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電気通信機器・機械等価格調査業務
(埼玉県さいたま市桜区大字神田)
平成31年01月08日～平成32年03月31日
設計業務

分任契約職　総合技術センター所長
桜井力
（埼玉県さいたま市桜区神田）

平成31年1月7日
（一財）経済調査会
(東京都港区新橋)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

44,571,600 36,288,000 81.4% - 2

奈良俣ダム映像蓄積装置外設置工事
(群馬県利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢)
平成31年01月17日～平成31年03月20日
電気工事

分任契約職　沼田総合管理所長　杉
尾俊治
（群馬県沼田市上原町）

平成31年1月16日
（株）たけのうち電器
(群馬県沼田市上原町)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

21,956,400 20,520,000 93.5% - 1

印旛沼照明設備改修工事
(千葉県八千代市村上)
平成31年01月22日～平成31年03月25日
電気工事

分任契約職　千葉用水総合管理所長
岩本逸郎
（千葉県八千代市村上）

平成31年1月21日
（株）信光電設
(千葉県香取市観音)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

16,221,600 11,556,000 71.2% - 3

東総用水地区用水計画検討業務
(千葉県香取郡東庄町笹川)
平成31年01月31日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　千葉用水総合管理所長
岩本逸郎
（千葉県八千代市村上）

平成31年1月30日
日本工営（株）
(東京都千代田区九段北)

一般競争入札 4,957,200 4,298,400 86.7% - 2

見沼代用水路管理用道路整備工事
(埼玉県久喜市大字柴山)
平成31年01月22日～平成31年06月05日
土木一式工事

分任契約職　利根導水総合事業所長
笠井泰孝
（埼玉県行田市大字須加）

平成31年1月21日
遠藤建設（株）
(埼玉県久喜市菖蒲町三箇)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

18,532,800 18,090,000 97.6% － 1

武蔵水路年次報告書作成業務
(埼玉県行田市大字須加字船川)
平成31年01月18日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　利根導水総合事業所長
笠井泰孝
（埼玉県行田市大字須加）

平成31年1月17日
（株）ＰＣＥＲ
(千葉県流山市鰭ケ崎)

一般競争入札 3,596,400 858,600 23.9% － 6

武蔵水路上流部境界測量業務
(埼玉県行田市)
平成31年02月01日～平成31年03月25日
測量

分任契約職　利根導水総合事業所長
笠井泰孝
（埼玉県行田市大字須加）

平成31年1月31日
平和フィールド（株）
(埼玉県狭山市狭山台)

一般競争入札 5,356,800 2,127,600 39.7% － 18

群馬用水施設改築基本設計業務
(群馬県前橋市古市町)
平成31年01月16日～平成31年03月26日
設計業務

分任契約職　群馬用水管理所長　笹
繁生
（群馬県前橋市古市町）

平成31年1月15日
（株）東設土木コンサルタント
(東京都文京区本郷)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

18,360,000 15,660,000 85.3% - 1

草木ダム堤体照明外工事
(群馬県みどり市東町座間)
平成31年01月17日～平成31年03月29日
電気工事

分任契約職　草木ダム管理所長　大
村朋広
（群馬県みどり市東町座間）

平成31年1月16日
（株）たけのうち電器
(群馬県沼田市上原町)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

8,586,000 7,300,800 85.0% - 3

花輪水位観測局舎床版設計業務
(群馬県みどり市東町花輪)
平成31年01月18日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　草木ダム管理所長　大
村朋広
（群馬県みどり市東町座間）

平成31年1月17日
（株）建設技術研究所
(東京都中央区日本橋浜町)

一般競争入札 6,188,400 4,557,600 73.6% - 1

草木ダム減勢工排水施工計画検討業務
(群馬県みどり市東町座間)
平成31年01月18日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　草木ダム管理所長　大
村朋広
（群馬県みどり市東町座間）

平成31年1月17日
（株）建設技術研究所
(東京都中央区日本橋浜町)

一般競争入札 9,633,600 8,640,000 89.7% - 1
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新利根河口水閘門機場外監視カメラ設備工事
(茨城県稲敷市上之島)
平成31年01月08日～平成31年03月28日
電気工事

分任契約職　利根下流総合管理所長
谷剛
（茨城県稲敷市上之島）

平成31年1月7日
（株）テックス
(茨城県潮来市上戸)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

