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Ｈ２８年那珂川下流部
低水護岸災害復旧工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　ひたちなか市

180日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/7/1 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５
－８１１－２

一般競争入札 有 166,050,000 152,604,000 91.90%

Ｈ２８年野田地先低水
護岸災害復旧工事

茨城県　常陸大宮市 180日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/7/1 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 167,659,200 150,876,000 89.99%

Ｈ２７多摩川港町低水
護岸工事

神奈川県　川崎市 266日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/7/1 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 280,195,200 250,560,000 89.42%

Ｈ２８神流川流域及び
烏川流域整備工事

群馬県　安中市 ～ 群
馬県　高崎市

259日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2016/7/1 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

一般競争入札 有 48,016,800 43,200,000 89.97%

Ｈ２８年涸沼川低水護
岸災害復旧工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　東茨城郡　大洗
町

177日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/7/4 （株）柳田組
茨城県東茨城郡茨城町
小鶴１３５７－３

一般競争入札 有 65,901,600 63,504,000 96.36%

Ｈ２７藤原ダム小容量
放流設備土木基礎外工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

263日間 一般土木工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/7/4 小林工業（株）
群馬県前橋市表町２－
１１－８

一般競争入札 有 75,373,200 74,520,000 98.87%

Ｈ２８国道６号土浦Ｂ
Ｐ中永国地区改良舗装
工事

茨城県　土浦市 263日間
アスファルト
舗装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/7/4 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 73,666,800 72,792,000 98.81%

Ｈ２７鶴見川天端保護
工事

神奈川県　横浜市 ～
神奈川県　川崎市

88日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/7/4 池田建設（株）
東京都港区新橋５－１
３－８

一般競争入札 有 102,178,800 92,880,000 90.90%

Ｈ２８片品上流光ケ－
ブル敷設工事

群馬県　利根郡　片品
村

211日間 通信設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2016/7/4
日本フィールド・エン
ジニアリング（株）

東京都品川区西五反田
１－１４－８

一般競争入札 有 26,794,800 23,738,400 88.59%

Ｈ２８川俣ダム機側操
作設備修繕工事

栃木県　日光市 270日間 機械設備工事 鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2016/7/4 日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区
南港北１－７－８９

一般競争入札 有 86,054,400 78,516,000 91.24%

Ｈ２８年金井地先低水
護岸災害復旧工事

茨城県　常陸大宮市 176日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/7/5 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１
－７－１

一般競争入札 有 127,256,400 115,236,000 90.55%

Ｈ２８金花山１号橋下
部（Ａ１）工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

169日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2016/7/5 東光建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字横壁５０１

一般競争入札 有 110,419,200 102,600,000 92.92%

坂戸統計・情報セン
ター（１６）構内整備
工事

埼玉県　坂戸市 118日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2016/7/5 （株）金子工務店
埼玉県熊谷市肥塚３－
３－８

一般競争入札 有 31,752,000 31,320,000 98.64%

Ｈ２７佐原ロ地先護岸
災害復旧工事

千葉県　香取市 238日間 一般土木工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/7/5 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 127,245,600 114,912,000 90.31%

Ｈ２８川原湯地区流路
工工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

262日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2016/7/5 （有）佐藤建設工業
群馬県沼田市利根町多
那２２６８

一般競争入札 有 132,386,400 123,120,000 93.00%

Ｈ２８小武川導流堤工
事

山梨県　韮崎市 212日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/7/5 小林建設（株）
山梨県南アルプス市有
野２７２４

一般競争入札 有 128,952,000 120,960,000 93.80%

消防大学校南寮（１
６）建築改修工事

東京都　調布市 210日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/7/5 （株）エイワ建設
東京都杉並区成田東５
－１９－５

一般競争入札 有 35,359,200 29,700,000 84.00%

横浜第２合同庁舎（１
６）電気設備その他工
事

神奈川県　横浜市 267日間 電気設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2016/7/6 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

