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予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２８水戸管内維持管
理（その２）工事

茨城県　水戸市 364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

2016/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

一般競争入札 有 59,130,000 57,240,000 96.80%

Ｈ２８那珂管内維持管
理（その１）工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　那珂市

364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

2016/4/1 （株）瀧工務店
茨城県常陸大宮市富岡
１９１

一般競争入札 有 57,358,800 56,160,000 97.91%

Ｈ２８那珂管内維持管
理（その２）工事

茨城県　常陸大宮市 ～
茨城県　東茨城郡　城
里町

364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

2016/4/1 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田
町１５－３

一般競争入札 有 49,248,000 45,360,000 92.11%

Ｈ２８那珂川上流管内
維持管理工事

栃木県　芳賀郡　茂木
町 ～ 栃木県　那須烏
山市

364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

2016/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 68,709,600 59,400,000 86.45%

Ｈ２８久慈川下流管内
維持管理（その１）工
事

茨城県　日立市 ～ 茨
城県　那珂郡　東海村

364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

2016/4/1 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才
町６２０

一般競争入札 有 53,276,400 51,300,000 96.29%

Ｈ２８久慈川下流管内
維持管理（その２）工
事

茨城県　常陸太田市 364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

2016/4/1 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
－６－７

一般競争入札 有 34,765,200 34,236,000 98.48%

Ｈ２８久慈川上流管内
維持管理（その１）工
事

茨城県　常陸太田市 ～
茨城県　那珂市

364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

2016/4/1 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

一般競争入札 有 68,590,800 66,420,000 96.84%

Ｈ２８久慈川上流管内
維持管理（その２）工
事

茨城県　常陸太田市 364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

2016/4/1 珂北開発（株）
茨城県常陸太田市花房
町５１－１

一般競争入札 有 36,277,200 35,316,000 97.35%

Ｈ２８・２９水戸国道
維持工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　ひたちなか市

729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

2016/4/1 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 247,503,600 246,240,000 99.49%

Ｈ２８・２９土浦国道
維持工事

茨城県　土浦市 ～ 茨
城県　石岡市

729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

2016/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 232,794,000 227,880,000 97.89%

Ｈ２８・２９管内道路
清掃作業

群馬県　前橋市 729日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/4/1 日掃工業（株）
群馬県高崎市剣崎町２
６６－２

一般競争入札 有 49,561,200 49,248,000 99.37%

Ｈ２８利根砂防光ケー
ブル整備工事

群馬県　渋川市 ～ 長
野県　佐久市

364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 2016/4/1 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１
－２３－１５

一般競争入札 有 29,052,000 25,704,000 88.48%

Ｈ２８八ッ場ダム右岸
地区管内整備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

364日間 維持修繕工事 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

2016/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 56,138,400 51,300,000 91.38%

Ｈ２８八ッ場ダム左岸
地区管内整備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

364日間 維持修繕工事 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

2016/4/1 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１
１

一般競争入札 有 55,684,800 51,840,000 93.10%

Ｈ２８年度荒川秋ヶ瀬
仮置土整備工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　志木市

364日間 一般土木工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 289,483,200 257,040,000 88.79%

Ｈ２８熊谷管内上流維
持管理工事

埼玉県　熊谷市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

一般競争入札 有 114,631,200 96,120,000 83.85%

Ｈ２８熊谷管内下流維
持管理工事

埼玉県　熊谷市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ケ谷戸４８９番地

一般競争入札 有 146,026,800 125,258,400 85.78%

Ｈ２８越辺川管内維持
管理工事

埼玉県　東松山市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

一般競争入札 有 165,045,600 140,400,000 85.07%

Ｈ２８入間川管内維持
管理工事

埼玉県　川越市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７
０５－２

一般競争入札 有 114,145,200 111,240,000 97.45%

Ｈ２８西浦和管内左岸
維持管理工事

埼玉県　さいたま市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和
区岸町５－７－１１

一般競争入札 有 214,142,400 187,920,000 87.75%

Ｈ２８西浦和管内右岸
維持管理工事

364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 187,812,000 163,944,000 87.29%

Ｈ２８荒川上流光ケー
ブル維持工事

埼玉県　川越市 364日間 通信設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/4/1 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 42,973,200 39,463,200 91.83%

Ｈ２８宮ヶ瀬ダム周辺
維持工事

神奈川県　相模原市 ～
神奈川県　愛甲郡　清
川村

364日間 維持修繕工事 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

2016/4/1 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 98,366,400 97,200,000 98.81%

Ｈ２８多摩川下流維持
管理工事

東京都　大田区 ～ 東
京都　世田谷区

364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

一般競争入札 有 122,860,800 122,580,000 99.77%

Ｈ２８多摩川中流維持
管理工事

神奈川県　川崎市 ～
東京都　狛江市

364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 154,342,800 150,120,000 97.26%

