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水戸地方検察庁龍ケ崎
支部（２１）建築改修
その他工事

茨城県龍ヶ崎市 242日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
宇都宮営繕事務所長
斎藤　貴大

栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2021/6/1 水戸土建工業（株）
茨城県水戸市袴塚３－
１０－４１

5050001002548 公募型指名競争入札 有 39,501,000 38,280,000 96.91%

Ｒ３・４横浜国道事務
所管内東地区緑地管理
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

657日間 造園工事 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

2021/6/1 （株）田澤園
神奈川県横浜市南区六
ツ川４－１２３４

5020001013309 一般競争入札 有 174,218,000 150,700,000 86.50%

Ｒ２国道１４４号嬬恋
権限代行改良他工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 302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 2021/6/2 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 公募型指名競争入札 有 430,793,000 393,800,000 91.41%

Ｒ２国道１９号日原西
地区外防災対策工事

長野県長野市 243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

2021/6/2 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村
５５２３

3100001015034 一般競争入札 有 215,446,000 205,150,000 95.22%

Ｒ３国道２４６号市ヶ
尾地区外舗装工事

神奈川県横浜市 281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
宮坂　広志

神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2021/6/2 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 公募型指名競争入札 有 170,291,000 152,350,000 89.46%

Ｒ３西の洲甘田入地区
整備外工事

茨城県稲敷市 302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 2021/6/2 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 115,874,000 108,350,000 93.51%

Ｒ２長野国道管内ＣＣ
ＴＶ設備他設置工事

長野県上田市 ～ 長野
県長野市

242日間 通信設備工事 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

2021/6/3
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 117,535,000 106,260,000 90.41%

Ｒ２利根川下流銚子出
張所管内ＣＣＴＶ設備
工事

千葉県銚子市 242日間 通信設備工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　内堀　寿美男

千葉県香取市佐原イ
4149

2021/6/3
日本テクニカル・サー
ビス（株）

東京都世田谷区池尻３
－１０－３

9010901009056 公募型指名競争入札 有 89,243,000 85,800,000 96.14%

Ｒ２利根川川俣管内土
砂改良工事

埼玉県羽生市 207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

2021/6/4 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 441,980,000 400,906,000 90.71%

Ｒ２江戸川右岸小平地
先堤防整備工事

埼玉県春日部市 241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 2021/6/4 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 276,221,000 249,700,000 90.40%

Ｒ２鬼怒川下流部周辺
整備工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県結城郡八千代町

269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

2021/6/4 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

2050001028199 通常型指名競争入札 有 196,922,000 186,450,000 94.68%

Ｒ３酒々井出張所管内
緑地管理工事

千葉県佐倉市 ～ 千葉
県成田市

175日間 造園工事 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

2021/6/4 造園土木伊藤園（株）
千葉県富里市七栄６５
４－５５

8040001043400 公募型指名競争入札 有 25,289,000 24,728,000 97.78%

Ｒ２多摩川右岸菅野戸
呂築堤他工事

神奈川県川崎市 ～ 東
京都多摩市

241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

2021/6/4 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 225,137,000 202,950,000 90.15%

Ｒ２下館管内電源設備
設置工事

茨城県筑西市 ～ 栃木
県宇都宮市

241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

2021/6/4 南星電機（株）
栃木県鹿沼市東末広町
１９３４－１３

4060001010542 一般競争入札 有 52,591,000 52,250,000 99.35%

Ｒ３国道１号西湘ＢＰ
災害対策工事

神奈川県中郡大磯町 300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

2021/6/4 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 294,074,000 267,300,000 90.90%

Ｒ２神流川高水敷伐開
他工事

群馬県藤岡市 ～ 埼玉
県児玉郡神川町

291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 2021/6/7 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 272,635,000 251,900,000 92.39%

Ｒ３圏央道多古地区函
渠他工事

千葉県香取郡多古町 480日間 一般土木工事 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

2021/6/7 阿部建設（株）
千葉県旭市ニの５２８
番地

2040001061597 公募型指名競争入札 有 192,049,000 173,250,000 90.21%

Ｒ２江戸川右岸金杉地
先基盤整備工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 238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 2021/6/7 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 326,590,000 308,000,000 94.31%