一般競争入札 有 212,760,000 210,060,000 98.73%

Ｈ２７下内川地区堤防
整備工事

埼玉県　吉川市 237日間 一般土木工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/7/6 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 252,817,200 226,368,000 89.54%

会計検査院安中研修所
（１６）機械設備改修
その他工事

群馬県　安中市 117日間
暖冷房衛生設
備工事

長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2016/7/6 （株）ヤマト
群馬県前橋市古市町１
１８

一般競争入札 有 11,955,600 11,880,000 99.37%

Ｈ２７槙野地下地区堤
防整備工事

埼玉県　幸手市 237日間 一般土木工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/7/6 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 192,736,800 172,368,000 89.43%

Ｈ２８神奈川・大磯管
内交通安全対策他工事

神奈川県　横浜市 268日間 維持修繕工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/6
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

一般競争入札 有 204,422,400 196,560,000 96.15%

Ｈ２８管内無停電電源
設備他改修工事

東京都　特別区 237日間
受変電設備工
事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2016/7/6 （株）ケーネス
東京都港区新橋２－１
０－５

一般競争入札 有 132,710,400 123,660,000 93.18%

Ｈ２８大武川第五砂防
堰堤工事

山梨県　北杜市 265日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/7/6 丹澤建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町市川大門２７９０

一般競争入札 有 142,873,200 126,360,000 88.44%

Ｈ２８桜塚跨線橋他舗
装修繕工事

群馬県　伊勢崎市 ～
群馬県　みどり市

237日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/6 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 112,330,800 110,160,000 98.07%

東京税関芝浦出張所
（１６）電気設備改修
その他工事

東京都　港区 237日間 電気設備工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2016/7/6 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－
６－２

一般競争入札 有 51,656,400 48,384,000 93.67%

水戸地家裁麻生支部外
１件（１６）建築改修
その他工事

茨城県　行方市 174日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2016/7/7 （株）三共建設
茨城県つくば市春日２
－２４－３

一般競争入札 有 119,016,000 112,104,000 94.19%
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Ｈ２８精進湖入口交差
点改良他その２工事

山梨県　南都留郡　富
士河口湖町 ～ 山梨県
南都留郡　鳴沢村

267日間 一般土木工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/7/7 秋山土建（株）
山梨県富士吉田市下吉
田２４１３

一般競争入札 有 216,788,400 210,600,000 97.15%

Ｈ２７多摩川殿町高潮
堤防工事

神奈川県　川崎市 260日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/7/7 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 279,720,000 249,696,000 89.27%

中部横断自動車道　大
沢第二橋上部工事

長野県　佐久市 357日間 鋼橋上部工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/7/8
（株）巴コーポレー
ション

東京都中央区勝どき４
－５－１７

一般競争入札 有 277,354,800 253,044,000 91.23%

Ｈ２８常陸川水門外
ゲート設備修繕工事

茨城県　神栖市 260日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/7/8
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

一般競争入札 有 181,051,200 174,960,000 96.64%

矢切・小塚山トンネル
受変電設備工事

千葉県　松戸市 ～ 千
葉県　市川市

259日間
受変電設備工
事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/7/8 （株）明興テクノス
鹿児島県鹿児島市小松
原１－１０－８

一般競争入札 有 38,653,200 34,668,000 89.69%

Ｈ２７三輪野山上地区
低水護岸工事

千葉県　流山市 232日間 一般土木工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/7/11 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 286,135,200 256,500,000 89.64%

関東農政局栃木支局本
館他（１６）建築改修
その他工事

栃木県　宇都宮市 553日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2016/7/11 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 307,021,000 292,664,560 95.32%

今井改良２工事 長野県　岡谷市 232日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/7/11 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１
－２２

一般競争入札 有 288,457,200 258,660,000 89.67%

Ｈ２７多摩川鈴木町高
潮堤防工事

神奈川県　川崎市 262日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/7/11
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区九段北
４－２－２８

一般競争入札 有 264,405,600 243,000,000 91.90%

上武道路上細井舗装そ
の１工事

群馬県　前橋市 263日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/11 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

