清
掃作業

千葉県千葉市 ～ 千葉
県印旛郡酒々井町

1095日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
小島　昌希

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2021/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 161,370,000 161,040,000 99.80%

Ｒ３八斗島管内左岸河
川維持工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

364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

2021/4/1 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 94,402,000 84,150,000 89.14%

Ｒ３早川出張所管内砂
防整備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
植野　利康

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2021/4/1 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

3090001012025 一般競争入札 有 16,643,000 16,170,000 97.16%

Ｒ３・４久慈川上流管
内（山田川）維持管理
工事

茨城県常陸太田市 729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

2021/4/1 珂北開発（株）
茨城県常陸太田市花房
町５１－１

7050001026603 一般競争入札 有 121,902,000 121,000,000 99.26%

Ｒ３・４・５木更津出
張所管内維持工事

千葉県木更津市 1095日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
小島　昌希

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2021/4/1 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 559,284,000 549,670,000 98.28%

Ｒ３長野国道事務所管
内道路照明設備維持工
事

長野県長野市 ～ 長野
県上田市

364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

2021/4/1
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６番地

6100001003556 一般競争入札 有 53,339,000 53,020,000 99.40%

Ｒ３・４銚子管内維持
工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県銚子市

729日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　内堀　寿美男

千葉県香取市佐原イ
4149

2021/4/1 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

5050001020979 一般競争入札 有 163,438,000 159,500,000 97.59%

Ｒ３・４・５亀有道路
清掃作業

東京都特別区 1095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

2021/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門１－
３－１

7010401008196 一般競争入札 有 290,532,000 273,900,000 94.28%

Ｒ３・Ｒ４目吹管内右
岸河川維持工事

千葉県野田市 729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

2021/4/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

8030001031389 一般競争入札 有 283,118,000 252,560,000 89.21%

Ｒ３・４大和道路維持
工事

山梨県甲州市 729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

2021/4/1 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田６６７－１

3090001007990 一般競争入札 有 254,672,000 240,900,000 94.59%

Ｒ３・４相俣ダム維持
工事

群馬県利根郡みなかみ
町

729日間 維持修繕工事
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　佐々木
智之

群馬県前橋市元総社町
593-1

2021/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 48,862,000 47,520,000 97.25%
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Ｒ３利根ダム管内光
ケーブル設備維持工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県沼田市

364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　佐々木
智之

群馬県前橋市元総社町
593-1

2021/4/1
ＪＥＳＣＯＳＵＧＡＹ
Ａ（株）

群馬県渋川市吹屋６５
６－３４

7070001001736 一般競争入札 有 18,205,000 15,950,000 87.61%

Ｒ３・４桐生出張所管
内維持工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

729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 2021/4/1 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 307,142,000 297,000,000 96.70%

Ｒ３土浦管内中岸河川
維持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県かすみがうら市

364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 （株）伊藤建設
茨城県稲敷郡美浦村大
谷４５３－１

3050001010197 一般競争入札 有 55,110,000 49,500,000 89.82%

Ｒ３麻生管内上流河川
維持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県小美玉市

364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 （株）二輝建設
茨城県潮来市日の出４
－８－１２

6050001021555 一般競争入札 有 55,088,000 52,360,000 95.05%

Ｒ３・４中川河川維持
工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県越谷市

729日間 維持修繕工事 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 2021/4/1 中央建設（同）
埼玉県さいたま市北区
吉野町１－４１０－８

8030005000828 一般競争入札 有 97,658,000 94,600,000 96.87%

Ｒ３・４中川下流河川
維持工事

東京都葛飾区 ～ 東京
都足立区

729日間 維持修繕工事 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 2021/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門１－
３－１

7010401008196 一般競争入札 有 152,174,000 144,100,000 94.69%

Ｒ３・４・５横浜国道
事務所管内照明施設維
持工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

1095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

2021/4/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 455,730,000 448,800,000 98.48%

Ｒ３八ッ場ダム維持工
事

群馬県吾妻郡長野原町 364日間 維持修繕工事
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　佐々木
智之

群馬県前橋市元総社町
593-1

2021/4/1 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１
１

5070001023906 一般競争入札 有 31,229,000 28,050,000 89.82%

Ｒ３麻生管内下流河川
維持工事

茨城県潮来市 364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 44,924,000 44,660,000 99.41%

Ｒ３鉾田管内右岸河川
維持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県鉾田市

364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 （株）沼田工務店
茨城県鉾田市札１４６
－１

8050001021925 一般競争入札 有 47,234,000 45,650,000 96.65%

Ｒ３鉾田管内左岸河川
維持工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城
県鹿嶋市

364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 藤枝建設（株）
茨城県鉾田市札６７０
－４

9050001021949 一般競争入札 有 48,609,000 46,750,000 96.18%

Ｒ３波崎管内上流河川
維持工事

千葉県香取市 ～ 茨城
県潮来市

364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 （株）茂木工務店
茨城県潮来市辻６６－
３

2050001021625 一般競争入札 有 44,902,000 43,450,000 96.77%

Ｒ３・４五十里ダム管
内維持工事

栃木県日光市 729日間 維持修繕工事
鬼怒川ダム統合管理
事務所

鬼怒川ダム統合管理
事務所長　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2021/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