Ｈ２８鶴見川維持管理
工事

神奈川県　横浜市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

一般競争入札 有 93,592,800 93,420,000 99.82%

Ｈ２８相模川維持管理
工事

神奈川県　平塚市 ～
神奈川県　茅ヶ崎市

364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/1 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪
４２１－２０

一般競争入札 有 51,602,400 49,464,000 95.86%
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Ｈ２８多摩川上流維持
管理工事

東京都　八王子市 ～
東京都　日野市

364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 130,075,200 124,200,000 95.48%

Ｈ２８・２９水戸土浦
鹿嶋国道照明維持工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　土浦市

729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

2016/4/1 （株）江口電気商会
茨城県稲敷郡河内町金
江津４０８８－１

一般競争入札 有 78,526,800 68,040,000 86.65%

Ｈ２８・２９伊讃管内
維持管理工事

茨城県　筑西市 729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/4/1 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 161,740,800 138,240,000 85.47%

Ｈ２８・２９鎌庭管内
維持管理工事

茨城県　常総市 729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/4/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 236,293,200 212,760,000 90.04%

Ｈ２８・２９真岡管内
維持管理工事

栃木県　真岡市 729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/4/1 （株）佐藤工務店
栃木県真岡市石島７８
６－１

一般競争入札 有 84,380,400 80,784,000 95.74%

Ｈ２８・２９黒子管内
維持管理工事

茨城県　筑西市 729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/4/1 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

一般競争入札 有 244,674,000 210,276,000 85.94%

Ｈ２８・２９取手管内
維持工事

茨城県　取手市 ～ 千
葉県　我孫子市

729日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/4/1 （株）石浜建設
千葉県柏市泉町１１－
１６

一般競争入札 有 149,677,200 135,000,000 90.19%

Ｈ２８・２９竜ヶ崎管
内維持工事

茨城県　龍ヶ崎市 ～
茨城県　北相馬郡　利
根町

729日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/4/1 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 163,198,800 153,360,000 93.97%

Ｈ２８・２９佐原管内
維持工事

千葉県　香取市 ～ 茨
城県　稲敷市

729日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/4/1 室田建設（株）
千葉県香取市扇島６６
－１

一般競争入札 有 234,554,400 232,200,000 99.00%

Ｈ２８・２９北千葉管
内維持工事

千葉県　柏市 ～ 千葉
県　我孫子市

729日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/4/1 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４
５８－１２

一般競争入札 有 118,843,200 117,180,000 98.60%

Ｈ２８江戸川上流河川
維持（その２）工事

埼玉県　北葛飾郡　杉
戸町 ～ 埼玉県　春日
部市

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 109,123,200 94,608,000 86.70%

Ｈ２８運河河川維持工
事

千葉県　野田市 ～ 千
葉県　流山市

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 113,216,400 98,496,000 87.00%

Ｈ２８江戸川河口河川
維持工事

千葉県　市川市 ～ 東
京都　江戸川区

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 82,933,200 73,872,000 89.07%

Ｈ２８松戸河川維持工
事

千葉県　流山市 ～ 千
葉県　松戸市

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 131,414,400 115,506,000 87.89%

Ｈ２８中川河川維持工
事

埼玉県　吉川市 ～ 埼
玉県　越谷市

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 宇田建設（株）
埼玉県越谷市大里７２
６

一般競争入札 有 52,099,200 45,986,400 88.27%

Ｈ２８中川下流河川維
持工事

埼玉県　八潮市 ～ 東
京都　足立区

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 64,918,800 55,944,000 86.18%

Ｈ２８三郷吉川河川維
持工事

埼玉県　吉川市 ～ 埼
玉県　三郷市

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 150,120,000 131,976,000 87.91%

Ｈ２８江戸川上流河川
維持（その１）工事

茨城県　猿島郡　五霞
町 ～ 埼玉県　幸手市

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 140,464,800 138,240,000 98.42%

Ｈ２８・２９品川維持
工事

東京都　中央区 729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

2016/4/1 新光建設（株）
神奈川県横浜市港北区
大豆戸町３５９

一般競争入札 有 314,701,200 294,840,000 93.69%

Ｈ２８・２９亀有維持
工事

東京都　中央区 729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

2016/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 307,216,800 285,120,000 92.81%

Ｈ２８・２９品川道路
清掃作業

東京都　特別区 729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

2016/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

一般競争入札 有 192,898,800 192,240,000 99.66%

Ｈ２８・２９亀有道路
清掃作業

東京都　特別区 729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

2016/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 119,556,000 118,800,000 99.37%