一般競争入札 有 202,348,800 183,384,000 90.63%

上武道路上細井舗装そ
の２工事

群馬県　前橋市 263日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/11 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

一般競争入札 有 235,558,800 211,140,000 89.63%

厚木秦野道路伊勢原北
ＩＣ改良（その２）工
事

神奈川県　伊勢原市 262日間 一般土木工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/12 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

一般競争入札 有 205,902,000 185,760,000 90.22%

動物医薬品検査所２号
動物舎（１６）機械設
備改修その他工事

東京都　国分寺市 155日間
暖冷房衛生設
備工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/7/12 （有）宮原水道工業所
埼玉県さいたま市北区
宮原町４－４－３０

一般競争入札 有 44,139,600 35,413,200 80.23%

上武道路環境対策その
２工事

群馬県　前橋市 ～ 群
馬県　北群馬郡　吉岡
町

262日間 一般土木工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/12 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 180,457,200 167,400,000 92.76%

Ｈ２８湾岸道路改良工
事

神奈川県　横浜市 262日間 一般土木工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/12 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

一般競争入札 有 184,896,000 165,996,000 89.78%

Ｈ２８利根統湯宿放流
警報表示設備工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

231日間 通信設備工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/7/12 名古屋電機工業（株）
愛知県名古屋市中川区
横堀町１－３６

一般競争入札 有 46,958,400 43,632,000 92.92%

Ｈ２８国営ひたち海浜
公園みはらしエリアト
イレ棟新営他工事

茨城県　ひたちなか市 231日間 建築工事 国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2016/7/12 （株）小林工務店
東京都千代田区麹町２
－１４－２麹町Ｎ
Ｋビル

一般競争入札 有 57,704,400 56,376,000 97.70%

立川防災合同庁舎（１
６）機械設備改修その
他工事

東京都　立川市 141日間
暖冷房衛生設
備工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/7/12 アートテクノ（株）
東京都小金井市桜町２
－１１－１３

一般競争入札 有 21,610,800 21,276,000 98.45%

厚木秦野道路伊勢原北
ＩＣ改良（その１）工
事

神奈川県　伊勢原市 261日間 一般土木工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/13
（株）エス・ケイ・
ディ

神奈川県平塚市四之宮
１－８－５６

一般競争入札 有 277,430,400 247,989,600 89.39%

さがみ縦貫相模原地区
改良（その１０）工事

神奈川県　相模原市 230日間 一般土木工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/7/13 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３
－１８－５

一般競争入札 有 194,097,600 176,040,000 90.70%

上武道路環境対策その
１工事

群馬県　前橋市 261日間 一般土木工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/13 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 185,814,000 176,904,000 95.20%

Ｈ２８年国道６号小美
玉舗装修繕工事

茨城県　小美玉市 168日間
アスファルト
舗装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/7/13 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 68,882,400 62,640,000 90.94%

Ｈ２８長野国道管内道
路情報板更新工事

長野県　小諸市 ～ 長
野県　長野市

226日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/7/13 名古屋電機工業（株）
愛知県名古屋市中川区
横堀町１－３６

一般競争入札 有 148,726,800 134,892,000 90.70%

富士北麓電線共同溝そ
の１０工事

山梨県　南都留郡　富
士河口湖町

261日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/7/13 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 173,016,000 154,224,000 89.14%

白山電線共同溝その１
工事

東京都　文京区 474日間
アスファルト
舗装工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2016/7/14
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

一般競争入札 有 281,664,000 254,880,000 90.49%

Ｈ２８国道３５７号千
葉地区改良舗装工事

千葉県　千葉市 229日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/7/14 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 148,953,600 135,000,000 90.63%

上武道路日輪寺舗装そ
の２工事

群馬県　前橋市 260日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/14 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 291,416,400 269,136,000 92.35%
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水戸税務署（１６）電
気設備改修その他工事

茨城県　水戸市 199日間 電気設備工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2016/7/15 酒寄電気工業（株）
茨城県つくば市国松１
８９５

