
公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表
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小日向（３）電線共同
溝工事

東京都文京区 543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

2017/7/3 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 257,763,600 235,980,000 91.55%

Ｈ２９高田歩道融雪設
備工事

長野県長野市 170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

2017/7/3 前田道路（株）
東京都品川区大崎１丁
目１１－３

6010701009184 一般競争入札 有 188,136,000 182,520,000 97.01%

中部横断自動車道　立
入防止柵他設置３工事

長野県佐久市 268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

2017/7/5 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

7100001008257 一般競争入札 有 228,798,000 220,320,000 96.29%

所沢税務署（１７）建
築改修その他工事

埼玉県所沢市 209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

2017/7/6 （株）今西組
大阪府大阪市天王寺区
上本町６－９－２１

8120001022313 一般競争入札 有 196,236,000 170,100,000 86.68%

Ｈ２９西浦中岸沖宿地
区島堤整備工事

茨城県土浦市 175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 2017/7/6 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

9040001062028 一般競争入札 有 72,014,400 69,120,000 95.98%

Ｈ２９鬼怒川鎌庭管内
周辺整備工事

茨城県常総市 267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

2017/7/6
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

2050001009637 一般競争入札 有 110,862,000 103,032,000 92.94%

中部横断自動車道　標
識設置工事

長野県南佐久郡佐久穂
町 ～ 長野県佐久市

267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

2017/7/6
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 196,668,000 182,196,000 92.64%

中部横断自動車道　立
入防止柵他設置１工事

長野県佐久市 267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

2017/7/6
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 231,044,400 212,544,000 91.99%

中部横断自動車道　立
入防止柵他設置２工事

長野県佐久市 267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

2017/7/6
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 239,932,800 219,780,000 91.60%

中部横断自動車道　立
入防止柵他設置４工事

長野県佐久市 ～ 長野
県南佐久郡佐久穂町

267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

2017/7/6
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 229,359,600 208,548,000 90.93%

Ｈ２９鬼怒川伊讃管内
周辺整備工事

茨城県下妻市 266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

2017/7/7 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

3060001003365 一般競争入札 有 116,035,200 107,892,000 92.98%

Ｈ２９東京国道管内無
停電電源設備他改修工
事

東京都特別区 208日間
受変電設備工
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

2017/7/7 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－
１８－１０

3010401017845 一般競争入札 有 202,543,200 183,060,000 90.38%

Ｈ２９渋谷駅東口地下
歩道建築工事

東京都渋谷区 267日間 建築工事 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

2017/7/7
（株）イズミ・コンス
トラクション

東京都中央区日本橋堀
留町２－３－８

6010001036953 一般競争入札 有 298,944,000 294,840,000 98.63%

Ｈ２９濁沢第二砂防堰
堤工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 151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 2017/7/10 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村大
字三原８７５

3070001024022 一般競争入札 有 101,671,200 92,232,000 90.72%

Ｈ２９渋谷駅東口地下
歩道電気設備他工事

東京都渋谷区 264日間 電気設備工事 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

2017/7/10 タツヲ電気（株）
東京都文京区白山５－
２２－９

9010001139984 一般競争入札 有 94,564,800 91,800,000 97.08%

Ｈ２８荒川右岸東墨田
二丁目高潮堤防整備工
事

東京都墨田区 253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 2017/7/11 鈴中工業（株）
愛知県名古屋市中区丸
の内１－９－７

9180301011100 一般競争入札 有 142,560,000 140,400,000 98.48%

栃木税務署小山花垣宿
舎外１件（１７）建築
改修その他工事

栃木県小山市 232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

2017/7/11 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 162,432,000 151,632,000 93.35%

Ｈ２８武蔵運動広場排
水設備改修他工事

埼玉県比企郡滑川町 142日間
暖冷房衛生設
備工事

国営昭和記念公園事
務所

東京都立川市緑町3173 2017/7/11 信建総合設備（株）
群馬県高崎市貝沢町６
２５

8070001007162 通常型指名競争入札 59,022,000 46,440,000 78.68%

Ｈ２９荒川下流管内船
着場外維持浚渫工事

東京都江東区 ～ 東京
都葛飾区

132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 2017/7/11 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和
区岸町５－７－１１

3030001010785 一般競争入札 有 205,977,600 190,080,000 92.28%

Ｈ２９利根ダム管内河
川情報設備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県沼田市

231日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理
事務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2017/7/12 テクノ産業（株）
栃木県宇都宮市中里町
１６７－１

5060001000071 一般競争入札 有 177,433,200 167,400,000 94.35%

Ｈ２９滑川上流床固群
魚道設置他工事

群馬県高崎市 239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 2017/7/12 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 115,354,800 109,080,000 94.56%