Ｒ３宮ヶ瀬ダム堆積土
砂搬出工事

神奈川県相模原市 273日間 一般土木工事
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

2021/6/7 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 131,879,000 118,800,000 90.08%

Ｒ３圏央道多古地区改
良その２工事

千葉県香取郡多古町 266日間 一般土木工事 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

2021/6/7 阿部建設（株）
千葉県旭市ニの５２８
番地

2040001061597 公募型指名競争入札 有 134,530,000 123,530,000 91.82%

Ｒ３国道４号宮の内２
丁目交差点改良工事

栃木県宇都宮市 266日間
アスファルト
舗装工事

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

2021/6/7 フジタ道路（株）
東京都中央区晴海１－
８－１０

7010001034923 一般競争入札 有 333,223,000 301,290,000 90.42%

筑波産学連携センター
海外宿泊棟（２１）機
械設備改修その他工事

茨城県つくば市 220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

2021/6/8 （株）飯塚工務店
茨城県土浦市荒川沖５
００－３

2050001008944 公募型指名競争入札 有 43,846,000 35,717,000 81.46%

Ｒ３圏央道多古地区地
盤改良工事

千葉県香取郡多古町 237日間 一般土木工事 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

2021/6/8 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 208,054,000 188,540,000 90.62%

Ｒ３圏央道多古地区改
良工事

千葉県香取郡多古町 265日間 一般土木工事 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

2021/6/8 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 101,662,000 90,607,000 89.13%

Ｒ２利根川上流警報設
備他改修工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

237日間 通信設備工事
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

2021/6/8 （株）マルツ電波
福井県福井市豊島２－
６－７

8210001003972 公募型指名競争入札 有 85,327,000 80,850,000 94.75%

Ｒ３熊谷春日部国道出
張所管内歩道橋補修・
補強工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県春日部市

295日間 橋梁補修工事 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

2021/6/9
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 公募型指名競争入札 有 256,839,000 254,100,000 98.93%

Ｒ２思川河道掘削他工
事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県下都賀郡野木町

264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

2021/6/9 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

3060001003365 一般競争入札 有 106,007,000 94,820,000 89.45%

Ｒ３圏央道多古地区改
良その３工事

千葉県香取郡多古町 264日間 一般土木工事 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

2021/6/9 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 公募型指名競争入札 有 220,902,000 198,880,000 90.03%

Ｒ３国道２４６号厚木
秦野道路改良工事

神奈川県厚木市 ～ 神
奈川県伊勢原市

295日間 一般土木工事 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

2021/6/9
（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 150,282,000 134,970,000 89.81%
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Ｒ３浦和出張所管内歩
道橋補修工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県さいたま市

295日間 橋梁補修工事 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

2021/6/9
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 公募型指名競争入札 有 283,789,000 279,400,000 98.45%

Ｒ２利根川右岸大越堤
防整備工事

埼玉県加須市 235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

2021/6/10 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 591,008,000 538,263,000 91.08%

Ｒ２鬼怒川下流部鎌庭
周辺整備工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県結城郡八千代町

263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

2021/6/10 （株）東日本土木
栃木県佐野市関川町８
９２－１

2060002040251 通常型指名競争入札 有 196,196,000 178,860,000 91.16%

Ｒ２鬼怒川下流部伊讃
周辺整備工事

茨城県下妻市 ～ 茨城
県筑西市

263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

2021/6/10 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

8060001003609 通常型指名競争入札 有 187,924,000 168,960,000 89.91%

Ｒ３戸田地区外交通安
全対策工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県越谷市

173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
阿部　俊彦

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2021/6/10
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

