
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横浜湘南道路藤沢
地区改良その４工事

神奈川県藤沢市 1181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

2022/1/5 （株）大林組
東京都港区港南２－１
５－２

7010401088742 一般競争入札 有 8,785,623,000 8,184,000,000 93.15%

Ｒ３国道４号平出工業
団地電線共同溝その２
工事

栃木県宇都宮市 385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

2022/1/11 （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 299,453,000 269,170,000 89.89%

Ｒ３国道１９号長野市
安茂里外舗装修繕工事

長野県長野市 170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

2022/1/11 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 165,418,000 149,270,000 90.24%

Ｒ３鬼怒川ダム統合管
理事務所泉ヶ丘宿舎建
築改修工事

栃木県宇都宮市 120日間 建築工事
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

2022/1/11 榎本建設（株）
栃木県日光市松原町２
０－７

1060001008572
公募型指名競争入札
（標準型）

有 20,779,000 18,700,000 89.99%

Ｒ３北首都国道受変電
設備改修工事

埼玉県草加市 170日間
受変電設備工
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

2022/1/11 タツヲ電気（株）
東京都文京区白山５－
２２－９

9010001139984
公募型指名競争入札
（標準型）

有 30,536,000 29,700,000 97.26%

Ｒ３岩淵宿舎（Ａ棟・
Ｂ棟）防水改修工事

東京都北区 64日間 建築工事 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 2022/1/13 （株）明幸
東京都足立区綾瀬四丁
目２４番１３号

1011801022940
公募型指名競争入札
（標準型）

有 27,071,000 24,200,000 89.39%

Ｒ３五十里ダム流木止
設置工事

栃木県日光市 168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

2022/1/13 斉藤建設（株）
栃木県日光市鬼怒川温
泉大原坂の下８７２－
４

4060001008743
公募型指名競争入札
（標準型）

有 31,152,000 27,610,000 88.63%

Ｒ３荒川中堤西小松川
町地区護岸工事

東京都江戸川区 432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 2022/1/14 （株）不動テトラ
東京都中央区日本橋小
網町７－２　ぺんてる
ビル

4010001141053 一般競争入札 有 3,803,690,000 3,499,760,000 92.01%

Ｒ３小貝川右岸柳原築
堤工事

茨城県下妻市 164日間 一般土木工事 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

2022/1/17 （株）根本工業
茨城県下妻市高道祖２
７４８－２

4050001013397 一般競争入札 有 160,281,000 145,750,000 90.93%

Ｒ３荒川中堤北葛西一
丁目地区護岸改築工事

東京都江戸川区 407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 2022/1/17 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 1,400,168,000 1,285,702,000 91.82%

Ｒ３国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良その
１９工事

東京都八王子市 226日間 一般土木工事 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

2022/1/17 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 271,238,000 250,800,000 92.46%

Ｒ３圏央道利根川橋下
部その４工事

千葉県香取郡神崎町 226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

2022/1/17 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
（標準型）

有 148,269,000 147,950,000 99.78%

農林水産研修所つくば
館水戸ほ場（２１）機
械設備工事

茨城県水戸市 407日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2022/1/17 （株）大成設備工業
茨城県ひたちなか市後
台４５４－５

1050001006874 一般競争入札 有 102,784,000 100,100,000 97.39%

Ｒ３国道２０号甲府電
線共同溝その９他工事

山梨県甲府市 404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

2022/1/20 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749
公募型指名競争入札
（標準型）

有 189,519,000 177,980,000 93.91%

Ｒ３西湘海岸工事用道
路設置工事

神奈川県中郡大磯町 131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

2022/1/20 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２
－１１－３

2010901009368 一般競争入札 有 258,060,000 232,650,000 90.15%

宇都宮第２地方合同増
築棟（２１）新営その
他工事

栃木県宇都宮市 434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

2022/1/20 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055
公募型指名競争入札
（標準型）

有 284,270,000 268,397,000 94.42%

Ｒ３西浦右岸浮島地区
波浪対策護岸工事

茨城県稲敷市 161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 2022/1/20 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０
８－８

