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Ｈ２８遅沢川上流護岸
工工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

240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 2017/2/1 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 126,360,000 139,568,400 90.54%

Ｈ２８蛇堀川砂防堰堤
工事

長野県　小諸市 240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 2017/2/1 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 226,800,000 249,415,200 90.93%

上武道路情報ボックス
工事

群馬県　前橋市 325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 2017/2/1 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 112,320,000 118,540,800 94.75%

Ｈ２８大谷川（芹沼地
区）護岸工事

栃木県　日光市 188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

2017/2/1 小島土建（株）
栃木県塩谷郡塩谷町風
見１１８８

一般競争入札 有 118,044,000 129,546,000 91.12%

Ｈ２８臼田トンネル電
気室新営工事

長野県　佐久市 241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

2017/2/1 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 25,164,000 26,632,800 94.48%

Ｈ２８・２９国道６号
千代田石岡ＢＰ東田中
地区外改良工事

茨城県　石岡市 ～ 茨
城県　かすみがうら市

363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

2017/2/2 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

一般競争入札 有 90,720,000 98,506,800 92.10%

２４６号伊勢原電線共
同溝（その２）工事

神奈川県　伊勢原市 416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

2017/2/7 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 257,040,000 287,442,000 89.42%

Ｈ２８北利根川堤防補
修工事

千葉県　香取市 128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 2017/2/7 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 61,992,000 67,251,600 92.18%

Ｈ２８東京国道管内歩
道橋補修工事

東京都　特別区 143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

2017/2/7 （株）メンテック
福岡県久留米市合川町
４２２番地

一般競争入札 有 194,400,000 203,882,400 95.35%

Ｈ２８八ッ場ダム管内
代替地他整備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

143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

2017/2/7 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 176,580,000 197,056,800 89.61%

Ｈ２８伊讃管内土砂改
良工事

茨城県　結城市 ～ 茨
城県　結城郡　八千代
町

233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

2017/2/8 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 219,888,000 245,224,800 89.67%

Ｈ２８舞浜立体山側下
部その５工事

千葉県　浦安市 233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 2017/2/8 （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 214,920,000 223,430,400 96.19%

Ｈ２８利根川上流ＣＣ
ＴＶ設備電源等改良工
事

茨城県　猿島郡　境町
～ 埼玉県　熊谷市

203日間
受変電設備工
事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2017/2/9 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

一般競争入札 有 65,880,000 66,625,200 98.88%

Ｈ２８外浪逆浦堤防補
修工事

茨城県　神栖市 126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 2017/2/9 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７
６－７

一般競争入札 有 41,407,200 45,554,400 90.90%

有明地区ほか交通安全
対策工事

東京都　特別区 172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

2017/2/9 （株）キクテック
愛知県名古屋市南区加
福本通１－２６

一般競争入札 有 137,160,000 148,100,400 92.61%

Ｈ２８富士川堤防天端
舗装工事

静岡県　富士宮市 ～
山梨県　南巨摩郡　南
部町

141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

2017/2/9 丸浜舗道（株）
山梨県甲府市東光寺１
－７－８

一般競争入札 有 34,538,400 39,268,800 87.95%

Ｈ２８舞浜立体山側下
部その４工事

千葉県　浦安市 232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 2017/2/9 （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 207,360,000 230,569,200 89.93%

Ｈ２８笛吹川護岸補修
その２工事

山梨県　甲府市 126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

2017/2/9 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

一般競争入札 有 37,152,000 42,130,800 88.18%

国道１６号相模原市橋
本地下道建築工事

神奈川県　相模原市 171日間 建築工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2017/2/10 （株）小島組
神奈川県厚木市栄町１
－２－２

一般競争入札 有 79,920,000 81,961,200 97.51%

Ｈ２８国道５１号東金
山改良他工事

千葉県　成田市 231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

2017/2/10 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

一般競争入札 有 118,800,000 133,444,800 89.03%

１６号磯子電線共同溝
路面復旧工事

神奈川県　横浜市 171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

2017/2/10 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

一般競争入札 有 72,576,000 82,274,400 88.21%

Ｈ２８巴波川堤防天端
拡幅補修工事

栃木県　栃木市 140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

2017/2/10 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 242,244,000 268,639,200 90.17%