Ｈ２８・２９宇都宮国
道道路照明維持工事

栃木県　小山市 ～ 栃
木県　宇都宮市

729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

2016/4/1 明洸電設（株）
栃木県宇都宮市下戸祭
２－７－１５

一般競争入札 有 24,926,400 23,544,000 94.45%

Ｈ２８・２９小山管内
維持工事

栃木県　小山市 ～ 栃
木県　足利市

729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

2016/4/1 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 287,463,600 266,004,000 92.53%

Ｈ２８・２９矢板管内
維持工事

栃木県　那須郡　那須
町 ～ 栃木県　那須塩
原市

729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

2016/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 290,876,400 288,036,000 99.02%

Ｈ２８・２９宇都宮国
道管内緑地管理工事

栃木県　宇都宮市 ～
栃木県　小山市

729日間 造園工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2016/4/1 中嶋産業（株）
茨城県結城市小田林１
４２４

一般競争入札 有 136,004,400 125,906,400 92.58%

Ｈ２８渡良瀬川管内光
ファイバーケーブル設
備維持工事

栃木県　足利市 ～ 栃
木県　日光市

364日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/1 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 30,866,400 27,000,000 87.47%
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Ｈ２８・２９長野維持
工事

長野県　上水内郡　信
濃町 ～ 長野県　長野
市

729日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/4/1 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

一般競争入札 有 234,046,800 216,000,000 92.29%

Ｈ２８・２９松本維持
工事

長野県　安曇野市 ～
長野県　松本市

729日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/4/1 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 212,133,600 184,680,000 87.06%

Ｈ２８・２９中部横断
自動車道維持工事

長野県　小諸市 ～ 長
野県　佐久市

729日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/4/1 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

一般競争入札 有 217,987,200 207,360,000 95.12%

Ｈ２８あづみの公園維
持工事

長野県　安曇野市 ～
長野県　大町市

364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

2016/4/1 （株）信州グリーン
長野県松本市大字島立
７１３

一般競争入札 有 79,336,800 69,120,000 87.12%

Ｈ２８樹林地管理他工
事

茨城県　ひたちなか市 364日間 造園工事 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

2016/4/1 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

一般競争入札 有 88,905,600 77,976,000 87.71%

Ｈ２８藤原ダム維持工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/1 須田建設（株）
群馬県利根郡みなかみ
町湯原４５

一般競争入札 有 22,615,200 22,356,000 98.85%

Ｈ２８相俣ダム維持工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 20,228,400 18,900,000 93.43%

Ｈ２８薗原ダム維持工
事

群馬県　沼田市 364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/1 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 30,639,600 30,240,000 98.70%

Ｈ２８利根統光ケーブ
ル設備維持工事

群馬県　沼田市 364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

2016/4/1 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１
－２３－１５

一般競争入札 有 12,441,600 11,448,000 92.01%

Ｈ２８川治ダム管内維
持工事

栃木県　日光市 364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

一般競争入札 有 26,902,800 24,516,000 91.13%

Ｈ２８川俣ダム管内維
持工事

栃木県　日光市 364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

一般競争入札 有 26,568,000 23,976,000 90.24%

Ｈ２８湯西川ダム管内
維持工事

栃木県　日光市 364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

一般競争入札 有 27,183,600 24,732,000 90.98%

Ｈ２８品木ダム管内補
修工事

群馬県　吾妻郡　草津
町 ～ 群馬県　吾妻郡
中之条町

364日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2016/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 16,221,600 16,200,000 99.87%

Ｈ２８二瀬ダム維持管
理工事

埼玉県　秩父市 364日間 維持修繕工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2016/4/1 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 55,155,600 51,516,000 93.40%

Ｈ２８昭和維持管理工
事

東京都　立川市 ～ 東
京都　昭島市

364日間 造園工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2016/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 134,071,200 126,900,000 94.65%

Ｈ２８武蔵維持管理工
事

埼玉県　比企郡　滑川
町 ～ 埼玉県　熊谷市

364日間 造園工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2016/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 87,998,400 79,380,000 90.21%

Ｈ２８東京外環環境整
備工事

東京都　練馬区 ～ 東
京都　三鷹市

364日間 維持修繕工事 東京外かく環状国道事務所
東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2016/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 294,656,400 270,000,000 91.63%

Ｈ２８・２９富士吉田
道路維持工事

山梨県　富士吉田市 ～
山梨県　南都留郡　富
士河口湖町

729日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/4/1 秋山土建（株）
山梨県富士吉田市下吉
田２４１３

一般競争入札 有 169,754,400 162,000,000 95.43%

Ｈ２８・２９道路照明
施設等維持工事

山梨県　甲府市 ～ 山
梨県　南巨摩郡　身延
町

729日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/4/1
日本電子サービス
（株）

山梨県甲府市東光寺３
－１２－３４

一般競争入札 有 73,256,400 71,928,000 98.19%

Ｈ２８早川出張所管内
砂防整備工事

山梨県　南アルプス市
～ 山梨県　南巨摩郡
早川町

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/4/1 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

