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Ｈ２７荒川西区宝来中
築堤工事

埼玉県　さいたま市 140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

2016/10/3 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７
０５－２

一般競争入札 有 270,766,800 241,725,600 89.27%

Ｈ２８酒巻上流築堤工
事

埼玉県　行田市 173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

2016/10/3 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 211,712,400 189,216,000 89.37%

Ｈ２８若宮戸（上）低
水護岸工事

茨城県　常総市 154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

2016/10/3 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 252,050,400 226,152,000 89.72%

Ｈ２８上三坂（上）築
堤工事

茨城県　常総市 161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

2016/10/3 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 265,453,200 237,600,000 89.51%

Ｈ２８浅川東豊田低水
護岸工事

東京都　日野市 171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

2016/10/4 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

一般競争入札 有 237,297,600 213,840,000 90.11%

Ｈ２８須加築堤工事 埼玉県　行田市 172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

2016/10/4 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 213,418,800 191,484,000 89.72%

Ｈ２８酒巻下流築堤工
事

埼玉県　行田市 172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

2016/10/4 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 212,706,000 190,026,000 89.34%

Ｈ２８荒川西区宝来下
広野築堤工事

埼玉県　さいたま市 163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

2016/10/5
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

一般競争入札 有 263,887,200 235,872,000 89.38%

烏山中間立坑構築工事 東京都　世田谷区 471日間 一般土木工事 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

2016/10/5 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

一般競争入札 有 288,403,200 278,100,000 96.43%

Ｈ２８小平地区堤防整
備工事

埼玉県　春日部市 161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 2016/10/5 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 241,963,200 218,160,000 90.16%

Ｈ２８利根川下流管内
監視制御装置設置工事

千葉県　香取市 ～ 茨
城県　龍ヶ崎市

169日間 通信設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/10/6
（株）富士通マーケ
ティング

東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 59,410,800 58,860,000 99.07%

Ｈ２８橋門地区整備工
事

茨城県　行方市 176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 2016/10/6 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 125,161,200 111,996,000 89.48%

Ｈ２８西湘海岸海象観
測設備設置工事

神奈川県　中郡　二宮
町 ～ 神奈川県　横浜
市

169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

2016/10/6 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 148,888,800 139,860,000 93.94%

Ｈ２８荒川板橋区笹目
橋上流築堤工事

東京都　板橋区 168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

2016/10/7 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 173,977,200 155,520,000 89.39%

Ｈ２７荒川西区上江橋
下流外築堤工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　上尾市

144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

2016/10/7 （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 139,978,800 127,440,000 91.04%

Ｈ２７浅川一番橋下流
低水護岸工事

東京都　日野市 168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

2016/10/7 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

一般競争入札 有 223,441,200 202,176,000 90.48%

Ｈ２８多摩川上丸子築
堤護岸工事

神奈川県　川崎市 168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

2016/10/7 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 229,478,400 205,092,000 89.37%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
改良（その３）工事

神奈川県　横浜市 419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

2016/10/7 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 291,265,200 260,388,000 89.40%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
改良（その４）工事

神奈川県　横浜市 419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

2016/10/7 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 236,898,000 215,784,000 91.09%

圏央道久喜幸手地区他
改良工事

埼玉県　久喜市 ～ 埼
玉県　幸手市

171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

2016/10/7 （株）木下建設
埼玉県南埼玉郡宮代町
東姫宮２－１－２

一般競争入札 有 287,506,800 266,436,000 92.67%

Ｈ２８中三坂（上）築
堤工事

茨城県　常総市 150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

2016/10/7 北都建設工業（株）
茨城県土浦市虫掛３４
９１

一般競争入札 有 203,212,800 181,980,000 89.55%

Ｈ２７金杉地区基盤整
備工事

埼玉県　北葛飾郡　松
伏町

159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 2016/10/7 （株）木下建設
埼玉県南埼玉郡宮代町
東姫宮２－１－２

一般競争入札 有 176,212,800 174,420,000 98.98%

Ｈ２７荒川西区宝来上
築堤工事

埼玉県　さいたま市 146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

2016/10/11 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 250,225,200 224,100,000 89.56%

Ｈ２８利根川下流管内
ＣＣＴＶ設備工事

千葉県　銚子市 ～ 千
葉県　成田市

161日間 通信設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/10/11
東芝通信インフラシス
テムズ（株）

大阪府大阪市中央区本
町４－２－１２

一般競争入札 有 26,697,600 24,516,000 91.83%

Ｈ２８中三坂（下）築
堤工事

茨城県　常総市 146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

2016/10/11 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 200,253,600 179,211,852 89.49%

柳原導水路橋上部工事 長野県　長野市 414日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/10/12
（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 287,571,600 260,280,000 90.51%

Ｈ２８国道１６号若柴
他歩道舗装工事

千葉県　柏市 ～ 千葉
県　松戸市

139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

2016/10/12 （株）コスモ工業
千葉県柏市高柳１４４
９－１１

一般競争入札 有 61,646,400 55,944,000 90.75%
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Ｈ２８多摩川田園調布
南上築堤護岸工事

東京都　大田区 169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

2016/10/13 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 193,644,000 178,092,000 91.97%

Ｈ２８荒川下流ネット
ワーク設備改修工事

東京都　北区 148日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/10/13
富士通ネットワークソ
リューションズ（株）