Ｈ２８八筋川地先護岸
補修工事

茨城県　稲敷市 125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 2017/2/10 （株）二輝建設
茨城県潮来市日の出４
－８－１２

一般競争入札 有 40,597,200 44,593,200 91.04%

八ッ場ダム管理棟建築
工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

597日間 建築工事 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

2017/2/10 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 645,840,000 662,796,000 97.44%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
改良（その５）工事

神奈川県　横浜市 260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

2017/2/13 大野建設（株）
神奈川県愛甲郡愛川町
中津４０７１－１

一般競争入札 有 236,844,000 264,092,400 89.68%

Ｈ２８湾岸道路改良
（その２）工事

神奈川県　横浜市 228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

2017/2/13 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

一般競争入札 有 139,320,000 149,850,000 92.97%

Ｈ２８釜無川第６崩壊
地対策工事

長野県　諏訪郡　富士
見町

228日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/2/13 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 103,680,000 109,857,600 94.38%
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Ｈ２８小武川崩壊地対
策工事

山梨県　韮崎市 228日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/2/13 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 109,080,000 116,888,400 93.32%

Ｈ２８上湯原地区防災
ダム（Ｒ－１２）工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

199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

2017/2/13 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１
５７９番地

一般競争入札 有 154,980,000 173,232,000 89.46%

Ｈ２８国道６号上本郷
（その２）電線共同溝
工事

千葉県　松戸市 199日間
アスファルト
舗装工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2017/2/13 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台３ー１２５

一般競争入札 有 203,904,000 225,406,800 90.46%

Ｈ２８笛吹川護岸補修
その１工事

山梨県　甲府市 122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

2017/2/13 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２
－１１－８

一般競争入札 有 39,096,000 43,372,800 90.14%

Ｈ２８富士北麓電線共
同溝路面復旧工事

山梨県　南都留郡　富
士河口湖町 ～ 山梨県
富士吉田市

228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

2017/2/13 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 155,304,000 174,463,200 89.02%

Ｈ２８本庄道路改良他
工事

群馬県　高崎市 ～ 埼
玉県　児玉郡　上里町

227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

2017/2/14 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 105,732,000 118,260,000 89.41%

Ｈ２８上尾道路改良そ
の１工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　上尾市

227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

2017/2/14 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 106,920,000 119,372,400 89.57%

Ｈ２８上尾道路改良そ
の２工事

埼玉県　桶川市 ～ 埼
玉県　北本市

227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

2017/2/14 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 113,400,000 114,361,200 99.16%

Ｈ２８渡良瀬川天端保
護工事

群馬県　桐生市 ～ 栃
木県　足利市

227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

2017/2/14 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５
３－５３

一般競争入札 有 102,060,000 106,218,000 96.09%

野門沢崩壊地対策工事 栃木県　日光市 479日間 法面処理工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2017/2/14 東興ジオテック（株）
東京都港区芝２－１４
－５

一般競争入札 有 160,920,000 162,766,800 98.87%

Ｈ２８明和地区法尻保
護工外工事

群馬県　邑楽郡　千代
田町

154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

2017/2/14 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 210,924,000 235,990,800 89.38%

小松川地区他改良その
２工事

東京都　江戸川区 ～
東京都　葛飾区

227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 2017/2/14 （株）松村組
大阪府大阪市北区東天
満１－３－２１

一般競争入札 有 194,400,000 200,599,200 96.91%

奈川渡改良付替道路工
事

長野県　松本市 410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

2017/2/14 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区
名駅１－１－４

一般競争入札 有 366,120,000 382,471,200 95.72%

気象庁清瀬庁舎（１
６）機械設備改修その
他工事

東京都　清瀬市 500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 2017/2/14
（株）日立プラント
サービス

東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

一般競争入札 有 897,976,800 980,640,000 91.57%

Ｈ２８北千葉導水路操
作制御設備修繕工事

千葉県　印西市 768日間 機械設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2017/2/15 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町
１１－１