7050001038350
公募型指名競争入札
（標準型）

有 142,153,000 134,200,000 94.41%

九段合同庁舎（２１）
機械設備改修その他工
事

東京都千代田区 780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
若林　伸幸

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2022/1/20 三機工業（株）
東京都中央区明石町８
－１

2010001008683 一般競争入札 有 734,800,000 675,400,000 91.92%

Ｒ３国道１８号安中地
区水路改修他工事

群馬県安中市 384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 2022/1/20 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

9070001001420
公募型指名競争入札
（標準型）

有 243,485,000 243,100,000 99.84%

Ｒ３国道４号矢板出張
所管内交通安全対策工
事

栃木県矢板市 ～ 栃木
県那須塩原市

283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

2022/1/21 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417
公募型指名競争入札
（標準型）

有 125,873,000 114,378,000 90.87%

Ｒ３国道１６号狭山
（３）電線共同溝工事

埼玉県狭山市 427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

2022/1/21 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

4180001037565 一般競争入札 有 250,074,000 226,600,000 90.61%

Ｒ３千葉国道経路情報
収集装置用無停電電源
装置設置工事

千葉県木更津市 ～ 千
葉県千葉市

313日間
受変電設備工
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

2022/1/21 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

4010401005898
公募型指名競争入札
（標準型）

有 64,757,000 60,280,000 93.09%

Ｒ３国道５０号桜川筑
西ＩＣ関連（延伸）長
方改良舗装工事

茨城県桜川市 180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　日下部　隆昭

茨城県水戸市千波町
1962-2

2022/1/24 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２
－１０－７

2050001023010
公募型指名競争入札
（標準型）

有 261,261,000 236,500,000 90.52%

Ｒ３国道２０号甲府住
吉電線共同溝その３他
工事

山梨県甲府市 400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

2022/1/24 世紀東急工業（株）
東京都港区三田３－１
３－１６

1010401015438
公募型指名競争入札
（標準型）

有 185,713,000 166,760,000 89.79%

Ｒ３横環南戸塚ＩＣ改
良その３工事

神奈川県横浜市 249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

2022/1/24 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 444,411,000 408,100,000 91.83%

Ｒ３国道３５７号有明
橋山側下部工事

東京都江東区 ～ 東京
都港区

795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

2022/1/24 清水建設（株）
東京都中央区京橋２－
１６－１

1010401013565 一般競争入札 有 1,630,794,000 1,562,000,000 95.78%

Ｒ３国道４号東埼玉道
路大落古利根川橋下部
その７工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 522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

2022/1/24 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 449,328,000 448,800,000 99.88%

Ｒ３国道４号東埼玉道
路中川側道橋下部その
４工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 522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

2022/1/24 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 337,403,000 335,500,000 99.44%

Ｒ３横浜湘南道路藤沢
ＩＣ橋梁補強工事

神奈川県藤沢市 431日間 橋梁補修工事 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

2022/1/24 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

9020001007356
公募型指名競争入札
（標準型）

有 285,549,000 280,500,000 98.23%
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Ｒ３那珂川左岸百色山
排水樋管改築工事

茨城県ひたちなか市 430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　日下部　隆昭

茨城県水戸市千波町
1962-2

2022/1/25 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 585,277,000 530,200,000 90.59%

Ｒ３中部横断道宮原沢
川工事用道路撤去他工
事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

399日間 一般土木工事 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

2022/1/25 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町
上八木沢９８

4090001012313
公募型指名競争入札
（標準型）

有 275,946,000 252,780,000 91.60%

Ｒ３国道１７号本庄道
路神流川橋外舗装工事

埼玉県児玉郡上里町 ～
群馬県高崎市

359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

2022/1/25 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 297,121,000 268,730,000 90.44%

Ｒ３相俣ダム堰堤改良
工事

群馬県利根郡みなかみ
町

1341日間 一般土木工事
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

2022/1/28 飛島建設（株）
東京都港区港南１－８
－１５　Ｗビル　５Ｆ

8010001008703 一般競争入札 有 1,297,692,000 1,168,090,000 90.01%