一般競争入札 有 18,900,000 18,900,000 100.00%

Ｈ２８白州出張所管内
砂防整備工事

山梨県　北杜市 ～ 山
梨県　韮崎市

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/4/1 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

一般競争入札 有 17,582,400 16,956,000 96.44%

Ｈ２８釜無川出張所管
内砂防整備工事

山梨県　北杜市 ～ 長
野県　諏訪郡　富士見
町

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/4/1 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 17,517,600 17,280,000 98.64%

Ｈ２８上期江戸川管内
光ケーブル維持工事

千葉県　松戸市 ～ 埼
玉県　さいたま市

182日間 通信設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/4/1 東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３
－１９－２

一般競争入札 有 10,810,800 9,158,400 84.72%

Ｈ２８首都国道管内道
路管理その他工事

東京都　葛飾区 ～ 千
葉県　松戸市

364日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/4/1 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

一般競争入札 有 192,834,000 189,000,000 98.01%

Ｈ２８西の州甘田入地
区整備外工事

茨城県　稲敷市 ～ 茨
城県　行方市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 72,079,200 69,660,000 96.64%

Ｈ２８潮来管内右岸河
川維持工事

茨城県　潮来市 ～ 千
葉県　香取市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 （株）茂木工務店
茨城県潮来市辻６６－
３

一般競争入札 有 56,224,800 55,620,000 98.92%

Ｈ２８潮来管内左岸河
川維持工事

茨城県　潮来市 364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 （株）沼田工務店
茨城県鉾田市札１４６
－１

一般競争入札 有 49,042,800 48,060,000 98.00%
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Ｈ２８波崎管内河川維
持工事

茨城県　神栖市 ～ 千
葉県　香取市

334日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 70,340,400 70,200,000 99.80%

Ｈ２８土浦管内右岸河
川維持工事

茨城県　稲敷市 ～ 茨
城県　土浦市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３
３－１

一般競争入札 有 58,946,400 55,620,000 94.36%

Ｈ２８土浦管内中岸河
川維持工事

茨城県　かすみがうら
市 ～ 茨城県　土浦市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 （株）伊藤建設
茨城県稲敷郡美浦村谷
中１４番地

一般競争入札 有 53,611,200 53,460,000 99.72%

Ｈ２８鉾田管内右岸河
川維持工事

茨城県　行方市 ～ 茨
城県　鉾田市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 （株）二輝建設
茨城県潮来市日の出４
－８－１２

一般競争入札 有 44,031,600 43,632,000 99.09%

Ｈ２８鉾田管内左岸河
川維持工事

茨城県　鉾田市 ～ 茨
城県　鹿嶋市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 藤枝建設（株）
茨城県鉾田市札６７０
－４

一般競争入札 有 53,719,200 51,300,000 95.50%

Ｈ２８麻生管内河川維
持工事

茨城県　行方市 ～ 茨
城県　小美玉市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2016/4/1 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７
６－７

一般競争入札 有 49,820,400 47,520,000 95.38%

平成２８年度那珂導水
路管内維持工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　東茨城郡　茨城
町

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2016/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

一般競争入札 有 21,038,400 20,520,000 97.54%

平成２８年度利根高浜
維持工事

茨城県　石岡市 ～ 茨
城県　稲敷市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2016/4/1 大平建設（株）
茨城県笠間市鯉渕６３
４０

一般競争入札 有 14,882,400 12,744,000 85.63%

Ｈ２８八斗島河川維持
（その１）工事

埼玉県　熊谷市 ～ 埼
玉県　本庄市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

一般競争入札 有 130,647,600 113,184,000 86.63%

Ｈ２８川俣河川維持
（その２）工事

群馬県　邑楽郡　千代
田町 ～ 群馬県　邑楽
郡　明和町

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 274,341,600 241,790,400 88.13%

Ｈ２８大利根河川維持
（その１）工事

埼玉県　加須市 ～ 埼
玉県　久喜市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 177,627,600 158,760,000 89.38%

Ｈ２８－Ｈ２９大利根
河川維持（その２）工
事

埼玉県　加須市 729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 132,138,000 117,072,000 88.60%

Ｈ２８－Ｈ２９目吹河
川維持（その１）工事

千葉県　野田市 729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 183,654,000 159,840,000 87.03%

Ｈ２８目吹河川維持
（その２）工事

茨城県　坂東市 ～ 茨
城県　常総市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 102,308,400 92,880,000 90.78%