6220001002307 公募型指名競争入札 有 188,397,000 170,500,000 90.50%

Ｒ３圏央道神崎地区地
盤改良その１工事

千葉県成田市 112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

2021/6/10 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町
栗山３１９５－１

1040001062687 一般競争入札 有 229,427,000 213,840,000 93.21%

Ｒ３構内緑地管理外工
事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県船橋市

262日間 造園工事 関東技術事務所
関東技術事務所長
川俣　裕行

千葉県松戸市五香西6-
12-1

2021/6/11 （株）ウキガヤ
千葉県松戸市和名ヶ谷
１２５３番地

9040001034910 一般競争入札 有 19,316,000 17,930,000 92.82%

Ｒ２西浦右岸上須田地
区波浪対策護岸工事

茨城県稲敷市 231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
小櫃　基住

茨城県潮来市潮来3510 2021/6/14 石井工業（株）
千葉県香取市北２‐６
‐３

7040001063457 一般競争入札 有 105,710,000 105,600,000 99.90%

総務省第二庁舎（２
１）機械設備改修その
他工事

東京都新宿区 231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

2021/6/14 （株）クリマテック
東京都新宿区富久町１
０－５

6011101047568 一般競争入札 有 125,180,000 119,900,000 95.78%

Ｒ２利根川加須・五霞
土砂改良工事

埼玉県　加須市 251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

2021/6/15 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 通常型指名競争入札 有 323,499,000 291,940,000 90.24%

Ｒ２洞ヶ沢第二砂防堰
堤改築（１期）工事

長野県諏訪郡富士見町 230日間 一般土木工事 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

2021/6/15 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

4100001014101 一般競争入札 有 155,441,000 152,350,000 98.01%

Ｒ３圏央道環境整備工
事

千葉県茂原市 ～ 千葉
県市原市

188日間 一般土木工事 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

2021/6/15 （株）シーテック
千葉県成田市駒井野字
新堀１７０６－１

9040001044711 公募型指名競争入札 有 71,610,000 71,500,000 99.85%

Ｒ２利根川羽生・明和
土砂改良工事

埼玉県羽生市 255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

2021/6/15 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 通常型指名競争入札 有 415,679,000 376,255,000 90.52%

Ｒ３圏央道館野高架橋
上部その２工事

茨城県つくば市 533日間 鋼橋上部工事 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

2021/6/15 日本鉄塔工業（株）
福岡県北九州市若松区
北浜１－７－１

1010601031771 一般競争入札 有 1,741,157,000 1,598,520,000 91.81%

Ｒ２福川水門・法師戸
水門予備発電設備他工
事

埼玉県行田市 230日間
受変電設備工
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

2021/6/15
（株）イートラスト埼
玉

埼玉県行田市栄町８－
１２

2030001086736 公募型指名競争入札 有 123,959,000 123,651,000 99.75%

Ｒ２利根川上流ＣＣＴ
Ｖ設備工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

230日間 通信設備工事
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

2021/6/15 （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 139,414,000 133,430,000 95.71%

Ｒ２利根川羽生・五霞
土砂改良工事

埼玉県羽生市 251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

2021/6/16 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和
区岸町５－７－１１

3030001010785 通常型指名競争入札 有 364,914,000 329,769,000 90.37%

Ｒ２利根川柏・五霞土
砂改良工事

茨城県猿島郡五霞町 257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

2021/6/16 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

9030001065667 通常型指名競争入札 有 434,709,000 393,712,000 90.57%

Ｒ３荒川左岸大間地区
自然再生工事

埼玉県鴻巣市 195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

2021/6/16
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

7030001032553 一般競争入札 有 135,630,000 121,330,000 89.46%

Ｒ２大武川工事用道路
法面対策工事

山梨県北杜市 229日間 法面処理工事 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

2021/6/16 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 公募型指名競争入札 有 86,966,000 81,180,000 93.35%

Ｒ２江戸川右岸河原地
先低水護岸外工事

千葉県市川市 135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 2021/6/16 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 261,305,000 237,600,000 90.93%

Ｒ２荒川右岸羽根倉橋
橋梁部対策他工事

埼玉県志木市 229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

2021/6/16 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 266,970,000 242,000,000 90.65%

Ｒ３圏央道多古地区外
環境整備工事

千葉県香取郡多古町 287日間 一般土木工事 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

2021/6/17 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 公募型指名競争入札 有 85,305,000 81,730,000 95.81%

Ｒ３国道４号越谷高架
橋耐震補強工事

埼玉県越谷市 287日間 橋梁補修工事 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

2021/6/17 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 公募型指名競争入札 有 174,482,000 160,380,000 91.92%

