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契約の相手方の
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Ｈ２８・Ｈ２９国道３
５７号市川共同溝補強
その７工事

千葉県　市川市 196日間 一般土木工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/12/1 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町
栗山３１９５－１

一般競争入札 有 296,881,200 266,760,000 89.85%

道路休憩施設地盤改良
その２工事

千葉県　市川市 120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 2016/12/1 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 290,509,200 259,956,000 89.48%

中部横断自動車道　前
山大沢地区改良２工事

長野県　佐久市 302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

2016/12/1 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 283,424,400 260,064,000 91.76%

Ｈ２８田尻五丁目地区
高潮堤防整備工事

千葉県　市川市 185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 2016/12/2 大勝建設（株）
大阪府大阪市生野区中
川西１－８－４

一般競争入札 有 244,393,200 218,160,000 89.27%

Ｈ２８吉田排水樋管
ゲート設備外改修工事

埼玉県　川越市 176日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/12/6 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 17,701,200 16,416,000 92.74%

Ｈ２７荒川下流中堤周
辺整備工事

東京都　江東区 114日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/12/7 （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 97,286,400 96,660,000 99.36%

Ｈ２８鬼怒統管内観測
設備工事

栃木県　日光市 106日間 通信設備工事 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

2016/12/8 （株）共和電業
東京都調布市調布ケ丘
３－５－１

一般競争入札 有 80,784,000 78,516,000 97.19%

Ｈ２８川治ダムＣＣＴ
Ｖ制御装置更新工事

栃木県　日光市 106日間 通信設備工事 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

2016/12/8
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 16,275,600 15,444,000 94.89%

Ｈ２８国営ひたち海浜
公園駐車場改修工事

茨城県　ひたちなか市 112日間 維持修繕工事 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

2016/12/9 高倉建設工業（株）
茨城県ひたちなか市馬
渡２８９８－２

一般競争入札 有 22,086,000 19,008,000 86.06%

粟倉地区護岸（その
１）工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

231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

2016/12/12 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

一般競争入札 有 280,400,400 251,618,400 89.74%

Ｈ２８扇二丁目河岸再
生工事

東京都　足立区 169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 2016/12/13
（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 162,669,600 145,692,000 89.56%

Ｈ２８鹿浜一丁目河岸
再生工事

東京都　足立区 169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 2016/12/13 松本建設（株）
富山県砺波市千保２９
７

一般競争入札 有 180,392,400 162,864,000 90.28%

粟倉地区護岸（その
２）工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

230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

2016/12/13 （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 280,497,600 252,936,000 90.17%

国道１６号武蔵野橋上
部他工事

東京都　福生市 198日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/12/14 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 205,254,000 184,680,000 89.98%

Ｈ２８目吹河川防災ス
テーション整備（その
２）工事

千葉県　野田市 243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

2016/12/14 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 288,046,800 258,012,000 89.57%

中部横断自動車道　宮
の入改良５工事

長野県　南佐久郡　佐
久穂町

229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

2016/12/14 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

一般競争入札 有 294,148,800 262,656,000 89.29%

動物検疫所横浜本所
（Ｈ２８）機械設備改
修その他工事

神奈川県　横浜市 198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

2016/12/14 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ
町上牧２３４４－１２

一般競争入札 有 53,082,000 48,600,000 91.56%

Ｈ２８災害情報表示設
備改修工事

埼玉県　さいたま市 99日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2016/12/15 富士通（株）
東京都港区東新橋１丁
目５番２号

一般競争入札 有 24,915,600 24,840,000 99.70%

Ｈ２８大型表示装置設
置工事

千葉県　野田市 ～ 東
京都　江戸川区

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 2016/12/15 日本電気（株）
東京都港区芝５－７－
１

一般競争入札 有 189,453,600 182,520,000 96.34%

Ｈ２８行徳ＣＣＴＶ設
備他設置工事

東京都　江戸川区 ～
千葉県　野田市

104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 2016/12/16 富士通（株）
東京都港区東新橋１丁
目５番２号