Ｈ２８守谷河川維持
（その１）工事

千葉県　柏市 ～ 千葉
県　我孫子市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

一般競争入札 有 70,837,200 70,200,000 99.10%

Ｈ２８－Ｈ２９守谷河
川維持（その２）工事

茨城県　守谷市 ～ 茨
城県　取手市

729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４
５８－１２

一般競争入札 有 131,220,000 115,236,000 87.82%

Ｈ２８藤岡河川維持
（その１）工事

栃木県　栃木市 ～ 栃
木県　小山市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 65,242,800 56,149,200 86.06%

Ｈ２８－Ｈ２９藤岡河
川維持（その２）工事

栃木県　小山市 ～ 栃
木県　栃木市

729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

一般競争入札 有 198,590,400 172,314,000 86.77%

Ｈ２８古河河川維持
（その１）工事

茨城県　古河市 ～ 茨
城県　猿島郡　境町

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

一般競争入札 有 152,971,200 134,244,000 87.76%

Ｈ２８－Ｈ２９古河河
川維持（その２）工事

栃木県　下都賀郡　野
木町 ～ 茨城県　古河
市

729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

一般競争入札 有 95,925,600 82,350,000 85.85%

Ｈ２８－Ｈ２９渡良瀬
遊水池維持工事

栃木県　栃木市 ～ 埼
玉県　加須市

729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/1 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

一般競争入札 有 148,802,400 136,080,000 91.45%

Ｈ２８上尾道路さいた
ま上尾地区環境整備工
事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　上尾市

364日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/4/1 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 116,737,200 101,520,000 86.96%

Ｈ２８圏央道桶川白岡
地区環境整備工事

埼玉県　桶川市 ～ 埼
玉県　北本市

364日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/4/1
日本ハイウエイ・サー
ビス（株）

東京都新宿区西新宿６
－６－３

一般競争入札 有 110,473,200 97,200,000 87.99%

Ｈ２８・２９浦和維持
工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　戸田市

729日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 221,626,800 220,320,000 99.19%

Ｈ２８・２９春日部維
持工事

埼玉県　草加市 ～ 埼
玉県　越谷市

729日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/4/1
日本ハイウエイ・サー
ビス（株）

東京都新宿区西新宿６
－６－３

一般競争入札 有 217,274,400 194,400,000 89.47%

Ｈ２８・２９大宮国道
照明維持工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　川越市

729日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/4/1 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 91,033,200 81,756,000 89.81%

圏央道茨城地区道路予
定地管理工事

茨城県　猿島郡　五霞
町 ～ 茨城県　坂東市

364日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2016/4/1 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山
王山２７８－１

一般競争入札 有 66,992,400 58,968,000 88.02%
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圏央道他埼玉地区道路
予定地管理工事

埼玉県　久喜市 ～ 埼
玉県　幸手市

364日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2016/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 83,008,800 82,080,000 98.88%

平成２８・２９年度国
道２９８号道路清掃作
業

埼玉県　和光市 729日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2016/4/1 ムサシ興発（株）
埼玉県八潮市木曽根５
０６

一般競争入札 有 155,649,600 153,360,000 98.53%

Ｈ２８桐生管内維持管
理工事

群馬県　桐生市 ～ 栃
木県　足利市

364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 98,118,000 80,460,000 82.00%

Ｈ２８足利管内左岸維
持管理工事

栃木県　足利市 364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/1 （株）真進建設
栃木県足利市本城２－
１８１３

一般競争入札 有 108,723,600 95,580,000 87.91%

Ｈ２８足利管内右岸維
持管理工事

栃木県　足利市 ～ 群
馬県　太田市

364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/1 原工業（株）
群馬県館林市足次町１
０４７

一般競争入札 有 86,734,800 72,684,000 83.80%

Ｈ２８・２９佐野河川
管内左岸維持管理工事

栃木県　佐野市 729日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 227,566,800 193,860,000 85.19%

Ｈ２８佐野河川管内右
岸維持管理工事

群馬県　館林市 ～ 群
馬県　邑楽郡　板倉町

364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/1 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 95,482,800 78,771,852 82.50%

平成２８年度烏・神流
川維持工事

群馬県　高崎市 ～ 群
馬県　藤岡市

364日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/4/1 塚本建設（株）
群馬県藤岡市小林４０
２

一般競争入札 有 124,815,600 114,480,000 91.72%

Ｈ２８上武道路他環境
整備工事

群馬県　前橋市 ～ 群
馬県　渋川市

364日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/4/1 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

一般競争入札 有 92,134,800 86,400,000 93.78%

Ｈ２８・２９前橋維持
工事

群馬県　前橋市 ～ 群
馬県　渋川市

729日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/4/1 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

一般競争入札 有 225,504,000 216,000,000 95.79%

Ｈ２８・２９沼田維持
工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町 ～ 群馬県　沼
田市

729日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 399,232,800 394,200,000 98.74%