一般競争入札 有 891,000,000 896,475,600 99.39%

旭町地区他改良舗装工
事

神奈川県　川崎市 310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

2017/2/15 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

一般競争入札 有 196,020,000 196,981,200 99.51%

Ｈ２８国道５１号山之
作改良他工事

千葉県　成田市 218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

2017/2/15 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

一般競争入札 有 132,840,000 144,892,800 91.68%

警察庁科学警察研究所
（１６）建築改修その
他工事

千葉県　柏市 288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

2017/2/15 式田建設工業（株）
千葉県千葉市若葉区殿
台町９０－１

一般競争入札 有 87,480,000 89,672,400 97.56%

Ｈ２８鎌庭管内土砂改
良工事

茨城県　下妻市 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

2017/2/15 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 203,472,000 225,374,400 90.28%

Ｈ２８新石下（中）築
堤工事

茨城県　常総市 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

2017/2/15 （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 135,540,000 152,258,400 89.02%

Ｈ２８北千葉道路松崎
地区改良その５工事

千葉県　成田市 225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

2017/2/16 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

一般競争入札 有 129,600,000 139,611,600 92.83%

Ｈ２８長野市小市防災
他工事

長野県　長野市 225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

2017/2/16 北陽建設（株）
長野県大町市社５３７
７

一般競争入札 有 151,200,000 159,937,200 94.54%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
鋼製橋脚設置（その
１）工事

神奈川県　横浜市 315日間 鋼橋上部工事 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

2017/2/16 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

一般競争入札 有 140,940,000 158,803,200 88.75%

横浜湘南道路小雀高架
橋下部（その３）工事

神奈川県　横浜市 349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

2017/2/16 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 211,680,000 234,835,200 90.14%

京橋税務署・中央都税
事務所（１６）エレ
ベーター設備工事

東京都　中央区 862日間 機械設備工事 東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2017/2/16
（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 51,525,264 54,850,800 93.94%

中部横断自動車道　切
原地区改良２工事

長野県　佐久市 ～ 長
野県　南佐久郡　佐久
穂町

225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

2017/2/16 （株）新津組
長野県南佐久郡小海町
大字小海４３９９－１

一般競争入札 有 254,070,000 284,634,000 89.26%

Ｈ２８年度国道５０号
下館ＢＰ神分地区改良
工事

茨城県　筑西市 225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

2017/2/16 松本建設（株）
栃木県真岡市並木町２
－２１－１

一般競争入札 有 97,200,000 107,773,200 90.19%
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土浦労働総合庁舎（１
６）電気設備工事

茨城県　土浦市 589日間 電気設備工事 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

2017/2/16 第一電機工業（株）
石川県金沢市森戸１－
１６６

一般競争入札 有 248,400,000 265,896,000 93.42%

Ｈ２８宇都宮国道管内
交通安全対策工事

栃木県　下都賀郡　野
木町 ～ 栃木県　小山
市

225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

2017/2/16 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 243,000,000 245,084,400 99.15%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その２３）工事

神奈川県　横浜市 256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

2017/2/17 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 193,644,000 210,751,200 91.88%

横浜湘南道路小雀高架
橋下部（その２）工事

神奈川県　横浜市 348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

2017/2/17 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 245,160,000 273,682,800 89.58%

千葉県警察学校生徒寮
他（１６）建築改修そ
の他工事

千葉県　東金市 311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

2017/2/17 鎌形建設（株）
千葉県香取郡多古町多
古５９１

一般競争入札 有 156,600,000 166,968,000 93.79%

Ｈ２８息栖地先護岸補
修工事

茨城県　神栖市 ～ 千
葉県　香取市

118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 2017/2/17 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

一般競争入札 有 43,200,000 43,286,400 99.80%

Ｈ２８白河内工事用道
路工事

山梨県　南巨摩郡　早
川町

224日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/2/17 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 97,048,800 101,282,400 95.82%

Ｈ２８新石下（下）築
堤工事

茨城県　常総市 164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

2017/2/17 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 128,952,000 142,894,800 90.24%

中部横断自動車道　臼
田ＩＣ改良５工事

長野県　佐久市 224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

2017/2/17 （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 256,068,000 285,076,800 89.82%

Ｈ２８・２９下野笹原
電線共同溝工事

栃木県　下野市 376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

2017/2/17 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

一般競争入札 有 240,840,000 261,748,800 92.01%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その２２）工事

