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Ｈ２８・２９横浜国道
西地区緑地管理工事

神奈川県　厚木市 ～
神奈川県　小田原市

653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

2016/6/1 岩崎造園（株）
神奈川県横浜市都筑区
桜並木１２－１５－１
０１

一般競争入札 有 152,496,000 119,880,000 78.61%

Ｈ２７吉沼低水護岸災
害復旧工事

茨城県　つくば市 210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

2016/6/1 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 209,368,800 183,531,852 87.66%

旭町地区舗装（その
３）他工事

神奈川県　川崎市 ～
東京都　大田区

209日間
アスファルト
舗装工事

川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2016/6/2
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 158,716,800 156,600,000 98.67%

Ｈ２８小高地区整正工
事

茨城県　行方市 201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 2016/6/3 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 141,987,600 126,036,000 88.77%

Ｈ２８構内緑地管理工
事

千葉県　松戸市 ～ 千
葉県　船橋市

242日間 造園工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2016/6/3 （株）東松園
千葉県松戸市常盤平４
－２０

一般競争入札 有 20,401,200 19,224,000 94.23%

Ｈ２７上小倉低水護岸
災害復旧工事

栃木県　宇都宮市 205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

2016/6/6 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 216,756,000 202,888,800 93.60%

Ｈ２７坂手町災害復旧
工事

茨城県　常総市 204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

2016/6/7 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 132,073,200 115,491,852 87.45%

Ｈ２８新四ツ木橋他補
修工事

東京都　特別区 296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

2016/6/8
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

一般競争入札 有 237,826,800 218,160,000 91.73%

Ｈ２７下小倉低水護岸
災害復旧工事

栃木県　宇都宮市 203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

2016/6/8 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 237,459,600 211,680,000 89.14%

Ｈ２７岡ノ内築堤工事 茨城県　常総市 265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

2016/6/8 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 272,257,200 246,996,000 90.72%

Ｈ２７後宿災害復旧工
事

茨城県　常総市 202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

2016/6/9 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 205,383,600 181,440,000 88.34%

会計検査院王子書庫
（１６）建築改修その
他工事

東京都　北区 340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

2016/6/9 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 183,190,600 176,038,192 96.10%

平成２８年度国道２９
８号花和田交差点改良
工事

埼玉県　三郷市 210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

2016/6/13
（株）ガイアートＴ・
Ｋ

東京都新宿区新小川町
８－２７

一般競争入札 有 116,456,400 103,464,000 88.84%

Ｈ２７樋ノ口築堤工事 茨城県　常総市 260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

2016/6/13 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

一般競争入札 有 214,941,600 189,540,000 88.18%

Ｈ２７坂手町築堤工事 茨城県　常総市 198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

2016/6/13 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 250,408,800 226,584,000 90.49%

Ｈ２８川治ダムクレス
トゲート修繕工事

栃木県　日光市 170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

2016/6/13 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 35,283,600 34,020,000 96.42%

Ｈ２７三妻築堤工事 茨城県　常総市 198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

2016/6/13 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 250,754,400 222,480,000 88.72%

舞浜立体海側下部その
５工事

千葉県　浦安市 381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 2016/6/14 （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 206,679,600 186,840,000 90.40%

Ｈ２８富士川砂防事務
所地震計設置工事

山梨県　南巨摩郡　早
川町 ～ 山梨県　北杜
市

169日間 通信設備工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/6/14
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 13,262,400 11,664,000 87.95%

Ｈ２７細代築堤工事
茨城県　つくばみらい
市

197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

2016/6/14 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 280,076,400 247,860,000 88.50%

Ｈ２７中妻築堤工事 茨城県　常総市 197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

2016/6/14 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 225,180,000 200,198,520 88.91%

奥鬼怒工事用道路工事 栃木県　日光市 215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

2016/6/15 東武建設（株）
栃木県日光市大桑町１
３８

一般競争入札 有 143,024,400 142,560,000 99.68%

Ｈ２８都留バイパス上
谷地区舗装工事

山梨県　都留市 135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

2016/6/15 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

一般競争入札 有 57,250,800 57,240,000 99.98%

Ｈ２７利根川上流河川
事務所給水設備改修他
工事

埼玉県　久喜市 137日間
暖冷房衛生設
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

2016/6/16 （株）清水アーネット
埼玉県熊谷市問屋町４
－３－２

通常型指名競争入札 18,165,600 17,149,320 94.41%

Ｈ２８甲府交通安全対
策工事

山梨県　甲府市 ～ 山
梨県　北杜市

284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

2016/6/20 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 118,659,600 111,002,400 93.55%

Ｈ２８峡南交通安全対
策工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町 ～ 山梨県　南巨
摩郡　身延町

191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

2016/6/20 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 87,555,600 77,738,400 88.79%

Ｈ２８荒川河口橋（山
側）補修工事

東京都　江東区 283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

2016/6/21 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 290,314,800 272,160,000 93.75%
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Ｈ２８国道６号土浦Ｂ
Ｐ標識設置工事

茨城県　土浦市 262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

2016/6/21 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細
田１－１２

一般競争入札 有 62,618,400 57,758,400 92.24%

Ｈ２８土浦バイパス道
路照明設備設置工事

茨城県　土浦市 250日間 電気設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/6/23 （株）久工
茨城県笠間市南吉原１
３２