7060001008963 一般競争入札 有 56,848,000 55,880,000 98.30%

Ｒ３大磯事業地管理工
事

神奈川県中郡大磯町 364日間 造園工事
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 2021/4/1 湘南造園（株）
神奈川県平塚市万田５
９６－１

4021001036655 一般競争入札 有 52,569,000 52,250,000 99.39%

Ｒ３・４川治ダム管内
維持工事

栃木県日光市 729日間 維持修繕工事
鬼怒川ダム統合管理
事務所

鬼怒川ダム統合管理
事務所長　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2021/4/1 （株）栗山山本建設
栃木県日光市日向２４
４

5060001008742 一般競争入札 有 51,436,000 51,260,000 99.66%

Ｒ３・４甲府管内道路
清掃作業

山梨県甲府市 729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

2021/4/1
道路技術サービス
（株）

富山県射水市橋下条５
２７

5230001012776 一般競争入札 有 131,274,000 130,900,000 99.72%

Ｒ３・４日立国道管内
維持工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

729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

2021/4/1 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

6050001023270 一般競争入札 有 360,745,000 354,200,000 98.19%

Ｒ３首都国道管内道路
管理その他工事

千葉県松戸市 364日間 維持修繕工事 首都国道事務所
首都国道事務所長
野笹　隆幸

千葉県松戸市竹ヶ花86 2021/4/1 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 203,335,000 200,200,000 98.46%

Ｒ３ひたち海浜公園樹
林地管理他工事

茨城県ひたちなか市 364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

2021/4/1 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

6050001009716 一般競争入札 有 70,169,000 64,240,000 91.55%

Ｒ３・４碓氷出張所管
内維持工事

群馬県安中市 ～ 群馬
県高崎市

729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 2021/4/1
みなしろ・タルヤ
（共）

群馬県甘楽郡下仁田町
大字中小坂３１０６

- 一般競争入札 有 391,336,000 364,100,000 93.04%

Ｒ３・Ｒ４古河管内上
流部河川維持工事

栃木県下都賀郡野木町
～ 茨城県古河市

729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

2021/4/1 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山
王山２７８－１

9050001018929 一般競争入札 有 138,974,000 121,660,000 87.54%

Ｒ３・Ｒ４守谷管内左
岸河川維持工事

茨城県取手市 ～ 茨城
県守谷市

729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

2021/4/1 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

2050001028199 一般競争入札 有 151,052,000 144,100,000 95.40%

Ｒ３・４熊谷維持工事
埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

729日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
阿部　俊彦

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2021/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 263,087,000 261,800,000 99.51%

Ｒ３・４春日部緑地管
理工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県越谷市

729日間 造園工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
阿部　俊彦

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2021/4/1
埼玉グリーンサービス
（株）

埼玉県川口市大字安行
４９７－７

6030001074919 一般競争入札 有 182,798,000 182,600,000 99.89%

Ｒ３川崎国道事務所管
内東地区環境整備工事

神奈川県川崎市 ～ 東
京都江東区

364日間 維持修繕工事 川崎国道事務所
川崎国道事務所長
宮坂　広志

神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2021/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 144,056,000 128,700,000 89.34%

Ｒ３中部横断自動車道
維持工事

山梨県南巨摩郡身延町 364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

2021/4/1 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 186,516,000 186,450,000 99.96%

Ｒ３・４信州新町出張
所管内維持工事

長野県長野市 ～ 長野
県大町市

729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

2021/4/1 （株）小池組
長野県長野市信州新町
里穂刈４－１

4100001003830 一般競争入札 有 240,042,000 239,800,000 99.90%

Ｒ３・４岡谷維持修繕
出張所管内維持工事

長野県諏訪市 ～ 長野
県岡谷市

729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

2021/4/1 興和工業（株）
長野県岡谷市田中町１
－５－５

5100001019462 一般競争入札 有 241,692,000 236,500,000 97.85%

Ｒ３・４・５保土ヶ谷
出張所管内維持工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

1095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

2021/4/1 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 823,867,000 742,170,000 90.08%



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

Ｒ３・４国分寺出張所
管内維持工事

栃木県宇都宮市 ～ 茨
城県古河市

729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

2021/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 363,726,000 358,600,000 98.59%

Ｒ３利根高浜維持工事
茨城県小美玉市 ～ 茨
城県石岡市

364日間 維持修繕工事
霞ヶ浦導水工事事務
所

霞ヶ浦導水工事事務
所長　小池　聖彦

茨城県土浦市下高津2-
1-3

2021/4/1 （株）鈴徳
千葉県香取市九美上１
２

2040001063585 一般競争入札 有 21,208,000 20,790,000 98.03%

Ｒ３・４氏家管内維持
管理工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県さくら市

729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

2021/4/1 小島土建（株）
栃木県塩谷郡塩谷町風
見１１８８

3060001008810 一般競争入札 有 156,530,000 140,800,000 89.95%

Ｒ３大利根管内堤防強
化関連整備工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

364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

2021/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市下小林町
６２－１

5070001018732 一般競争入札 有 192,566,000 175,450,000 91.11%

Ｒ３・４・５金沢国道
出張所管内維持工事

神奈川県横須賀市 ～
神奈川県横浜市

1095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

2021/4/1 東建設（株）
神奈川県横須賀市池上
３－２－６

1021001039909 一般競争入札 有 429,286,000 426,547,000 99.36%

Ｒ３烏川・神流川維持
工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

364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 2021/4/1 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
３３０９－７