神奈川県　横浜市 345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

2017/2/20
りんかい日産建設
（株）

東京都港区芝２－３－
８

一般競争入札 有 256,608,000 279,903,600 91.68%

厚木秦野道路伊勢原北
ＩＣ下部（その３）工
事

神奈川県　伊勢原市 221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

2017/2/20 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 239,436,000 266,706,000 89.78%

中部横断自動車道　大
沢臼田地区改良３工事

長野県　佐久市 221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

2017/2/20 （株）北條組
長野県長野市大字村山
３４８－１

一般競争入札 有 247,147,200 276,361,200 89.43%

今井改良舗装工事 長野県　岡谷市 161日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/2/20 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 152,280,000 168,156,000 90.56%

Ｈ２８年度国道６号大
和田拡幅茂宮川橋上部
工事

茨城県　日立市 221日間 鋼橋上部工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2017/2/20 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

一般競争入札 有 256,284,000 286,804,800 89.36%

Ｈ２８年度国道５０号
下館ＢＰ笹塚歩道橋設
置工事

茨城県　筑西市 221日間 鋼橋上部工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2017/2/20 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

一般競争入札 有 128,412,000 139,838,400 91.83%

Ｈ２８新石下（上）築
堤工事

茨城県　常総市 185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

2017/2/20 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 136,080,000 152,247,600 89.38%

Ｈ２８北川辺地区盛土
工事

埼玉県　加須市 126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

2017/2/21 内田・大里（共）
茨城県古河市旭町２－
２０－４

一般競争入札 有 81,000,000 84,715,200 95.61%

中部横断自動車道　佐
久穂千代里地区基盤整
備４工事

長野県　南佐久郡　佐
久穂町

220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

2017/2/21 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 259,200,000 288,230,400 89.93%

塩崎地区改良工事 長野県　長野市 220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

2017/2/21 （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 227,880,000 252,007,200 90.43%

Ｈ２８年度国道６号千
代田石岡ＢＰ恋瀬川橋
床版工事

茨城県　石岡市 220日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2017/2/21
（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 191,700,000 213,570,000 89.76%

Ｈ２８五十里ダム施設
改良工事

栃木県　日光市 765日間 一般土木工事 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

2017/2/22 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１
－２５－１

一般競争入札 有 691,200,000 743,968,800 92.91%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その２４）工事

神奈川県　横浜市 309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

2017/2/22 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 223,560,000 241,747,200 92.48%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その２５）工事

神奈川県　横浜市 309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

2017/2/22 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 237,600,000 264,772,800 89.74%

Ｈ２８古河中田新田上
流築堤工事

茨城県　古河市 134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

2017/2/22 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 66,938,400 74,358,000 90.02%

八ッ場ダム管理棟機械
設備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

585日間
暖冷房衛生設
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

2017/2/22 （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 136,080,000 145,152,000 93.75%

中部横断自動車道　宮
の入改良６工事

長野県　南佐久郡　佐
久穂町 ～ 長野県　南
佐久郡　小海町

219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

2017/2/22 （株）黒澤組
長野県南佐久郡小海町
大字千代里３１６２

一般競争入札 有 262,980,000 293,630,400 89.56%
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川崎法務総合庁舎（１
６）機械設備改修その
他工事

神奈川県　川崎市 371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

2017/2/22 （株）丹野設備工業所
神奈川県伊勢原市上粕
屋４４８－１９

一般競争入札 有 135,000,000 144,072,000 93.70%

Ｈ２８向石下築堤護岸
工事

茨城県　常総市 219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

2017/2/22 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 233,280,000 249,631,200 93.45%

Ｈ２８箕輪町築堤工事 茨城県　常総市 159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

2017/2/22 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 128,520,000 143,769,600 89.39%

Ｈ２８・Ｈ２９国道３
５７号市川共同溝補強
その８工事

千葉県　市川市 251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

2017/2/22 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 255,528,000 282,765,600 90.37%

警視庁第四機動隊（１
６）機械設備改修その
他工事

東京都　立川市 128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 2017/2/22
シンコー・克明工業
（株）