15,141,600 14,331,600 94.7% - 1

西浦右岸他前浜防護柵設置等工事
(茨城県稲敷市浮島)
平成31年01月29日～平成31年03月20日
その他の工事

分任契約職　利根下流総合管理所長
谷剛
（茨城県稲敷市上之島）

平成31年1月28日
（株）鈴徳
(千葉県香取市九美上)

指名競争入札 4,784,400 4,644,000 97.1% - 3

滝沢ダム管理所空調設備更新工事
(埼玉県秩父市大滝)
平成31年01月11日～平成31年03月20日
暖冷房・衛生設備工事

分任契約職　荒川ダム総合管理所長
門田光司
（埼玉県秩父市荒川久那）

平成31年1月10日
（株）カネミツ設備
(埼玉県秩父市熊木町)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

12,916,800 10,778,400 83.4% - 1

浦山ダム法面点検通路保全工事
(埼玉県秩父市浦山)
平成31年01月17日～平成31年06月05日
土木一式工事

分任契約職　荒川ダム総合管理所長
門田光司
（埼玉県秩父市荒川久那）

平成31年1月16日
（有）ナカケン
(埼玉県秩父市下吉田)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

19,396,800 18,252,000 94.1% - 2

荒川ダム総管猛禽類調査
(埼玉県秩父市大滝)
平成31年01月17日～平成31年12月13日
環境調査

分任契約職　荒川ダム総合管理所長
門田光司
（埼玉県秩父市荒川久那）

平成31年1月16日
（株）緑生研究所
(東京都調布市小島町)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

14,126,400 7,063,200 50.0% - 11

霞ヶ浦用水管理所樹木剪定工事
(茨城県かすみがうら市牛渡)
平成31年01月11日～平成31年03月15日
その他の工事

分任契約職　霞ヶ浦用水管理所長
飯田直宏
（茨城県かすみがうら市牛渡）

平成31年1月10日
つくば都市緑化（株）
(茨城県つくば市下別府)

指名競争入札 3,747,600 950,400 25.4% - 7

東郷調整池安全施設更新工事
(愛知県日進市米野木町南山)
平成31年01月30日～平成31年03月27日
その他の工事

分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成31年1月29日
大矢建設（株）
(愛知県名古屋市天白区池場)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

9,655,200 9,288,000 96.2% - 1

愛知用水総合管理所外建物補修工事
(愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山)
平成31年01月11日～平成31年03月21日
建築一式工事

分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成31年1月10日
富士美サッシ（株）
(愛知県名古屋市北区杉村)

指名競争入札 2,980,800 2,376,000 79.7% - 4

三好池緊急放流設備実施設計他業務
(愛知県みよし市三好町東山畑)
平成31年01月12日～平成31年07月10日
設計業務

分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成31年1月11日
（株）エイト日本技術開発中部支社
(愛知県名古屋市中区錦)

指名競争入札 39,981,600 31,898,880 79.8% - 7

牧尾ダム堆砂計画概略設計等業務
(長野県木曽郡王滝村)
平成31年01月25日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成31年1月24日
ＮＴＣコンサルタンツ（株）中部支社
(愛知県名古屋市中区錦)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

14,742,000 14,256,000 96.7% - 1

美浜調整池地質調査業務
(愛知県知多郡美浜町浦戸)
平成31年01月31日～平成31年03月20日
地質・土質調査

分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成31年1月30日
（株）日さく西日本支社
(愛知県名古屋市中川区富田町)

一般競争入札 3,942,000 1,855,440 47.1% - 4
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幹線水路法面測量業務
(愛知県常滑市字池田川及び愛知県知多郡美浜町大字河和)
平成31年01月31日～平成31年03月11日
測量

分任契約職　愛知用水総合管理所長
安藤昌文
（愛知県愛知郡東郷町）

平成31年1月30日
ニチイコンサルタント（株）
(愛知県一宮市多加木)

指名競争入札 1,868,400 1,274,400 68.2% - 8

宇連ダム防護柵外設置工事
(愛知県新城市川合字大嶋外)
平成31年01月11日～平成31年03月20日
土木一式工事

分任契約職　豊川用水総合事業部長
小酒井徹
（愛知県豊橋市今橋町）

平成31年1月10日
（株）庄田組
(愛知県新城市井代字堀之内)

指名競争入札 4,255,200 3,630,960 85.3% - 5

鳥原支線管水路保全管理工事
(愛知県新城市日吉字宮ノ腰)
平成31年01月22日～平成31年03月20日
土木一式工事

分任契約職　豊川用水総合事業部長
小酒井徹
（愛知県豊橋市今橋町）

平成31年1月21日
三河建設工業（株）
(愛知県新城市庭野字藤ノ本)

