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Ｈ２８・２９品川緑地
管理工事

東京都　特別区 698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

2016/5/2 東光園緑化（株）
東京都渋谷区恵比寿南
３－７－５

一般競争入札 有 215,697,600 186,840,000 86.62%

Ｈ２７江戸川管内水位
計等設置工事

千葉県　野田市 ～ 埼
玉県　春日部市

105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 2016/5/2 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

一般競争入札 有 55,825,200 54,540,000 97.70%

永井地区改良その５工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

232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 2016/5/2 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 291,794,400 256,230,000 87.81%

新４号古河小山ＢＰ舗
装工事

茨城県　古河市 ～ 栃
木県　小山市

234日間
アスファルト
舗装工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2016/5/6 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－
３－７

一般競争入札 有 287,841,600 252,504,000 87.72%

Ｈ２７川原畑地区流路
工工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

267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

2016/5/9 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 95,472,000 93,960,000 98.42%

Ｈ２８・２９熊谷緑地
管理工事

埼玉県　熊谷市 ～ 埼
玉県　深谷市

660日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/5/9 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３
－２２－４

一般競争入札 有 143,251,200 136,080,000 94.99%

平成２８・２９年度国
道２９８号三郷地区緑
地管理工事

埼玉県　草加市 ～ 埼
玉県　三郷市

691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

2016/5/9 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区
東浦和１－２１－３

一般競争入札 有 92,577,600 80,352,000 86.79%

Ｈ２８五十里ダム管内
維持修繕工事

栃木県　日光市 326日間 維持修繕工事 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

2016/5/9 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

一般競争入札 有 158,274,000 142,344,000 89.94%

Ｈ２８五反田川放水路
樋門ゲート設備工事

神奈川県　川崎市 416日間 機械設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/5/10 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 288,608,400 262,980,000 91.12%

Ｈ２８関守四号床固他
整備工事

群馬県　桐生市 ～ 群
馬県　みどり市

318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

2016/5/10 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 216,604,800 189,540,000 87.50%

Ｈ２８・２９相武国道
管内道路清掃作業

東京都　八王子市 ～
神奈川県　相模原市

682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

2016/5/10 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 99,705,600 99,360,000 99.65%

舞浜立体山側下部その
２工事

千葉県　浦安市 461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 2016/5/11 （株）加藤建設
愛知県海部郡蟹江町大
字蟹江新田字下市場１
９－１

一般競争入札 有 327,391,200 311,040,000 95.01%

舞浜立体山側下部その
３工事

千葉県　浦安市 385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 2016/5/11 村本建設（株）
奈良県北葛城郡広陵町
平尾１１－１

一般競争入札 有 297,799,200 280,044,000 94.04%

舞浜立体海側下部その
２工事

千葉県　浦安市 568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 2016/5/11 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 394,675,200 359,640,000 91.12%

舞浜立体海側下部その
４工事

千葉県　浦安市 385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 2016/5/11 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

一般競争入札 有 265,280,400 247,320,000 93.23%

Ｈ２７下館ＣＣＴＶ設
備工事

茨城県　筑西市 ～ 茨
城県　常総市

142日間 通信設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/5/11
三菱電機システムサー
ビス（株）

東京都世田谷区太子堂
４－１－１

一般競争入札 有 96,249,600 83,160,000 86.40%

Ｈ２８・２９大宮国道
管内道路清掃作業（浦
和・春日部）

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　春日部市

689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

2016/5/11
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 86,572,800 86,400,000 99.80%

Ｈ２８・２９大宮緑地
管理工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　川越市

658日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/5/11 （株）渋谷造園土木
埼玉県川越市久下戸１
８９

一般競争入札 有 121,003,200 108,648,000 89.79%

圏央道境地区側道改良
他工事

茨城県　坂東市 ～ 茨
城県　猿島郡　境町

203日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2016/5/11
（株）ケイワールド日
清

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

一般競争入札 有 167,994,000 151,200,000 90.00%

Ｈ２８上武道路他標
識・区画線設置その１
工事

群馬県　前橋市 ～ 群
馬県　桐生市

323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 2016/5/12 ダイケンテクノ（株）
群馬県前橋市駒形町５
１９－２

