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Ｒ２庄和排水機場空気
調和設備改修工事

埼玉県春日部市 150日間
暖冷房衛生設
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 2021/11/1
（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
（標準型）

有 31,273,000 19,827,500 63.40%

Ｒ２荒川左岸松島地区
高水敷整正工事

東京都江戸川区 91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 2021/11/1 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－２

6050001030449 一般競争入札 有 250,019,000 230,780,000 92.30%

Ｒ２荒川左岸松島地区
中流高水敷掘削工事

東京都江戸川区 91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 2021/11/1 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

6290801012011 通常型指名競争入札 有 404,954,000 403,150,000 99.55%

Ｒ３東京国道管内ＣＣ
ＴＶ設備設置工事

東京都特別区 144日間 通信設備工事 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

2021/11/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422
公募型指名競争入札
（標準型）

有 77,066,000 75,900,000 98.49%

Ｒ２荒川下流管内河道
掘削工事

東京都葛飾区 119日間
河川しゅんせ
つ工事

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 2021/11/1 （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 238,359,000 218,900,000 91.84%

Ｒ２荒川左岸松島地区
上流高水敷掘削工事

東京都江戸川区 90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 2021/11/2 松井建設（株）
東京都中央区新川１－
１７－２２

7010001034956 通常型指名競争入札 有 404,954,000 370,370,000 91.46%

Ｒ３下館河川事務所石
井出張所構内整備工事

栃木県宇都宮市 90日間 建築工事 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

2021/11/4 （株）阿久津建築
栃木県宇都宮市越戸３
－３－２９

6060001005094
公募型指名競争入札
（標準型）

有 6,908,000 4,345,000 62.90%

横浜海上防災基地（２
１）建築改修その他工
事

神奈川県横浜市 349日間 建築工事 横浜営繕事務所
横浜営繕事務所長
谿花　範泰

神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2021/11/4 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

6290801012011 一般競争入札 有 330,000,000 320,100,000 97.00%

Ｒ３古河市大堤外光
ケーブル移設工事

茨城県古河市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

137日間 通信設備工事 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

2021/11/8 （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
（標準型）

有 28,776,000 28,600,000 99.39%

Ｒ２利根川下流電話応
答通報装置他更新工事

千葉県香取市 137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

2021/11/8
ＪＲＣシステムサービ
ス（株）

東京都三鷹市牟礼６－
２１－１１

8120001072614
公募型指名競争入札
（標準型）

有 41,470,000 41,250,000 99.47%

Ｒ３圏央道高須賀地区
改良その２工事

茨城県つくば市 295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

2021/11/9
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

2050001009637 一般競争入札 有 349,371,000 315,700,000 90.36%

Ｒ３圏央道多古地区改
良その８工事

千葉県香取郡多古町 505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

2021/11/11 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

4120001077567
公募型指名競争入札
（標準型）

有 382,954,000 348,590,000 91.03%

Ｒ３豊野－赤川除雪作
業

長野県長野市 ～ 長野
県上水内郡飯綱町

140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

2021/11/11 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

2100001011851 一般競争入札 有 83,578,000 79,200,000 94.76%

Ｒ３江戸川上流出張所
外１件外壁改修その他
工事

埼玉県春日部市 ～ 千
葉県流山市

139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 2021/11/11 愛宕建設工業（株）
千葉県野田市野田７９
２

5040001071057
公募型指名競争入札
（標準型）

有 16,093,000 14,740,000 91.59%

Ｒ３並榎宿舎防水改修
その他工事

群馬県高崎市 93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 2021/11/12 （株）エクテス
群馬県北群馬郡吉岡町
大字大久保２８９２－
１