法務省浦安総合セン
ター（２１）電気設備
改修工事

千葉県浦安市 256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

2021/6/17 タツヲ電気（株）
東京都文京区白山５－
２２－９

9010001139984 一般競争入札 有 126,720,000 117,700,000 92.88%

Ｒ２昭和入園管理シス
テム整備工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

228日間 通信設備工事
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 2021/6/17 （株）八重洲電業社
東京都世田谷区桜新町
２－２８－１６

9010901012183 一般競争入札 有 283,635,000 269,500,000 95.02%

Ｒ２鶴見川左岸元宮二
丁目耐震堤防工事

神奈川県横浜市鶴見区 227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

2021/6/18 みらい建設工業（株）
東京都港区芝４－６－
１２

1010401078435 一般競争入札 有 334,686,000 304,590,000 91.01%

Ｒ３横浜国道事務所管
内改築区間改良その１
工事

神奈川県横浜市 286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

2021/6/18 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 通常型指名競争入札 有 244,090,000 222,750,000 91.26%

Ｒ３・４石井管内河川
維持管理工事

栃木県宇都宮市 651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

2021/6/18 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 153,593,000 135,630,000 88.30%
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Ｒ２多摩川上河原堰上
流河道浚渫工事

神奈川県川崎市 227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

2021/6/18 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

6010401076946 一般競争入札 有 211,123,000 191,400,000 90.66%

Ｒ３横浜国道事務所管
内改築区間改良その２
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横浜市

286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

2021/6/18 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

9020001007356 通常型指名競争入札 有 217,811,000 198,550,000 91.16%

Ｒ２霞ヶ浦河川事務所
管内ＣＣＴＶ設備設置
工事

茨城県神栖市 ～ 茨城
県かすみがうら市

224日間 通信設備工事 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 2021/6/21 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 公募型指名競争入札 有 223,817,000 202,290,000 90.38%

Ｒ２常陸川左岸外光
ケーブル敷設工事

茨城県神栖市 ～ 茨城
県潮来市

224日間 通信設備工事 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 2021/6/21 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５‐１８３４‐１

1030001008006 公募型指名競争入札 有 47,201,000 42,086,000 89.16%

Ｒ２西浦中岸外光ケー
ブル敷設工事

茨城県かすみがうら市
～ 茨城県石岡市

224日間 通信設備工事 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 2021/6/21 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５‐１８３４‐１

1030001008006 公募型指名競争入札 有 57,288,000 51,370,000 89.67%

Ｒ３国道１号川崎市幸
区舗装その１工事

神奈川県川崎市 283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

2021/6/21 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田
２－４－４

3010001134017 一般競争入札 有 217,811,000 198,000,000 90.90%

Ｒ３国道１号川崎市幸
区舗装その２工事

神奈川県川崎市 283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

2021/6/21 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

6010401017685 一般競争入札 有 198,264,000 181,500,000 91.54%

千葉労災特別介護施設
（２１）機械設備改修
その他工事

千葉県四街道市 224日間
暖冷房衛生設
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

2021/6/21 日新設備（株）
東京都中央区新川２－
１２－１９

1010001063044 一般競争入札 有 117,370,000 116,930,000 99.63%

Ｒ３横浜国道事務所管
内改築区間改良その３
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県鎌倉市

283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

2021/6/21 （株）厚木植木
神奈川県厚木市三田１
７４－４

4021001019206 通常型指名競争入札 有 211,024,000 198,990,000 94.30%

Ｒ３国道１７号渋川西
ＢＰ入沢地区改良その
４工事

群馬県渋川市 276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 2021/6/22 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 158,730,000 144,980,000 91.34%

Ｒ２国道１２７号館山
舗装工事

千葉県館山市 189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
小島　昌希

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2021/6/22 田中建設（株）
千葉県南房総市白子６
６８

9040001074122 公募型指名競争入札 有 101,717,000 93,390,000 91.81%

Ｒ３・４千葉国道道路
照明施設維持工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県柏市

646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

2021/6/23 横川電機（株）
千葉県香取市佐原イ－
８４

3040001063709 一般競争入札 有 84,458,000 80,080,000 94.82%

Ｒ２松木山腹工（大畑
沢）工事

栃木県日光市 281日間 法面処理工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2021/6/23 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 公募型指名競争入札 有 137,489,000 133,100,000 96.81%