一般競争入札 有 77,349,600 70,200,000 90.76%

Ｈ２７臨海船着場整備
工事

東京都　江戸川区 255日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/7/15 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－
６－５

一般競争入札 有 251,348,400 230,007,600 91.51%

Ｈ２８北首都国道事務
所庁舎空調改修工事

埼玉県　草加市 154日間
暖冷房衛生設
備工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2016/7/15 （有）宮原水道工業所
埼玉県さいたま市北区
宮原町４－４－３０

一般競争入札 有 19,980,000 19,980,000 100.00%

Ｈ２８長野原地区他代
替地整備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

259日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2016/7/15 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１
５７９番地

一般競争入札 有 190,576,800 170,100,000 89.26%

Ｈ２８濁沢第二砂防堰
堤外工事

群馬県　吾妻郡　嬬恋
村

165日間 一般土木工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2016/7/15 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

一般競争入札 有 180,284,400 161,784,000 89.74%

Ｈ２８年国道５０号河
和田高架橋耐震補強外
工事

茨城県　水戸市 166日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/7/15 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 220,870,800 198,396,000 89.82%

上武道路日輪寺舗装そ
の１工事

群馬県　前橋市 259日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/15 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 274,492,800 246,240,000 89.71%

警察庁宿舎（新宿区
１、２、３）（１６）
建築改修その他工事

東京都　新宿区 196日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2016/7/19 （株）今西組
大阪府大阪市天王寺区
上本町６－９－２１

一般競争入札 有 232,632,000 226,800,000 97.49%

Ｈ２８荒牧関根電線共
同溝工事

群馬県　前橋市 255日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/19 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１
３－２７

一般競争入札 有 280,270,800 259,200,000 92.48%

Ｈ２８堀の沢砂防堰堤
改良工事

群馬県　高崎市 245日間 一般土木工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2016/7/19 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 194,335,200 175,824,000 90.47%

上武道路田口舗装工事 群馬県　前橋市 255日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/19 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１
３－２７

一般競争入札 有 295,812,000 269,460,000 91.09%

国際子ども図書館レン
ガ棟（１６）機械設備
改修その他工事

東京都　台東区 526日間
暖冷房衛生設
備工事

関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2016/7/20 （株）三晃空調
大阪府大阪市北区西天
満３－１３－２０

一般競争入札 有 231,552,000 211,572,000 91.37%

荒川河口橋右岸取付歩
道橋上部工事

東京都　江東区 254日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/7/20
（株）巴コーポレー
ション

東京都中央区勝どき４
－５－１７

一般競争入札 有 154,915,200 147,204,000 95.02%

Ｈ２７浅間南山麓砂防
施設整備工事

長野県　北佐久郡　御
代田町 ～ 長野県　小
諸市

161日間 一般土木工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2016/7/20 （株）竹花組
長野県佐久市望月３０
－１

一般競争入札 有 146,340,000 134,568,000 91.96%

１号二宮（２）電線共
同溝工事

神奈川県　中郡　大磯
町 ～ 神奈川県　中郡
二宮町

254日間
アスファルト
舗装工事

横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/20 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 174,808,800 157,032,000 89.83%

１６号保土ヶ谷（３）
電線共同溝工事

神奈川県　横浜市 254日間
アスファルト
舗装工事

横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/20 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 247,266,000 220,320,000 89.10%

Ｈ２８管内改築区間改
良（その１）工事

神奈川県　横浜市 253日間 一般土木工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/21 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３
－１８－５

一般競争入札 有 238,593,600 216,000,000 90.53%

Ｈ２８東京国道車両重
量計更新工事

東京都　足立区 ～ 東
京都　練馬区

147日間 機械設備工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2016/7/21 鎌長製衡（株）
香川県高松市牟礼町牟
礼２２４６

一般競争入札 有 98,701,200 93,437,280 94.67%

Ｈ２８管内改築区間改
良（その２）工事

神奈川県　藤沢市 ～
神奈川県　高座郡　寒
川町

253日間 一般土木工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2016/7/21 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３
－１８－５