一般競争入札 有 248,454,000 239,760,000 96.50%

大薙地区擁壁工事 栃木県　日光市 257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

2016/12/16 （株）谷黒組
栃木県那須塩原市塩原
１１００

一般競争入札 有 127,180,800 118,800,000 93.41%

Ｈ２８利根川上流古河
出張所構内整備工事

茨城県　古河市 71日間 建築工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/12/19 塚田建材（株） 茨城県下妻市比毛２９ 通常型指名競争入札 3,682,800 2,646,000 71.85%

Ｈ２８芦崎地先土運搬
工事

千葉県　銚子市 94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

2016/12/20 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 69,714,000 61,344,000 87.99%

Ｈ２８京浜河川情報伝
達設備更新工事

神奈川県　横浜市 94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

2016/12/20 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－５７

一般競争入札 有 36,806,400 36,720,000 99.77%

Ｈ２８佐野一丁目地区
堤防整備工事

東京都　足立区 192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 2016/12/20 （株）岡本組
千葉県松戸市大金平３
－１６５

一般競争入札 有 105,267,600 94,467,600 89.74%

Ｈ２８－３０荒川貝殻
樋管改築工事

埼玉県　上尾市 541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

2016/12/21 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 630,255,600 624,240,000 99.05%

Ｈ２８北千葉第一導水
路電気防食装置修繕工
事

千葉県　印西市 99日間 塗装工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/12/21 （株）ナカボーテック
東京都中央区新川２－
５－２

一般競争入札 有 29,991,600 27,000,000 90.03%
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Ｈ２８高浜実験施設補
修工事

茨城県　石岡市 90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

2016/12/21 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

一般競争入札 有 43,923,600 43,200,000 98.35%

Ｈ２８田園調布出張所
空中線移設工事

東京都　大田区 ～ 神
奈川県　相模原市

93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

2016/12/21 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 6,199,200 5,778,000 93.21%

Ｈ２８外郭放水路土砂
撤去工事

埼玉県　春日部市 161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 2016/12/21 （株）奥村組
大阪府大阪市阿倍野区
松崎町２－２－２

一般競争入札 有 112,449,600 110,160,000 97.96%

中部横断天神沢川橋上
部工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

161日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/12/21 （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 104,284,800 93,420,000 89.58%

矢切歩道橋昇降施設新
築工事

千葉県　松戸市 222日間 建築工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/12/21 古川建設（株）
千葉県柏市戸張１３７
３－５

一般競争入札 有 86,821,200 78,300,000 90.19%

Ｈ２８横浜国道管内道
路情報表示設備設置工
事

神奈川県　川崎市 95日間 通信設備工事 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

2016/12/26 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区
前田町１００

一般競争入札 有 34,128,000 30,132,000 88.29%

国道２０号八王子市高
尾電線共同溝路面復旧
工事

東京都　八王子市 277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

2016/12/26 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 137,494,800 125,280,000 91.12%

神流川高水敷伐開工事
埼玉県　児玉郡　神川
町

277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 2016/12/26 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 86,259,600 79,380,000 92.02%

Ｈ２８南青山二丁目舗
装修繕工事

東京都　港区 186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

2016/12/26 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 244,728,000 220,212,000 89.98%

圏央道島名地区排水整
備他工事

茨城県　つくば市 401日間 一般土木工事 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

2016/12/26
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

一般競争入札 有 185,608,800 169,560,000 91.35%

東信森林管理署（Ｈ２
８）建築改修その他工
事

長野県　佐久市 323日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2016/12/27 （株）アスピア
長野県松本市宮渕１－
３－３０

一般競争入札 有 198,288,000 181,872,000 91.72%

東関道四鹿地区改良工
事

茨城県　行方市 275日間 一般土木工事 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

2016/12/28
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

一般競争入札 有 162,496,800 162,000,000 99.69%

あきる野庁舎（１６）
機械設備改修その他工
事

東京都　あきる野市 93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 2016/12/28 三機工業（株）
東京都中央区日本橋室
町２－１－１

一般競争入札 有 17,261,100 17,170,920 99.48%