4070001017529
公募型指名競争入札
（標準型）

有 11,682,000 8,690,000 74.39%

Ｒ３東関道北高岡小幡
地区改良工事

茨城県行方市 411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

2021/11/12 （株）植木組
新潟県柏崎市駅前１－
５－４５

8110001017149 一般競争入札 有 384,021,000 350,889,000 91.37%

Ｒ３大谷川第３床固改
築工事

栃木県日光市 497日間 一般土木工事 日光砂防事務所
日光砂防事務所長
村松　悦由

栃木県日光市萩垣面
2390

2021/11/12 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

8060001013178 一般競争入札 有 256,344,000 232,430,000 90.67%

Ｒ３相武国道事務所空
調設備改修その他工事

東京都八王子市 130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

2021/11/15 （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
（標準型）

有 9,482,000 8,470,000 89.33%

Ｒ２二瀬ダム土砂搬出
等工事

埼玉県秩父市 135日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
二瀬ダム管理所長
宮崎　和幸

埼玉県秩父市大滝3931-
1

2021/11/16 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

3030001090745 一般競争入札 有 208,659,000 203,500,000 97.53%

Ｒ３横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ本線第１橋上部工
事

神奈川県横浜市 864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

2021/11/16
エム・エムブリッジ
（株）

広島県広島市西区観音
新町１－２０－２４

6240001016957 一般競争入札 有 2,116,653,000 1,946,021,000 91.94%

Ｒ３国道１９号信州新
町水内地区災害復旧工
事

長野県長野市 226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

2021/11/16 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

2100001011851
公募型指名競争入札
（標準型）

有 153,659,000 143,000,000 93.06%

警視庁警察学校術科訓
練棟・講堂（２１）建
築改修その他工事

東京都府中市 590日間 建築工事 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 2021/11/17 （株）今西組
大阪府大阪市天王寺区
上本町６－９－２１

8120001022313 一般競争入札 有 346,390,000 345,125,000 99.63%

Ｒ３東関道長野江地区
改良工事

茨城県行方市 499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

2021/11/17 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

4120001077567 一般競争入札 有 372,889,000 339,350,000 91.01%

Ｒ３柏・船橋出張所管
内橋梁補修維持工事

千葉県柏市 225日間 橋梁補修工事 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

2021/11/17
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

4010401023355
公募型指名競争入札
（標準型）

有 289,883,000 284,020,000 97.98%

Ｒ３国道１７号渋川西
ＢＰ金井地区改良その
１５工事

群馬県渋川市 286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 2021/11/18 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

4070001003207 一般競争入札 有 241,032,000 222,200,000 92.19%

Ｒ３国営ひたち海浜公
園総合管理センター空
調設備改修その他工事

茨城県ひたちなか市 126日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2021/11/19 （株）大成設備工業
茨城県ひたちなか市後
台４５４－５

1050001006874
公募型指名競争入札
（標準型）

有 67,375,000 65,780,000 97.63%

Ｒ３新大宮上尾道路宮
前地区橋梁基礎工事

埼玉県さいたま市 1228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

2021/11/19 清水建設（株）
東京都中央区京橋２－
１６－１

1010401013565 一般競争入札 有 2,806,892,000 2,589,950,000 92.27%

Ｒ３国道１７号深谷
（５）路面復旧工事

埼玉県深谷市 343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

2021/11/22 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094
公募型指名競争入札
（標準型）

有 214,247,000 192,335,000 89.77%

Ｒ３東関道串挽地区改
良工事

茨城県鉾田市 494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

2021/11/22 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市多布施１
－４－２７

6300001000905 一般競争入札 有 447,612,000 404,800,000 90.44%
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Ｒ３・４江戸川右岸上
内川地先堤防整備工事

埼玉県吉川市 312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 2021/11/22 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市多布施１
－４－２７

6300001000905 一般競争入札 有 416,559,000 380,600,000 91.37%

Ｒ３国道１６号狭山
（２）電線共同溝工事

埼玉県狭山市 343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

2021/11/22 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

9010401006818 一般競争入札 有 209,748,000 189,200,000 90.20%

Ｒ３湯尻川下流砂防堰
堤（２期）工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 238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 2021/11/24 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村大
字三原８７５

3070001024022
公募型指名競争入札
（標準型）

有 177,617,000 160,050,000 90.11%

農林水産研修所つくば
館水戸ほ場（２１）建
築その他工事

茨城県水戸市 461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

2021/11/24
（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 536,030,000 491,700,000 91.73%

国税事務管理センター
外１件（２１）機械設
備改修その他工事

埼玉県朝霞市 244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

2021/11/26 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ
町上牧２３４４－１２

8070001023267
公募型指名競争入札
（標準型）

有 254,870,000 248,600,000 97.54%

Ｒ３国道３５７号浜町
地区改良その１工事

千葉県船橋市 431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

2021/11/26 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 317,086,000 297,000,000 93.67%

Ｒ３八斗島出張所庁舎
浄化槽設備改修工事

群馬県伊勢崎市 100日間
暖冷房衛生設
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

2021/11/29 三和水工（株）
群馬県伊勢崎市堀口町
８７２－５

6070001013402
公募型指名競争入札
（標準型）

有 22,308,000 20,900,000 93.69%