一般競争入札 有 94,273,200 90,720,000 96.23%

Ｈ２８浅間北山麓砂防
施設整備工事

群馬県　吾妻郡　嬬恋
村

208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 2016/5/12 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 134,341,200 117,612,000 87.55%

Ｈ２７尻手外１箇所低
水護岸災害復旧工事

茨城県　下妻市 ～ 栃
木県　小山市

230日間 一般土木工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/5/12 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

一般競争入札 有 60,523,200 54,000,000 89.22%

舞浜立体山側下部その
６工事

千葉県　浦安市 384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 2016/5/12 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 224,672,400 213,300,000 94.94%

舞浜立体海側下部その
１工事

千葉県　浦安市 501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 2016/5/12 （株）加賀田組
新潟県新潟市中央区八
千代１－５－３２

一般競争入札 有 379,522,800 344,520,000 90.78%

舞浜立体山側下部その
１工事

千葉県　浦安市 454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 2016/5/13 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１
６２５－２

一般競争入札 有 313,038,000 280,800,000 89.70%

下館河川情報システム
更新工事

茨城県　筑西市 140日間 通信設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/5/13 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 127,245,600 124,200,000 97.61%

下館管内水位計設置工
事

茨城県　常総市 ～ 茨
城県　筑西市

140日間 通信設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/5/13 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ
原町４４－１６

一般競争入札 有 46,753,200 40,500,000 86.63%
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Ｈ２８浅間南山麓砂防
施設整備工事

長野県　北佐久郡　軽
井沢町

217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 2016/5/16 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１
－２２

一般競争入札 有 118,130,400 105,408,000 89.23%

Ｈ２７粕田外１箇所低
水護岸災害復旧工事

栃木県　真岡市 ～ 栃
木県　河内郡　上三川
町

226日間 一般土木工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/5/16 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 190,825,200 168,804,000 88.46%

Ｈ２７石井町低水護岸
災害復旧工事

栃木県　宇都宮市 225日間 一般土木工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/5/17 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

一般競争入札 有 151,599,600 133,164,000 87.84%

Ｈ２８つくば阿見外環
境整備工事

茨城県　つくば市 ～
茨城県　稲敷郡　阿見
町

318日間 維持修繕工事 常総国道事務所
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

2016/5/17 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 119,383,200 106,920,000 89.56%

Ｈ２７中川一丁目地区
堤防整備工事

東京都　足立区 ～ 東
京都　葛飾区

299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 2016/5/18 日起建設（株）
愛知県愛西市山路町野
方１４９－７

一般競争入札 有 224,370,000 201,960,000 90.01%

Ｈ２８西側橋上部工補
強工事

東京都　江東区 ～ 東
京都　港区

317日間 鋼橋上部工事 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

2016/5/18
ＪＦＥエンジニアリン
グ（株）

神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

一般競争入札 有 471,128,400 416,556,000 88.42%

舞浜立体海側下部その
３工事

千葉県　浦安市 681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 2016/5/18 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

一般競争入札 有 499,770,000 448,200,000 89.68%

両国（３）電線共同溝
工事

東京都　墨田区 165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

2016/5/19 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

一般競争入札 有 149,828,400 132,840,000 88.66%

Ｈ２７明和梅原地区下
流築堤工事

群馬県　邑楽郡　明和
町

298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

2016/5/19 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４番地

一般競争入札 有 246,888,000 217,620,000 88.15%

Ｈ２７古河中田新田地
区下流築堤工事

茨城県　古河市 286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

2016/5/19 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４番地

一般競争入札 有 205,815,600 180,252,000 87.58%

大町地方合同庁舎（１
６）建築改修その他工
事

長野県　大町市 134日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2016/5/19 （株）ユアーテクノ
長野県松本市大字和田
３９６７－１８

一般競争入札 有 15,940,800 15,660,000 98.24%

Ｈ２８下坪上沢砂防堰
堤工事

栃木県　日光市 305日間 一般土木工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2016/5/23 那須土木（株）
栃木県大田原市中央１
－１３－１０

一般競争入札 有 175,716,000 159,624,000 90.84%

Ｈ２８橋門地区整正工
事

茨城県　行方市 183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 2016/5/23 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７
２６－２

