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平成２９・３０年度国
道２９８号戸田・さい
たま地区緑地管理工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県さいたま市南区

699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

2017/5/1 （株）八廣園
埼玉県川口市西立野１
８７

4030001076792 一般競争入札 有 99,900,000 86,184,000 86.27%

Ｈ２８新堤排水樋管外
ゲート設備修繕工事

茨城県守谷市 ～ 栃木
県小山市

275日間 機械設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2017/5/1 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

8030001006291 一般競争入札 有 55,803,600 55,620,000 99.67%

Ｈ２８川治ダム水質観
測設備更新工事

栃木県日光市 151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

2017/5/1 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

7010001022589 一般競争入札 有 57,661,200 50,760,000 88.03%

Ｈ２９大利根管内堤防
強化関連整備工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

333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

2017/5/1 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

7030001084693 一般競争入札 有 144,460,800 143,964,000 99.66%

Ｈ２９南部地区道路休
憩施設改良舗装工事

山梨県南巨摩郡南部町 332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

2017/5/2 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 199,972,800 180,144,000 90.08%

Ｈ２８荒川西区西遊馬
地区河川防災ステー
ション整備工事

埼玉県さいたま市西区 115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

2017/5/8 初雁興業（株）
埼玉県川越市大字鯨井
１７０５－２

9030001055395 一般競争入札 有 168,534,000 154,440,000 91.64%

Ｈ２９川俣管内堤防強
化関連整備工事

埼玉県羽生市 ～ 埼玉
県行田市

326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

2017/5/8 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

4030001086536 一般競争入札 有 229,802,400 205,070,400 89.24%

Ｈ２９上湯原地区造成
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

2017/5/9 都建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字長野原１３６９－
１

7070001023978 一般競争入札 有 284,634,000 275,400,000 96.76%

Ｈ２９・Ｈ３０北千葉
道路松崎高架橋Ｃラン
プ橋上部工事

千葉県成田市 415日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2017/5/10
日本ファブテック
（株）

茨城県取手市下高井１
０２０

8010401020704 一般競争入札 有 474,346,800 446,040,000 94.03%

Ｈ２８外郭放水路第３
工区トンネル覆工工事

埼玉県春日部市 323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 2017/5/11 （株）フジタ
東京都渋谷区千駄ヶ谷
４－２５－２

8011001039242 一般競争入札 有 1,613,314,800 1,463,832,000 90.73%

Ｈ２９平川流域工事用
道路工事

群馬県沼田市 207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 2017/5/11 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

1070001023109 一般競争入札 有 87,955,200 78,300,000 89.02%

Ｈ２９国道４号春日部
（１）電線共同溝工事

埼玉県春日部市 279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

2017/5/12 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

9010401006818 一般競争入札 有 232,610,400 209,520,000 90.07%

国道１６号福生市熊川
地区改良舗装工事

東京都福生市 224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

2017/5/12 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 293,425,200 269,784,000 91.94%

Ｈ２８河原職員宿舎構
内整備工事

千葉県市川市 111日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2017/5/12 松鶴建設（株）
福岡県福岡市博多区博
多駅前１－５－１

3290001013845 一般競争入札 有 25,358,400 24,624,000 97.10%

Ｈ２８林地区流路工工
事

群馬県吾妻郡長野原町 137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

2017/5/15 吉澤建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字大津１７８－１

7070001024010 一般競争入札 有 96,724,800 92,880,000 96.03%

Ｈ２９堀の沢砂防堰堤
補強工事

群馬県高崎市 205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 2017/5/16 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 116,434,800 107,460,000 92.29%

Ｈ２９浅川豊田外築堤
工事

東京都日野市 304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

2017/5/16 黒須建設（株）
東京都八王子市元横山
町１－２９－１２

2010101001068 一般競争入札 有 139,676,400 131,760,000 94.33%

Ｈ２８多摩川田園調布
南築堤護岸工事

東京都大田区 ～ 東京
都世田谷区

313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

2017/5/17 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

1011001006587 一般競争入札 有 232,686,000 214,920,000 92.36%

Ｈ２８上湯原地区外流
路工工事

群馬県吾妻郡長野原町 135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

2017/5/17 池原工業（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町
大字原町１６０

8070001023663 一般競争入札 有 170,985,600 169,560,000 99.17%

Ｈ２９中部横断自動車
道　トンネル非常用設
備ほか設置工事

長野県長野市 ～ 長野
県佐久市

310日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/5/17 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６番地

1130001038463 一般競争入札 有 243,496,800 219,240,000 90.04%

中部横断宮原沢川橋上
部工事

山梨県南巨摩郡身延町 471日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/5/17 高田機工（株）
大阪府大阪市浪速区難
波中２－１０－７０