Ｈ２９金山沢砂防堰堤
工事

群馬県吾妻郡中之条町 168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 2017/7/12 東光建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字横壁５０１－１

1070001023892 一般競争入札 有 79,542,000 77,760,000 97.76%

Ｈ２９利根ダム管内映
像表示設備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

230日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理
事務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2017/7/13 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 77,500,800 72,576,000 93.65%

警察庁科学警察研究所
（１７）電気設備改修
工事

千葉県柏市 322日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所
東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2017/7/13 栗原工業（株）
大阪府大阪市北区角田
町１－１

8120001059636 一般競争入札 有 227,232,000 210,600,000 92.68%

Ｈ２９相俣ダム管内放
流警報設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町

230日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理
事務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2017/7/13
（株）富士通マーケ
ティング

東京都港区港南２－１
５－３

5010001006767 一般競争入札 有 36,547,200 35,640,000 97.52%

群馬農政事務所地域第
一課庁舎（１７）構内
整備工事

群馬県高崎市 125日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市旭町1108
長野第2合同庁舎4階

2017/7/13 神宮工業（株）
群馬県高崎市貝沢町６
１４

9070001007153 一般競争入札 有 39,819,600 38,448,000 96.56%

Ｈ２９綾戸地区防災工
事

群馬県沼田市 260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 2017/7/13 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 201,020,400 199,800,000 99.39%
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Ｈ２９千葉国道気象観
測設備工事

千葉県市川市 ～ 千葉
県船橋市

230日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2017/7/13 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 84,142,800 79,920,000 94.98%

Ｈ２９行徳橋上部工事 千葉県市川市 914日間 鋼橋上部工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2017/7/14 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 2,430,961,200 2,206,440,000 90.76%

Ｈ２９国道６号北柏高
架橋補修工事

千葉県柏市 229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

2017/7/14 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 108,885,600 98,496,000 90.46%

２４６号下鶴間電線共
同溝（その２）工事

神奈川県大和市 350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

2017/7/14 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１
３－２７

1011101036179 一般競争入札 有 166,644,000 151,200,000 90.73%

１６号川井電線共同溝
工事

神奈川県横浜市旭区 260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

2017/7/14 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

1010401015438 一般競争入札 有 138,942,000 126,468,000 91.02%

Ｈ２９利根ダム管内
ネットワーク設備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

225日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理
事務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2017/7/18 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 99,997,200 97,200,000 97.20%

Ｈ２９三郷排水機場外
機械設備改修その他工
事

埼玉県三郷市 ～ 千葉
県松戸市

143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 2017/7/18 （株）ダイエックス
千葉県松戸市稔台７－
７－１３　井上ビル２
階

6040001035944 一般競争入札 有 29,246,400 29,160,000 99.70%

Ｈ２９千葉国道道路情
報表示設備工事

千葉県野田市 ～ 千葉
県四街道市

225日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2017/7/18 名古屋電機工業（株）
愛知県あま市篠田面徳
２９－１

7180001020428 一般競争入札 有 123,368,400 110,916,000 89.91%

Ｈ２９古ヶ崎・根本排
水樋管ゲート設備改良
工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

240日間 機械設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2017/7/18 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

2090001006473 一般競争入札 有 104,922,000 95,688,000 91.20%

Ｈ２８荒川貯水池管理
所機械設備改修その他
工事

埼玉県さいたま市桜区 135日間
暖冷房衛生設
備工事

荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2017/7/18 池田煖房工業（株）
北海道札幌市北区北１
２条西３－１－１０

1430001001267 一般競争入札 有 30,294,000 30,024,000 99.11%

Ｈ２９川原畑地区法面
工他工事

群馬県吾妻郡長野原町 255日間 法面処理工事
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

2017/7/18 日特建設（株）
東京都中央区東日本橋
３－１０－６

7010001053304 一般競争入札 有 208,159,200 197,424,000 94.84%

Ｈ２９軽井沢除雪ス
テーション外建築改修
その他工事

長野県北佐久郡軽井沢
町 ～ 群馬県安中市

124日間 建築工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/7/19 （株）兵藤工務店
群馬県渋川市中郷４４
２

9070001017887 一般競争入札 有 20,077,200 14,580,000 72.62%

日本社会事業大学教学
Ｃ棟他（１７）建築改
修その他工事

東京都清瀬市 224日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2017/7/19 東邦ビルト（株）
東京都世田谷区瀬田４
－２９－１４

5010901008367 一般競争入札 有 105,732,000 96,660,000 91.42%

消防大学校南寮（１
７）建築改修工事

東京都調布市 238日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2017/7/20 （株）エイワ建設
東京都杉並区成田東５
－１９－５