指名競争入札 3,110,400 2,959,200 95.1% - 4

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区補足設計等業
務
(愛知県田原市伊川津町鸚鵡石)
平成31年01月29日～平成32年07月01日
設計業務

分任契約職　豊川用水総合事業部長
小酒井徹
（愛知県豊橋市今橋町）

平成31年1月28日
若鈴コンサルタンツ（株）
(愛知県名古屋市西区中小田井)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

34,570,800 25,920,000 75.0% - 1

豊川用水二期大野導水施設外鳥類調査業務
(愛知県新城市乗本)
平成31年01月12日～平成32年01月10日
環境調査

分任契約職　豊川用水総合事業部長
小酒井徹
（愛知県豊橋市今橋町）

平成31年1月11日
環境設計（株）
(大阪府大阪市中央区久太郎町)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

30,607,200 10,454,400 34.2% - 5

西村河川水位計測設備工事
(岐阜県下呂市馬瀬西村)
平成31年01月19日～平成31年03月20日
電気工事

分任契約職　岩屋ダム管理所長　金
藤康昭
（岐阜県下呂市金山町卯野原）

平成31年1月18日
ＮＤＳ（株）
(愛知県名古屋市中区千代田)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

7,149,600 7,074,000 98.9% - 1

岩屋ダム地下水観測孔調査・閉塞業務
(岐阜県下呂市金山町卯野原)
平成31年01月24日～平成31年03月20日
地質・土質調査

分任契約職　岩屋ダム管理所長　金
藤康昭
（岐阜県下呂市金山町卯野原）

平成31年1月23日
応用地質（株）中部事務所
(愛知県名古屋市守山区瀬古東)

一般競争入札 4,773,600 4,320,000 90.5% - 1

木曽川支線付帯施設保全管理工事
(三重県桑名郡木曽岬町大字三崎)
平成31年01月08日～平成31年06月16日
土木一式工事

分任契約職　木曽川用水総合管理所
長　村上喜昭
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

平成31年1月7日
（株）伊藤水道建設
(三重県桑名市大字小貝須)

指名競争入札 11,739,600 10,346,400 88.1% - 1

弥富揚水機場監視制御設備他整備検討業務
(愛知県弥富市五明)
平成31年01月10日～平成31年06月18日
設計業務

分任契約職　木曽川用水総合管理所
長　村上喜昭
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

平成31年1月9日
（株）ユニテックス
(大阪府大阪市北区中津)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

21,783,600 21,384,000 98.2% - 1

木曽川右岸施設保全計画補足業務
(岐阜県美濃加茂市森山町)
平成31年01月10日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　木曽川用水総合管理所
長　村上喜昭
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

平成31年1月9日
日本工営（株）名古屋支店
(愛知県名古屋市東区東桜)

一般競争入札 9,784,800 7,884,000 80.6% - 3

長良川河口堰有線観測設備整備工事
(三重県桑名市長島町十日外面)
平成31年01月30日～平成31年03月25日
電気工事

分任契約職　長良川河口堰管理所長
武田浩一
（三重県桑名市長島町十日外面）

平成31年1月29日
（株）三弘
(愛知県名古屋市昭和区車田町)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

3,942,000 3,574,800 90.7% - 1
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長良川アユ・底生魚遡上等調査
(三重県桑名市長島町)
平成31年01月11日～平成32年01月31日
環境調査

分任契約職　長良川河口堰管理所長
武田浩一
（三重県桑名市長島町十日外面）

平成31年1月10日
三洋テクノマリン（株）名古屋支店
(愛知県名古屋市天白区植田南)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

18,111,600 12,960,000 71.6% - 4

阿木川ダム非常用洪水吐設備整備工事
(岐阜県恵那市東野字花無山)
平成31年01月30日～平成31年07月16日
機械設備工事

分任契約職　阿木川ダム管理所長
稲木敏行
（岐阜県恵那市東野字花無山）

平成31年1月29日
（株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店
(愛知県名古屋市中区丸の内)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

22,950,000 22,140,000 96.5% - 1

阿木川ダム下流河川水位上昇等検討業務
(岐阜県恵那市東野字花無山)
平成31年01月11日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　阿木川ダム管理所長
稲木敏行
（岐阜県恵那市東野字花無山）

平成31年1月10日
（株）コルバック
(東京都台東区東上野)