8120001038994 一般競争入札 有 633,819,600 601,776,000 94.94%

Ｈ２９・３０横浜国道
東地区緑地管理工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

666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

2017/5/18 横浜植木（株）
神奈川県横浜市南区唐
沢１５

1020001013956 一般競争入札 有 166,546,800 139,320,000 83.65%

Ｈ２８川原湯地区代替
地他整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 224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

2017/5/18 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

9070001002988 一般競争入札 有 209,541,600 190,080,000 90.71%

Ｈ２９岩瀬国道管内緑
地管理工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県笠間市

282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

2017/5/22 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

6050001009716 一般競争入札 有 23,954,400 21,600,000 90.17%

Ｈ２９鹿嶋国道管内緑
地管理工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県鉾田市

282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

2017/5/22 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

1050001004696 一般競争入札 有 23,068,800 22,140,000 95.97%

矢切堀之内遮音壁その
５工事

千葉県松戸市 214日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/5/22 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町２
－６－１０

3021001020759 一般競争入札 有 205,934,400 190,080,000 92.30%

小山地区他遮音壁その
３工事

千葉県松戸市 214日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/5/22 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

8040001002224 一般競争入札 有 270,723,600 255,528,000 94.39%
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Ｈ２９堤防強化土砂整
正工事

茨城県取手市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

168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

2017/5/22 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 289,008,000 258,714,000 89.52%

Ｈ２９中部横断自動車
道　照明設備ほか設置
工事

長野県佐久市 ～ 長野
県南佐久郡佐久穂町

305日間 電気設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/5/22 （株）ＴＯＳＹＳ
長野県長野市若穂綿内
字東山１１０８－５

8100001002894 一般競争入札 有 242,341,200 219,585,600 90.61%

Ｈ２９中部横断自動車
道　情報収集設備ほか
設置工事

長野県長野市 ～ 長野
県佐久市

305日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/5/22 ＮＤＳ（株）
愛知県名古屋市中区千
代田２－１５－１８

2180001039415 一般競争入札 有 236,682,000 214,488,000 90.62%

Ｈ２９中部横断自動車
道　道路情報表示設備
設置工事

長野県佐久市 ～ 長野
県南佐久郡佐久穂町

305日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/5/22 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

1030001008006 一般競争入札 有 261,640,800 234,360,000 89.57%

Ｈ２９西の洲甘田入地
区整備外工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県鉾田市

312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 2017/5/23 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 109,144,800 101,520,000 93.01%

Ｈ２９・３０　２０号
道路維持工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

676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

2017/5/24 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 238,917,600 236,520,000 99.00%

Ｈ２９日立国道管内緑
地管理工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

279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

2017/5/25 （株）松風園
茨城県ひたちなか市長
砂６２５－２

4050001006822 一般競争入札 有 17,398,800 15,314,400 88.02%

Ｈ２９前橋・桐生管内
緑地管理工事

群馬県桐生市 ～ 群馬
県前橋市

204日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/5/25 （株）しみづ農園
群馬県高崎市柴崎町１
５６３

2070001007218 一般競争入札 有 29,678,400 29,160,000 98.25%

警視庁第八機動隊（１
７）電気設備改修工事

東京都新宿区 204日間 電気設備工事 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

2017/5/25 高野電気工業（株）
東京都葛飾区奥戸６‐
１１‐２

1011801002760 一般競争入札 有 24,537,600 24,397,200 99.43%

横浜法務総合庁舎（１
７）電気設備改修工事

神奈川県横浜市中区 158日間 電気設備工事 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

2017/5/26 湘南送電工事（株）
神奈川県藤沢市西俣野
４５３－１

8021001000921 一般競争入札 有 44,647,200 40,716,000 91.19%

Ｈ２９年国道６号田尻
町電線共同溝外工事

茨城県日立市 185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

2017/5/29 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田
２－４－４

3010001134017 一般競争入札 有 270,615,600 248,400,000 91.79%

Ｈ２９東京外環大泉地
区準備他改良工事

東京都練馬区 306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

2017/5/29 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

1011001006587 一般競争入札 有 160,336,800 158,760,000 99.02%

舞浜立体山側上部工事 千葉県浦安市 669日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/5/29
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

8010001008843 一般競争入札 有 2,562,829,200 2,321,568,000 90.59%

舞浜立体海側上部工事 千葉県浦安市 669日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/5/29 （株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２
７番地

6040001022645 一般競争入札 有 2,481,645,600 2,265,840,000 91.30%

Ｈ２８相模川馬入高潮
堤防工事

神奈川県平塚市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

305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

2017/5/29 日鋪建設（株）
東京都世田谷区三宿１
－１３－１

2010901009368 一般競争入札 有 276,188,400 252,720,000 91.50%