筑波産学連携支援セン
ター国内宿泊棟（２
１）建築改修その他工

茨城県つくば市 264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

2021/6/23 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 公募型指名競争入札 有 109,150,000 102,290,400 93.72%

Ｒ２松木山腹工（畑之
沢）工事

栃木県日光市 280日間 法面処理工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2021/6/24 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

8060001013178 公募型指名競争入札 有 146,344,000 134,200,000 91.70%

Ｒ２大武川・小武川流
域砂防施設工事

山梨県韮崎市 220日間 一般土木工事 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

2021/6/25 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 112,673,000 102,300,000 90.79%

Ｒ３国道１６号船越路
面復旧工事

神奈川県横須賀市 279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

2021/6/25 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 240,504,000 237,600,000 98.79%

Ｒ２国道１８号碓氷バ
イパス防災舗装工事

群馬県安中市 196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 2021/6/25 小野里工業（株）
群馬県前橋市下小出町
１－１－１２

3070001000667 一般競争入札 有 155,837,000 154,000,000 98.82%

Ｒ３新大宮バイパス環
境整備工事

東京都練馬区 279日間 一般土木工事 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

2021/6/25 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 49,929,000 48,950,000 98.04%

Ｒ２鶴見川矢向河道浚
渫工事

神奈川県横浜市 220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

2021/6/25 東洋建設（株）
東京都千代田区神田神
保町１－１０５

9120001077496 一般競争入札 有 234,652,000 214,478,000 91.40%

Ｒ３渡良瀬川左岸高山
町地先堤防強化工事

栃木県佐野市 273日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2021/6/25 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

5060001020805 公募型指名競争入札 有 187,616,000 171,600,000 91.46%

Ｒ３・４・５柏・船橋
管内道路清掃作業

千葉県柏市 ～ 千葉県
船橋市

1007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

2021/6/28
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 143,968,000 140,800,000 97.80%

Ｒ２荒川第一調節池警
報設備設置工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県戸田市

183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

2021/6/28 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 41,316,000 40,480,000 97.98%

Ｒ２国道２９８号埼玉
外環三郷放水路橋耐震
補強工事

埼玉県三郷市 182日間 橋梁補修工事 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

2021/6/29 関東化工建設（株）
埼玉県さいたま市北区
宮原町１－５０１－１

9030001072795 公募型指名競争入札 有 158,543,000 143,880,000 90.75%

Ｒ２岩淵水門ゲート設
備修繕工事

東京都北区 216日間 機械設備工事 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 2021/6/29
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

5010601000905 一般競争入札 有 221,606,000 217,800,000 98.28%

Ｒ２国道２０号下諏訪
岡谷ＢＰ長地地区外改
良その２工事

長野県岡谷市 ～ 長野
県諏訪郡下諏訪町

274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

2021/6/30 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 429,671,000 423,500,000 98.56%

Ｒ２仁田元川砂防堰堤
改築工事

栃木県日光市 274日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　塚本　一三

栃木県足利市田中町
661-3

2021/6/30 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 公募型指名競争入札 有 110,363,000 108,460,000 98.28%

Ｒ２昭和施設更新他工
事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

215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 2021/6/30 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 182,644,000 168,850,000 92.45%

Ｒ２富士川上流樹木伐
採その他工事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県南アル
プス市

215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

2021/6/30 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町上野８３０

3090001012017 一般競争入札 有 90,299,000 86,570,000 95.87%
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予定価格 契約金額 落札率 備考

警視庁警察学校（２
１）機械設備改修その
他工事

東京都府中市 215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
德尾　英介

東京都立川市緑町3567 2021/6/30 ダイダン（株）
大阪府大阪市西区江戸
堀１－９－２５

6120001045084 一般競争入札 有 104,401,000 101,200,000 96.93%

Ｒ２江戸川左岸東宝珠
花地先堤防整備工事

千葉県野田市 265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 2021/6/30 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

5040001043576 一般競争入札 有 266,915,000 240,669,000 90.17%

Ｒ２三郷排水機場建築
改修その他工事

埼玉県三郷市 210日間 建築工事 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 2021/6/30 （株）ビッグルーフ
東京都文京区春日２－
１－６

6010001075522 一般競争入札 有 61,996,000 57,178,000 92.23%