6070001013550 一般競争入札 有 168,619,000 162,800,000 96.55%

Ｒ３昭和維持管理工事
東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

364日間 造園工事
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 2021/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

9010001025697 一般競争入札 有 110,748,000 106,480,000 96.15%

Ｒ３・４多摩川中流維
持管理工事

東京都多摩市 ～ 東京
都府中市

729日間 維持修繕工事 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

2021/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

9010001025697 一般競争入札 有 239,074,000 231,000,000 96.62%

Ｒ３武蔵維持管理工事
埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

364日間 造園工事
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 2021/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

9010001025697 一般競争入札 有 65,274,000 58,740,000 89.99%

Ｒ３波崎管内下流河川
維持工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 56,705,000 54,340,000 95.83%

Ｒ３川崎国道事務所管
内西地区環境整備工事

東京都町田市 ～ 神奈
川県横浜市

364日間 維持修繕工事 川崎国道事務所
川崎国道事務所長
宮坂　広志

神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2021/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 135,597,000 125,400,000 92.48%

Ｒ３土浦管内右岸河川
維持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県稲敷市

364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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/4/1 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３
３－１

3050001025765 一般競争入札 有 60,467,000 57,860,000 95.69%

Ｒ３・４・５品川緑地
管理工事

東京都特別区 1095日間 造園工事 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

2021/4/1 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

2010401025205 一般競争入札 有 372,537,000 335,610,000 90.09%

Ｒ３三郷・吉川河川維
持工事

埼玉県三郷市 ～ 埼玉
県吉川市

364日間 維持修繕工事 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 2021/4/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 179,564,000 170,500,000 94.95%

Ｒ３・４横浜国道事務
所管内道路排水施設等
清掃作業

神奈川県横浜市 729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

2021/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

4010401023355 一般競争入札 有 195,470,000 194,700,000 99.61%

さいたま地方法務局集
中書庫センター（２
１）建築改修その他工

埼玉県さいたま市 285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

2021/4/21 ノムラ建工（株）
埼玉県飯能市緑町１８
－１６

9030001089518 一般競争入札 有 91,630,000 87,450,000 95.44%

千葉地方検察庁一宮支
部（２０）建築改修そ
の他工事

千葉県長生郡一宮町 150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

2021/4/22 （株）ストラクス
千葉県千葉市美浜区高
洲３－１０－１

9040001003601 公募型指名競争入札 有 43,032,000 29,700,000 69.02%

Ｒ２江戸川右岸西関宿
地先堤防整備外工事

埼玉県幸手市 280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 2021/4/26 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

8030001031389 一般競争入札 有 204,512,000 184,470,000 90.20%

Ｒ３国道２４６号厚木
秦野道路管理工事

神奈川県厚木市 ～ 神
奈川県伊勢原市

279日間 造園工事 川崎国道事務所
川崎国道事務所長
宮坂　広志

神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2021/4/27 藤造園建設（株）
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢中町６－７

7020001024304 一般競争入札 有 73,634,000 66,605,000 90.45%

Ｒ２圏央道五霞高架橋
下部その４工事

茨城県猿島郡五霞町 244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

2021/4/28 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

7050001004071 一般競争入札 有 322,366,000 297,000,000 92.13%

Ｒ２国道１７号上武道
路小神明地区改良工事

群馬県前橋市 278日間 一般土木工事 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 2021/4/28 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４
１３－１

5070001017478 一般競争入札 有 281,710,000 254,650,000 90.39%

Ｒ２新三国トンネル照
明設備他新設工事

群馬県利根郡みなかみ
町

216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 2021/4/28 テクノ産業（株）
栃木県宇都宮市中里町
１６７－１

5060001000071 公募型指名競争入札 有 92,532,000 85,140,000 92.01%

Ｒ２圏央道五霞高架橋
下部その２工事

茨城県猿島郡五霞町 244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

2021/4/28 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１
６２５－２

6490001003781 一般競争入札 有 361,658,000 341,000,000 94.29%

千葉運輸支局倉庫（２
１）新営その他工事

千葉県千葉市 337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

2021/4/28 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 325,054,000 310,199,600 95.43%

Ｒ２国道１７号三国防
災永井地区舗装他その
２工事

群馬県利根郡みなかみ
町

276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 2021/4/30 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 243,375,000 218,680,000 89.85%

Ｒ３橋倉川第三砂防堰
堤（２期）外工事

群馬県多野郡神流町 329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 2021/4/30 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

9070001002988 公募型指名競争入札 有 91,102,000 90,200,000 99.01%