Ｈ２８・２９小田原維
持工事

神奈川県　足柄下郡
箱根町 ～ 神奈川県
小田原市

729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

2016/4/1
（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 190,166,400 184,680,000 97.11%

Ｈ２８・２９厚木維持
工事

神奈川県　足柄上郡
山北町 ～ 神奈川県
伊勢原市

729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

2016/4/1 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田
２－４－４

一般競争入札 有 274,611,600 265,680,000 96.75%

Ｈ２８・２９・３０横
浜国道道路排水施設等
清掃作業

神奈川県　横浜市 ～
神奈川県　川崎市

1094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

2016/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

一般競争入札 有 269,514,000 264,600,000 98.18%

Ｈ２８・２９　１６号
道路維持工事

東京都　八王子市 ～
神奈川県　大和市

729日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/4/1 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 253,864,800 252,828,000 99.59%

Ｈ２８・２９管内照明
設備維持工事

東京都　八王子市 ～
神奈川県　相模原市

729日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/4/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 74,120,400 71,280,000 96.17%

Ｈ２８－Ｈ３０柏出張
所管内維持工事

千葉県　松戸市 ～ 千
葉県　柏市

1094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

2016/4/1 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

一般競争入札 有 499,068,000 486,000,000 97.38%

Ｈ２８・Ｈ２９千葉・
酒々井・木更津道路清
掃作業

千葉県　千葉市 ～ 千
葉県　印旛郡　酒々井
町

729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

2016/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 68,288,400 67,500,000 98.85%

Ｈ２８・Ｈ２９柏・船
橋道路清掃作業

千葉県　柏市 ～ 千葉
県　船橋市

729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

2016/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

一般競争入札 有 71,506,800 69,120,000 96.66%

Ｈ２８岩淵管内左岸維
持管理工事

埼玉県　戸田市 ～ 埼
玉県　川口市

364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/4/1 鈴中工業（株）
愛知県名古屋市中村区
中島町３－３９

一般競争入札 有 127,947,600 122,688,000 95.89%

Ｈ２８岩淵管内右岸維
持管理工事

東京都　特別区 364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 138,067,200 123,120,000 89.17%

Ｈ２８小名木川管内左
岸維持管理工事

東京都　特別区 364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 71,658,000 67,068,000 93.59%

Ｈ２８小名木川管内右
岸維持管理工事

東京都　特別区 364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/4/1 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 79,455,600 73,980,000 93.11%

Ｈ２７御代田除雪ス
テーション新営工事

長野県　北佐久郡　御
代田町

257日間 建築工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/4/7 （株）竹花組
長野県佐久市望月３０
－１

一般競争入札 有 197,532,000 179,064,000 90.65%

八王子南バイパス寺田
地区改良（その４）工
事

東京都　八王子市 265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

2016/4/7 松本建設（株）
富山県砺波市千保２９
７

一般競争入札 有 195,782,400 171,396,000 87.54%

Ｈ２７京浜管内ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

神奈川県　茅ヶ崎市 ～
神奈川県　平塚市

175日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/8
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 14,709,600 12,841,200 87.30%

Ｈ２７京浜管内水位観
測設備設置工事

神奈川県　横浜市 ～
神奈川県　川崎市

175日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/8 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－５７

一般競争入札 有 52,012,800 51,300,000 98.63%
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契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
一般競争入札・

指名競争入札の別
総合評価
の実施
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Ｈ２８年芦間地先他補
修工事

茨城県　常陸太田市 ～
茨城県　常陸大宮市

79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

2016/4/12 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才
町６２０

一般競争入札 有 21,362,400 19,332,000 90.50%

Ｈ２８水戸出張所管内
維持管理（その１）工
事

茨城県　ひたちなか市
～ 茨城県　東茨城郡
大洗町

353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

2016/4/12 （株）鶴田組
茨城県那珂市菅谷４４
５８－７３

一般競争入札 有 39,430,800 38,880,000 98.60%

Ｈ２８長野国道管内路
面標示工事

長野県　長野市 200日間 塗装工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/4/14
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

一般競争入札 有 75,697,200 75,060,000 99.16%

Ｈ２８吾妻川流域砂防
整備工事

群馬県　吾妻郡　中之
条町 ～ 群馬県　吾妻
郡　長野原町

336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 2016/4/15 吉澤建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字大津１２７

一般競争入札 有 44,344,800 39,420,000 88.89%

Ｈ２７橋場地区護岸工
事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

257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

2016/4/15 都建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字長野原１３６９－
１

一般競争入札 有 285,130,800 264,600,000 92.80%

Ｈ２８・２９緑地管理
その１工事

山梨県　甲府市 ～ 山
梨県　南巨摩郡　身延
町

715日間 造園工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/4/15
（株）富士グリーン
テック