一般競争入札 有 222,404,400 200,880,000 90.32%

Ｈ２８厚木宿舎防水改
修その他工事

神奈川県　厚木市 102日間 建築工事 相模川水系広域ダム管理事務所
神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2016/7/21 （株）メンテック
福岡県久留米市合川町
４２２番地

一般競争入札 有 7,441,200 6,372,000 85.63%

Ｈ２８小高地区整備工
事

茨城県　行方市 252日間 一般土木工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/7/22 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 170,823,600 153,360,000 89.78%

Ｈ２８小武川下流第３
床固工工事

山梨県　北杜市 245日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/7/25 富士島建設（株）
山梨県韮崎市富士見３
－７－２９

一般競争入札 有 152,377,200 144,720,000 94.97%

堀之内地区改良その６
工事

千葉県　市川市 218日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/7/25 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

一般競争入札 有 220,276,800 200,880,000 91.19%

Ｈ２８・Ｈ２９木更津
出張所管内維持防災工
事

千葉県　千葉市 614日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/7/25 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 268,984,800 252,720,000 93.95%

Ｈ２８藤原ダムスク
リーン他修繕工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

340日間 機械設備工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/7/25
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

一般競争入札 0 186,440,400 183,600,000 98.48%

Ｈ２７浅川平山六丁目
低水護岸工事

東京都　日野市 242日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/7/25 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

一般競争入札 有 209,530,800 189,216,000 90.30%

Ｈ２８東京国道管内街
渠桝取付管補修工事

東京都　特別区 241日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2016/7/26 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 180,252,000 178,200,000 98.86%
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Ｈ２８県道林長野原線
新設工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

248日間
アスファルト
舗装工事

八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2016/7/26
日瀝道路・ニチレキ
（共）

東京都千代田区九段北
４－３－２９

一般競争入札 有 190,641,600 179,280,000 94.04%

Ｈ２８西那須野道路環
境整備他工事

栃木県　那須塩原市 248日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2016/7/26 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 35,856,000 35,100,000 97.89%

農筑センター国内研修
生宿泊棟（１６）機械
設備改修その他工事

茨城県　つくば市 246日間
暖冷房衛生設
備工事

関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2016/7/27 （株）大成設備工業
茨城県ひたちなか市後
台４５４－５

一般競争入札 有 158,220,000 150,120,000 94.88%

Ｈ２８日比谷地区舗装
修繕工事

東京都　千代田区 126日間
アスファルト
舗装工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2016/7/27 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

一般競争入札 有 196,981,200 175,392,000 89.04%

Ｈ２７横壁地区代替地
他整備（その２）工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

154日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2016/7/27 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 221,983,200 199,800,000 90.01%

Ｈ２８武智川床固工他
工事

長野県　諏訪郡　富士
見町

243日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/7/27 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１
－２２

一般競争入札 有 151,502,400 141,480,000 93.38%

Ｈ２８片岡地先環境整
備工事

群馬県　高崎市 240日間 一般土木工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/27 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 86,961,600 86,400,000 99.35%

Ｈ２８利根統放流警報
設備工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町 ～ 群馬県　沼
田市

233日間 通信設備工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/7/27 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－
５３－５４

一般競争入札 0 127,094,400 125,798,400 98.98%

矢切北国分地区改良そ
の２工事

東京都　葛飾区 ～ 千
葉県　松戸市

215日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/7/28 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 264,438,000 235,440,000 89.03%

ＨＨ・ＯＭ公園施設改
修他工事

長野県　安曇野市 ～
長野県　大町市

230日間 造園工事 国営アルプスあづみの公園事務所
長野県安曇野市穂高牧
149-12

2016/7/28 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０
－１５－７

一般競争入札 有 64,573,200 60,264,000 93.33%

川口法務総合庁舎（１
６）建築改修その他工
事

埼玉県　川口市 152日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2016/7/29
（株）アーク・プラン
ニング

岡山県岡山市北区表町
１－５－１

一般競争入札 有 40,035,600 39,349,951 98.29%