神奈川県川崎市川崎区
日進町７－１

一般競争入札 有 49,734,000 49,248,000 99.02%

Ｈ２８小形樋管ゲート
設備外更新工事

茨城県　潮来市 ～ 茨
城県　鹿嶋市

162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 2016/10/14 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 26,384,400 26,244,000 99.47%

Ｈ２８松戸排水機場外
機械設備改修その他工
事

千葉県　松戸市 ～ 千
葉県　野田市

140日間
暖冷房衛生設
備工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/10/14 （株）ダイエックス
千葉県松戸市松戸新田
１２９－１

一般競争入札 有 34,214,400 32,400,000 94.70%

軽井沢町長倉地区改良
工事

長野県　北佐久郡軽井
沢町

529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

2016/10/17 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 276,577,200 250,344,000 90.52%

横浜湘南道路小雀地区
改良（その１）工事

神奈川県　横浜市 226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

2016/10/17 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 287,172,000 266,241,600 92.71%

Ｈ２７荒川下流河川事
務所衛生設備修繕工事

東京都　北区 165日間
暖冷房衛生設
備工事

荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/10/17 正和工業（株）
埼玉県春日部市豊野町
２－３２－１９

一般競争入札 有 141,588,000 135,000,000 95.35%

Ｈ２７上花輪職員宿舎
等構内整備工事

千葉県　野田市 133日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/10/18 愛宕建設工業（株）
千葉県野田市野田７９
２

一般競争入札 有 14,493,600 14,148,000 97.62%

Ｈ２８古河大堤外光
ケーブル移設工事

茨城県　古河市 ～ 栃
木県　下野市

58日間 通信設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2016/10/19 （株）きんでん
大阪府大阪市北区本庄
東２－３－４１

一般競争入札 有 12,873,600 12,420,000 96.48%

Ｈ２８大古屋橋下部工
事

栃木県　佐野市 495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

2016/10/21 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 131,144,400 129,600,000 98.82%

国立感染症研究所村山
庁舎（１６）構内通路
整備工事

東京都　武蔵村山市 101日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/10/21
（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 15,249,600 14,996,679 98.34%

Ｈ２８－２９荒川西区
宝来下築堤工事

埼玉県　さいたま市 186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

2016/10/24 （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 274,687,200 246,240,000 89.64%

八ッ場ダム放流制御設
備工事

群馬県　吾妻郡長野原
町

879日間 通信設備工事 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

2016/10/24 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 124,804,800 110,916,000 88.87%

関東農政局千葉支局本
千葉庁舎（１６）建築
改修その他工事

千葉県　千葉市 479日間 建築工事 東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2016/10/24 ヤマダ建設（株）
千葉県君津市南子安７
－４－１０

一般競争入札 有 337,176,000 311,904,000 92.50%

Ｈ２８栗橋東堤防強化
（上・下）工事

埼玉県　久喜市 150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

2016/10/24 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 105,451,200 93,398,400 88.57%

大月道路管理施設工事 山梨県　大月市 158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

2016/10/24 （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 113,907,600 101,196,000 88.84%

Ｈ２７荒川あきがせ緊
急用船着場基盤整備工
事

埼玉県　志木市 150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

2016/10/25 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

一般競争入札 有 284,061,600 275,940,000 97.14%

Ｈ２８・Ｈ２９国道１
６号養老大橋補修工事

千葉県　市原市 416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

2016/10/25
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 276,274,800 253,800,000 91.87%

Ｈ２８国営ひたち海浜
公園ヤード整備工事

茨城県　ひたちなか市 149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

2016/10/25 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 40,780,800 37,476,000 91.90%

富士北麓（２）電線共
同溝その２工事

山梨県　南都留郡　富
士河口湖町

463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

2016/10/25 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

一般競争入札 有 253,260,000 230,040,000 90.83%

Ｈ２８藤原ダムクレス
トゲート修繕工事

群馬県　利根郡みなか
み町

97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

2016/10/26 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町
御薗宇６４００－３

一般競争入札 有 7,473,600 7,020,000 93.93%

東京国税局駒沢寮（Ｈ
２８）建築改修その他
工事

東京都　世田谷区 125日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/10/26
（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 14,407,200 14,054,040 97.55%

虎ノ門地下歩道その２
工事

東京都　千代田区 ～
東京都　港区

883日間 一般土木工事 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

2016/10/27 西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－
２０－１０

一般競争入札 有 2,387,070,000 2,246,400,000 94.11%

Ｈ２８国道１６号村田
排水設備修繕工事

千葉県　千葉市 155日間 機械設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/10/27
（株）日立テクノロ
ジーアンドサービス

茨城県土浦市神立町６
０３

一般競争入札 有 43,869,600 39,960,000 91.09%

Ｈ２８豊野－赤川除雪
作業

長野県　長野市 ～ 長
野県　上水内郡信濃町

155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

2016/10/27 （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 68,461,200 63,180,000 92.29%

Ｈ２７戸ヶ崎下地区低
水護岸工事

埼玉県　三郷市 139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 2016/10/27 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 205,804,800 183,384,000 89.11%

Ｈ２８滑川上流床固群
魚道設置工事

群馬県　高崎市 238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 2016/10/31 （株）飯塚組
群馬県北群馬郡吉岡町
大久保２２７９－２

一般競争入札 有 94,089,600 87,480,000 92.98%