山梨県甲府市富竹３－
１－３

一般競争入札 有 69,876,000 64,800,000 92.74%

Ｈ２８管内舗装修繕そ
の１工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町 ～ 山梨県　南巨
摩郡　身延町

257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

2016/4/15 丸浜舗道（株）
山梨県甲府市東光寺１
－７－８

一般競争入札 有 79,887,600 68,018,400 85.14%

Ｈ２７落合護岸工事 山梨県　甲府市 254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

2016/4/18 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

一般競争入札 有 89,953,200 79,704,000 88.61%

Ｈ２８大利根管内堤防
強化関連整備工事

埼玉県　加須市 ～ 埼
玉県　久喜市

347日間 一般土木工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/18 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

一般競争入札 有 114,177,600 99,468,000 87.12%

Ｈ２７秋山川伊保内地
先築堤護岸外工事

栃木県　佐野市 254日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/18 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 193,579,200 171,612,000 88.65%

Ｈ２８・２９沼田管内
緑地管理工事

群馬県　渋川市 ～ 群
馬県　利根郡　みなか
み町

602日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/4/18 飯塚緑地（株）
群馬県渋川市横堀７７
５

一般競争入札 有 24,526,800 23,544,000 95.99%

Ｈ２８片品川流域砂防
整備工事

群馬県　利根郡　片品
村 ～ 群馬県　沼田市

332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 2016/4/19 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須
賀川７－１

一般競争入札 有 47,142,000 43,200,000 91.64%

Ｈ２８・２９緑地管理
その２工事

山梨県　大月市 ～ 山
梨県　甲州市

711日間 造園工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/4/19 （株）アセラ技建
山梨県甲府市蓬沢町１
１７１

一般競争入札 有 64,994,400 63,180,000 97.21%

２０号調布市飛田給・
府中市白糸台電線共同
溝（その３）工事

東京都　調布市 468日間
アスファルト
舗装工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/4/19 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 283,737,600 247,644,000 87.28%

２０号調布市飛田給・
府中市白糸台電線共同
溝（その４）工事

東京都　府中市 468日間
アスファルト
舗装工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/4/19 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 273,391,200 238,680,000 87.30%

Ｈ２８目吹守谷管内堤
防強化関連整備工事

千葉県　野田市 ～ 茨
城県　取手市

345日間 一般土木工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/20 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 86,810,400 75,168,000 86.59%

Ｈ２８管内改築区間管
理（その２）工事

神奈川県　茅ヶ崎市 ～
神奈川県　厚木市

345日間 造園工事 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

2016/4/20 （株）田口園芸
神奈川県相模原市横山
台２－１３－１６

一般競争入札 有 50,414,400 43,416,000 86.12%

Ｈ２８管内改築区間管
理（その１）工事

神奈川県　横浜市 ～
神奈川県　藤沢市

345日間 造園工事 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

2016/4/20 藤造園建設（株）
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢中町６番７号

一般競争入札 有 59,486,400 52,920,000 88.96%

Ｈ２８・２９　２０号
緑地管理工事

東京都　八王子市 ～
神奈川県　相模原市

679日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/4/20 （株）富士植木
東京都千代田区九段南
４－１－９

一般競争入札 有 98,366,400 83,916,000 85.31%

Ｈ２８国道６号土浦Ｂ
Ｐ上高津佐野子改良舗
装工事

茨城県　土浦市 344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

2016/4/21 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 291,556,800 257,040,000 88.16%

Ｈ２８国道６号土浦Ｂ
Ｐ板谷中貫改良舗装工
事

茨城県　土浦市 344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

2016/4/21 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 267,246,000 240,624,000 90.04%

Ｈ２７西関宿地区堤防
整備工事

茨城県　猿島郡　五霞
町

223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 2016/4/21 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 212,846,400 186,624,000 87.68%

Ｈ２８日光砂防施設整
備（その１）工事

栃木県　日光市 162日間 維持修繕工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2016/4/21 船生建設（株）
栃木県塩谷郡塩谷町大
字船生３４３４－４

一般競争入札 有 70,664,400 69,120,000 97.81%

Ｈ２８・２９松本・岡
谷緑地管理工事

長野県　松本市 ～ 長
野県　岡谷市

608日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/4/21 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８
８３－３

一般競争入札 有 59,670,000 50,792,400 85.12%

Ｈ２７川俣ダム周辺部
補強工事

栃木県　日光市 223日間 法面処理工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/21 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

一般競争入札 有 233,755,200 216,000,000 92.40%

Ｈ２７甲府管内光伝送
装置改修工事

山梨県　甲府市 ～ 山
梨県　南巨摩郡　南部
町

162日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/4/21 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１
－５－４６

一般競争入札 有 31,687,200 27,972,000 88.28%

Ｈ２８川俣管内堤防強
化関連整備工事

埼玉県　羽生市 ～ 埼
玉県　行田市

344日間 一般土木工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/21 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