東京都杉並区和田２－
３－５

一般競争入札 有 24,624,000 25,714,800 95.76%

Ｈ２８明和梅原地区下
流築堤工事

群馬県　邑楽郡　明和
町

140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

2017/2/23 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 153,900,000 171,666,000 89.65%

土浦労働総合庁舎（１
６）建築工事

茨城県　土浦市 582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

2017/2/23 （株）鴻池組
大阪府大阪市北区梅田
３－４－５

一般競争入札 有 879,120,000 915,516,000 96.02%

土浦労働総合庁舎（１
６）エレベーター設備
工事

茨城県　土浦市 582日間 機械設備工事 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

2017/2/23
日本エレベーター製造
（株）

東京都千代田区岩本町
１－１０－３

一般競争入札 有 15,030,000 15,667,200 95.93%

警視庁警察学校（１
６）電気設備改修工事

東京都　府中市 189日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2017/2/23 （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 108,000,000 117,180,000 92.17%

Ｈ２８黒川第五砂防堰
堤工事

山梨県　北杜市 999日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/2/24 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 356,184,000 394,200,000 90.36%

Ｈ２８年度国道５０号
桜川橋耐震補強外工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　日立市

217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

2017/2/24 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 235,440,000 237,232,800 99.24%

Ｈ２８拝島特車自動計
測設備修繕工事

東京都　昭島市 217日間 機械設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2017/2/24
オムロンソーシアルソ
リューションズ（株）

東京都港区港南２－３
－１３　品川フロント
ビル７階

一般競争入札 有 19,440,000 20,930,400 92.88%

Ｈ２８中部横断原戸川
橋上部工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町

217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

2017/2/24 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－
３－１

一般競争入札 有 217,296,000 237,092,400 91.65%

Ｈ２８中部横断富沢Ｉ
Ｃアクセスランプ３号
橋他上部工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町

217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

2017/2/24 （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 240,840,000 269,557,200 89.35%

永井地区改良その６工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

214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 2017/2/27 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 217,080,000 240,040,800 90.43%

永井地区改良その７工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

195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 2017/2/27 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 216,540,000 238,366,800 90.84%

八ッ場ダム管理棟電気
設備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

580日間 電気設備工事 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

2017/2/27 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 88,020,000 91,810,800 95.87%

Ｈ２８横壁地区代替地
他整備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

123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

2017/2/27 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 268,056,000 299,116,800 89.62%

土浦労働総合庁舎（１
６）機械設備工事

茨城県　土浦市 578日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2017/2/27 第一設備工業（株）
東京都中央区新川１－
２２－３

一般競争入札 有 231,768,000 252,936,000 91.63%

警視庁警察学校（１
６）機械設備改修工事

東京都　府中市 246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 2017/2/27
ジョンソンコントロー
ルズ（株）

東京都渋谷区笹塚１－
５０－１笹塚ＮＡビル

一般競争入札 有 113,400,000 122,364,000 92.67%

Ｈ２８大和田高架橋耐
震補強工事

東京都　八王子市 214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

2017/2/27 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 241,488,000 270,972,000 89.12%

Ｈ２８相原高架橋耐震
補強その他工事

神奈川県　相模原市 214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

2017/2/27 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町
１０－３－３

一般競争入札 有 150,120,000 161,578,800 92.91%

Ｈ２８－２９荒川西区
上江橋上流築堤外工事

埼玉県　さいたま市 388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

2017/2/28 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

一般競争入札 有 137,484,000 137,905,200 99.69%

八王子南バイパス館地
区改良（その１）工事

東京都　八王子市 184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

2017/2/28 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５
３－５３

一般競争入札 有 156,600,000 162,280,800 96.50%

八王子南バイパス館高
架橋下部（その４）工
事

東京都　八王子市 213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

2017/2/28 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 234,360,000 253,141,200 92.58%

京橋税務署・中央都税
事務所（１６）建築そ
の他工事

東京都　中央区 850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

2017/2/28 西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－
２０－１０

一般競争入札 有 2,698,920,000 2,790,720,000 96.71%

Ｈ２８江戸川管内土砂
改良工事

千葉県　流山市 358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 2017/2/28 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 257,580,000 286,740,000 89.83%