一般競争入札 有 61,678,800 57,132,000 92.63%

４０９号浮島地区他電
線共同溝補修工事

神奈川県　川崎市 ～
神奈川県　横浜市

222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

2016/6/23
（株）ガイアートＴ・
Ｋ

東京都新宿区新小川町
８－２７

一般競争入札 有 88,117,200 77,760,000 88.25%

Ｈ２７南川崎地区堤防
整備工事

埼玉県　八潮市 250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 2016/6/23 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 108,032,400 97,092,000 89.87%

Ｈ２８坂城町道路修繕
工事

長野県　埴科郡　坂城
町

250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

2016/6/23 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 183,103,200 168,480,000 92.01%

Ｈ２８国道３５７号花
園橋ＰＣ上部工事

千葉県　千葉市 159日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/6/24 コーアツ工業（株）
鹿児島県鹿児島市伊敷
５－１７－５

一般競争入札 有 39,085,200 36,720,000 93.95%

Ｈ２８年国道６号田尻
町電線共同溝工事

茨城県　日立市 159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

2016/6/24 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 126,068,400 111,780,000 88.67%

Ｈ２８浦和管内交通安
全対策工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　さいたま市

246日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/6/27 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 163,857,600 147,420,000 89.97%

Ｈ２８出田町入口交差
点改良他工事

神奈川県　横浜市 156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

2016/6/27 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

一般競争入札 有 111,736,800 108,000,000 96.66%

横浜第２合同庁舎自家
用発電機室（１６）建
築工事

神奈川県　横浜市 276日間 建築工事 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

2016/6/27 （株）柳沼建設
神奈川県横浜市瀬谷区
下瀬谷３－１５－３

一般競争入札 有 97,610,400 92,880,000 95.15%

Ｈ２７大倉新田地先護
岸災害復旧工事

千葉県　香取市 245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

2016/6/28 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２
０９７－３８

一般競争入札 有 53,762,400 47,196,000 87.79%

Ｈ２８東京国道管内道
路照明灯点検補修工事

東京都　特別区 245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

2016/6/28 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 298,414,800 289,440,000 96.99%

Ｈ２８徳島地区波浪対
策工事

茨城県　潮来市 269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 2016/6/28 樋口土木（株）
茨城県稲敷郡阿見町住
吉２－３－１９

一般競争入札 有 106,261,200 94,500,000 88.93%

Ｈ２８木田余地区波浪
対策工事

茨城県　土浦市 245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 2016/6/28 大平建設（株）
茨城県笠間市鯉渕６３
４０

一般競争入札 有 48,729,600 44,280,000 90.87%

Ｈ２８圏央道桶川久喜
地区側道整備工事

埼玉県　桶川市 ～ 埼
玉県　久喜市

155日間 一般土木工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/6/28 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

一般競争入札 有 148,003,200 132,937,200 89.82%

Ｈ２８大宮・熊谷管内
交通安全対策工事

埼玉県　行田市 ～ 埼
玉県　狭山市

260日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/6/28 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 138,974,400 124,740,000 89.76%

三浦電波監視センター
（１６）機械設備改修
その他工事

神奈川県　三浦市 169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

2016/6/28 文化興業（株）
神奈川県横須賀市米が
浜通２－４

一般競争入札 有 41,526,000 41,040,000 98.83%

中部横断自動車道　前
山地区改良２工事

長野県　佐久市 244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

2016/6/29 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 249,415,200 224,640,000 90.07%

古河税務署（１６）建
築改修その他工事

茨城県　古河市 154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

2016/6/29 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 52,012,800 50,220,000 96.55%

Ｈ２８利根砂防管内Ｃ
ＣＴＶカメラ設置工事

群馬県　吾妻郡　嬬恋
村 ～ 群馬県　利根郡
片品村

181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 2016/6/30 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

一般競争入札 有 47,466,000 42,984,000 90.56%

Ｈ２７多摩川旭町低水
護岸工事

神奈川県　川崎市 267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

2016/6/30 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 296,956,800 267,840,000 90.19%

Ｈ２８千住新橋（下
り）橋脚補強他工事

東京都　特別区 267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

2016/6/30 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－
２－８

一般競争入札 有 302,162,400 297,000,000 98.29%

Ｈ２８千住新橋左岸他
耐震補強工事

東京都　足立区 274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

2016/6/30 極東興和（株）
広島県広島市東区光町
２－６－３１

一般競争入札 有 218,678,400 206,280,000 94.33%

東京外環大泉ＪＣＴ
（Ｂランプ）下部他工
事

東京都　練馬区 267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

2016/6/30 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 276,058,800 246,888,000 89.43%

新木場地区山側舗装そ
の３工事

東京都　江東区 274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 2016/6/30 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 204,530,400 182,412,000 89.19%

Ｈ２７南摩川護岸災害
復旧工事

栃木県　鹿沼市 242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

2016/6/30 （株）菊地組
栃木県宇都宮市平出工
業団地４５－２

一般競争入札 有 39,657,600 39,636,000 99.95%

１６号追浜電線共同溝
路面復旧他工事

神奈川県　横須賀市 274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

2016/6/30 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

一般競争入札 有 137,095,200 132,840,000 96.90%
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一般競争入札・
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２７江川上地区低水
護岸工事

茨城県　猿島郡　五霞
町

258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 2016/6/30 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 189,507,600 173,880,000 91.75%

Ｈ２８木津内地区基盤
整備工事

埼玉県　北葛飾郡　杉
戸町

243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 2016/6/30 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区天沼町１－４７６－
２

一般競争入札 有 266,738,400 239,760,000 89.89%

Ｈ２７西宝珠花地区堤
防整備工事

埼玉県　春日部市 243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 2016/6/30 （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 151,761,600 135,432,000 89.24%