一般競争入札 有 221,940,000 206,604,000 93.09%
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Ｈ２７渡良瀬川下流天
端保護工事

栃木県　足利市 ～ 栃
木県　佐野市

162日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/21 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

一般競争入札 有 108,345,600 101,520,000 93.70%

Ｈ２７渡良瀬川上流天
端保護工事

栃木県　足利市 ～ 群
馬県　桐生市

162日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/21 （株）徳川組
群馬県邑楽郡邑楽町大
字赤堀１１１１

一般競争入札 有 67,759,200 59,940,000 88.46%

Ｈ２８伊保内橋上部工
事

栃木県　佐野市 251日間 鋼橋上部工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/4/21 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

一般競争入札 有 108,410,400 94,824,000 87.47%

Ｈ２８道の駅「おお
た」通路上屋新設工事

群馬県　太田市 132日間 建築工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/4/21 （株）兵藤工務店
群馬県渋川市中郷４４
２

一般競争入札 有 11,858,400 10,800,000 91.07%

田尻高谷電線共同溝そ
の５工事

千葉県　市川市 161日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/4/22 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 179,042,400 154,980,000 86.56%

Ｈ２８・２９　１６号
緑地管理工事

東京都　八王子市 ～
神奈川県　大和市

677日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/4/22 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

一般競争入札 有 132,019,200 112,644,000 85.32%

Ｈ２７江戸川管内土砂
改良工事

埼玉県　吉川市 ～ 千
葉県　流山市

331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 2016/4/25 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 284,958,000 253,476,000 88.95%

平成２８年度共同溝維
持工事

東京都　特別区 340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

2016/4/25
日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）

東京都中央区日本橋小
伝馬町１１－９

一般競争入札 有 109,976,400 106,920,000 97.22%

Ｈ２８・２９新町・長
野緑地管理工事

長野県　上水内郡　信
濃町 ～ 長野県　長野
市

604日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/4/25 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 115,970,400 110,592,000 95.36%

Ｈ２８・Ｈ２９柏・船
橋出張所管内緑地管理
工事

千葉県　柏市 ～ 千葉
県　松戸市

674日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/4/25 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１
１

一般競争入札 有 68,018,400 58,536,000 86.06%

Ｈ２８・Ｈ２９船橋出
張所管内緑地管理工事

千葉県　千葉市 ～ 千
葉県　船橋市

674日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/4/25 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１
１

一般競争入札 有 73,418,400 63,288,000 86.20%

Ｈ２８東京南部海岸工
事

東京都　小笠原支庁小
笠原村

189日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/4/25 鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－
３－１

工事希望型競争入札 有 129,373,200 127,440,000 98.51%

Ｈ２７利根川上流ＣＣ
ＴＶ設置改良工事

茨城県　坂東市 ～ 茨
城県　古河市

239日間 通信設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/27 テクノ産業（株）
栃木県宇都宮市中里町
１６７－１

一般競争入札 有 123,984,000 112,320,000 90.59%

Ｈ２８川古沼田宿舎他
構内整備工事

群馬県　沼田市 126日間 建築工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/4/27 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 36,828,000 34,560,000 93.84%

Ｈ２７稲戸井土砂掘削
（その２）工事

茨城県　守谷市 ～ 茨
城県　取手市

156日間 一般土木工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/4/27 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 286,588,800 251,856,000 87.88%

Ｈ２８・Ｈ２９千葉国
道道路照明施設維持工
事

千葉県　千葉市 ～ 千
葉県　船橋市

703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

2016/4/27 横川電機（株）
千葉県香取市佐原イ－
８４

一般競争入札 有 74,206,800 64,800,000 87.32%

Ｈ２８・２９亀有緑地
管理工事

東京都　特別区 702日間 造園工事 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

2016/4/28 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

一般競争入札 有 154,267,200 134,352,000 87.09%

横浜第２合同庁舎（１
６）機械設備改修工事

神奈川県　横浜市 336日間
暖冷房衛生設
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

2016/4/28 オーク設備工業（株）
東京都千代田区神田須
田町２－２５－２

一般競争入札 有 225,720,000 206,820,000 91.63%

平成２８・２９年度国
道２９８号川口・草加
地区緑地管理工事

埼玉県　川口市 ～ 埼
玉県　草加市

702日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2016/4/28 安行園芸（株）
埼玉県川口市大字安行
領家３０７

一般競争入札 有 116,942,400 99,090,000 84.73%

１６号相模原市中央区
富士見自転車道整備
（その４）工事

神奈川県　相模原市 216日間
アスファルト
舗装工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/4/28 大成ロテック（株）
東京都中央区京橋３－
１３－１

一般競争入札 有 197,175,600 171,504,000 86.98%