一般競争入札 7,160,400 3,186,000 44.5% - 3

阿木川ダム堤体観測及び巡視等業務
(岐阜県恵那市及び中津川市)
平成31年01月23日～平成32年01月31日
測量

分任契約職　阿木川ダム管理所長
稲木敏行
（岐阜県恵那市東野字花無山）

平成31年1月22日
（株）創信
(岐阜県本巣市石神)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

13,089,600 10,044,000 76.7% - 5

徳山ダム管理用道路橋梁定期点検
(岐阜県揖斐郡揖斐川町開田)
平成31年01月11日～平成31年03月25日
設計業務

分任契約職　徳山ダム管理所長　竹
内英二
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

平成31年1月10日
（株）千代田コンサルタント名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅南)

一般競争入札 4,471,200 3,132,000 70.0% - 3

比奈知ダム堤体上屋点検口補修外工事
(三重県名張市上比奈知熊走り)
平成31年01月30日～平成31年03月20日
建築一式工事

分任契約職　木津川ダム総合管理所
長　佐々原秀史
（三重県名張市下比奈知）

平成31年1月29日
（株）西建
(三重県伊賀市西明寺）

指名競争入札 2,764,800 2,397,600 86.7% - 3

仰木の里宿舎Ａ－２０１他浴室等改修工事
(滋賀県大津市仰木の里)
平成31年01月24日～平成31年03月20日
暖冷房・衛生設備工事

分任契約職　琵琶湖開発総合管理所
長　宮川省三
（滋賀県大津市堅田）

平成31年1月23日
奥村管工（株）
(滋賀県大津市神領)

指名競争入札 2,430,000 1,555,200 64.0% - 4

建設所浴室改修工事
(三重県伊賀市阿保)
平成31年01月18日～平成31年03月18日
建築一式工事

分任契約職　川上ダム建設所長　北
牧　正之
（三重県伊賀市阿保）

平成31年1月17日
ライフアート（株）
(三重県名張市桔梗が丘)

指名競争入札 2,635,200 1,944,000 73.8% - 3

土地評価資料作成業務
(滋賀県長浜市余呉町小原)
平成31年01月08日～平成31年03月20日
補償関係調査等

分任契約職　丹生事務所長　播磨光
一
（滋賀県長浜市余呉町坂口）

平成31年1月7日
（株）三交不動産鑑定所
(愛知県名古屋市中村区名駅)

一般競争入札 3,369,600 1,944,000 57.7% - 3

早明浦ダム倉庫設置
(高知県土佐郡土佐町田井)
平成31年01月11日～平成31年03月22日
建築一式工事

分任契約職　池田総合管理所長　木
下昌樹
（徳島県三好市池田町）

平成31年1月10日
（株）トラスト建設
(高知県高知市洞ヶ島町)

指名競争入札 2,786,400 2,754,000 98.8% - 2

富郷ダム宮城地区低標高部地質調査業務
(愛媛県四国中央市富郷町津根山)
平成31年01月11日～平成31年03月25日
地質・土質調査

分任契約職　池田総合管理所長　木
下昌樹
（徳島県三好市池田町）

平成31年1月10日
（株）アクアテルス四国支店
（香川県高松市中央町）

一般競争入札 23,090,400 18,900,000 81.9% - 1
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富郷ダム貯水池周辺地すべり監視・観測及び点検外業務
(愛媛県四国中央市富郷町津根山)
平成31年01月10日～平成32年01月31日
地質・土質調査

分任契約職　池田総合管理所長　木
下昌樹
（徳島県三好市池田町）

平成31年1月9日
（株）アクアテルス四国支店
（香川県高松市中央町）

一般競争入札 50,738,400 46,224,000 91.1% - 1

鍋川閘門防舷材補修工事
(徳島県板野郡松茂町広島字北ノ川)
平成31年01月17日～平成31年03月29日
その他の工事

分任契約職　旧吉野川河口堰管理所
長　小島幸康
（徳島県徳島市川内町榎瀬）

平成31年1月16日
（株）ミトモ製作所
(徳島県徳島市昭和町)

指名競争入札 4,892,400 4,752,000 97.1% - 2

寺内ダム堤体観測業務
(福岡県朝倉市荷原)
平成31年02月19日～平成33年01月31日
測量

分任契約職　朝倉総合事業所長　染
谷健司
（福岡県朝倉市上秋月）

平成31年1月18日
（株）アクアテルス　九州支店
(福岡県久留米市荘島町)

一般競争入札（総
合評価落札方式）

25,963,200 11,556,000 44.5% - 2
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