一般競争入札 有 119,491,200 103,518,000 86.63%

Ｈ２８渡良瀬川管内Ｃ
ＣＴＶ設備設置工事

栃木県　足利市 ～ 群
馬県　みどり市

219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

2016/5/23 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 38,890,800 36,180,000 93.03%

Ｈ２８北葛西二丁目中
堤護岸改築工事

東京都　江戸川区 493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 2016/5/24 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

一般競争入札 有 2,410,160,400 2,164,309,200 89.80%

Ｈ２８荒牧関根照明設
備工事

群馬県　前橋市 189日間 電気設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/5/25 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町
２８５

一般競争入札 有 71,269,200 65,880,000 92.44%

Ｈ２７川俣管内天端保
護工事

埼玉県　羽生市 ～ 埼
玉県　行田市

264日間
アスファルト
舗装工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/5/25 （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 77,900,400 69,120,000 88.73%

Ｈ２８国道１２７号富
浦地区改良舗装工事

千葉県　南房総市 159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

2016/5/25
青木あすなろ建設
（株）

東京都港区芝２－１４
－５

一般競争入札 有 157,680,000 156,600,000 99.32%

湘南海上保安署（１
６）機械設備工事

神奈川県　藤沢市 279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

2016/5/25 日本装芸（株）
東京都大田区矢口１－
４－１０

一般競争入札 有 54,216,000 54,000,000 99.60%

東京外環大泉地区改良
（その２）工事

東京都　練馬区 1399日間 一般土木工事 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

2016/5/26 飛島建設（株）
東京都千代田区三番町
２

一般競争入札 有 4,031,845,200 3,595,104,000 89.17%

根小屋町（２工区）築
堤工事

群馬県　高崎市 216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 2016/5/26 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 117,007,200 105,840,000 90.46%

Ｈ２８川崎国道事務所
空調設備改修工事

神奈川県　川崎市 71日間
暖冷房衛生設
備工事

川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2016/5/26 富士設備工業（株）
東京都港区西新橋３－
６－５

通常型指名競争入札 0 5,238,000 4,255,200 81.24%

Ｈ２７高良田低水護岸
災害復旧工事

茨城県　つくば市 216日間 一般土木工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2016/5/26 （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 112,806,000 102,384,000 90.76%

湘南海上保安署（１
６）エレベーター設備
工事

神奈川県　藤沢市 278日間 機械設備工事 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

2016/5/26
（株）日立ビルシステ
ム

東京都千代田区神田美
土代町７

一般競争入札 有 12,879,800 11,986,640 93.07%

Ｈ２８・２９水戸国道
管内緑地管理工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　ひたちなか市

642日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/5/27 （株）鴨志田造園建設
茨城県水戸市青柳町３
８１４－２

一般競争入札 有 61,020,000 56,268,000 92.21%

Ｈ２８・２９土浦国道
管内緑地管理工事

茨城県　土浦市 ～ 茨
城県　取手市

642日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/5/27 つくば都市緑化（株）
茨城県つくば市下別府
４８９－８１

一般競争入札 有 54,799,200 53,848,800 98.27%

Ｈ２８亀有地区堤防整
備工事

東京都　葛飾区 292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 2016/5/27 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 227,426,400 199,800,000 87.85%
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Ｈ２８東京外環環境対
策工事

東京都　三鷹市 301日間 一般土木工事 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

2016/5/27 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

一般競争入札 有 205,146,000 180,684,000 88.08%

Ｈ２８東京外環準備他
（その１）工事

東京都　三鷹市 298日間 一般土木工事 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

2016/5/30 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 172,843,200 165,240,000 95.60%

Ｈ２８西葛西一丁目中
堤護岸改築工事

東京都　江戸川区 487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 2016/5/30 （株）錢高組
大阪府大阪市西区西本
町２－２－１１

一般競争入札 有 3,155,738,400 2,838,650,400 89.95%

Ｈ２７堤防強化土砂整
正（その２）工事

茨城県　取手市 85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

2016/5/31 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４番地

一般競争入札 有 279,450,000 245,754,000 87.94%