9011301001000 一般競争入札 有 64,508,400 52,380,000 81.20%

Ｈ２９事務所空調設備
改修工事

群馬県高崎市 148日間
暖冷房衛生設
備工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/7/20 （株）イシイ設備工業
群馬県高崎市浜尻町５
６０－１

3070001006169 一般競争入札 有 20,088,000 19,224,000 95.70%

Ｈ２９ウドン沢管理用
道路工事

栃木県日光市 175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

2017/7/20 （株）八興建設
栃木県日光市今市２５
１－２

2060001008506 一般競争入札 有 81,594,000 81,000,000 99.27%

菅野トンネル照明設備
他その２工事

千葉県市川市 232日間 電気設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/7/20 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－
６－２

2010401007649 一般競争入札 有 145,400,400 144,720,000 99.53%

４号那須塩原地区改良
他工事

栃木県那須塩原市 248日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2017/7/21 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 175,057,200 158,328,000 90.44%

Ｈ２９男鹿川上流第一
砂防堰堤改築工事

栃木県日光市 172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

2017/7/21 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 92,080,800 84,888,000 92.19%

Ｈ２９長野国道管内道
路照明灯更新ほか工事

長野県長野市 ～ 長野
県松本市

253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

2017/7/21
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 81,183,600 81,000,000 99.77%

国際子ども図書館レン
ガ棟（１７）電気設備
改修その他工事

東京都台東区 219日間 電気設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2017/7/24 タツヲ電気（株）
東京都文京区白山５－
２２－９

9010001139984 一般競争入札 有 145,692,000 137,160,000 94.14%

Ｈ２９新４号・５０号
道路整備工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県古河市

245日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2017/7/24 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

7060001020687 一般競争入札 有 82,965,600 75,600,000 91.12%

Ｈ２９利根川左岸清水
排水樋管新設工事

茨城県神栖市 207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

2017/7/24 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 297,216,000 278,640,000 93.75%

Ｈ２９奥鬼怒第三砂防
堰堤改築工事

栃木県日光市 142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

2017/7/24 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

6060001008601 一般競争入札 有 82,922,400 77,598,000 93.58%

Ｈ２９年常陸管内バイ
パス他予定地管理工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県土浦市

230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

2017/7/25 （株）杉原建設
茨城県稲敷郡阿見町阿
見４６６６－３０８４

1050001009968 一般競争入札 有 119,998,800 116,640,000 97.20%

Ｈ２９年国道５０号管
内橋梁補修工事

茨城県笠間市 ～ 茨城
県桜川市

156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

2017/7/25 建装工業（株）
東京都港区西新橋３－
１１－１

6010401009377 一般競争入札 有 148,176,000 138,240,000 93.29%

警察庁科学警察研究所
（１７）機械設備改修
工事

千葉県柏市 370日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第二営繕事務所
東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2017/7/26
（株）日立プラント
サービス

東京都豊島区東池袋３
－１－１

5013301030602 一般競争入札 有 381,024,000 359,996,400 94.48%
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契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所 法人番号
一般競争入札・
指名競争入札の別

総合評価
の実施
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Ｈ２９鬼怒川大輪地区
土砂改良工事

茨城県常総市 247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

2017/7/26 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

6050001018725 一般競争入札 有 237,384,000 216,000,000 90.99%

菅野トンネル照明設備
他その１工事

千葉県市川市 226日間 電気設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/7/26 （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 169,333,200 167,400,000 98.86%

Ｈ２９神奈川二丁目交
差点改良他工事

神奈川県横浜市神奈川
区

217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

2017/7/26 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

8020001018503 一般競争入札 有 109,371,600 108,000,000 98.75%

Ｈ２８鬼怒川ダム平出
合宿所建築改修工事

栃木県宇都宮市 36日間 建築工事
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

2017/7/26 ミユキ建設（株）
栃木県宇都宮市御幸ヶ
原町１０８－３

8060001004334 一般競争入札 有 6,307,200 6,220,800 98.63%

厚木秦野道路伊勢原北
ＩＣ改良（その４）工
事

神奈川県伊勢原市 246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

2017/7/27 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

2020001013765 一般競争入札 有 192,574,800 173,610,000 90.15%

Ｈ２９南部地区道路休
憩施設トイレ棟新営工
事

山梨県南巨摩郡南部町 188日間 建築工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/7/27 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

2090001005913 一般競争入札 有 99,856,800 91,044,000 91.17%

Ｈ２９目吹水防セン
ター新営工事

千葉県野田市 216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

2017/7/27 三幸建設工業（株）
東京都中央区入船１－
４－１０

3010001044406 一般競争入札 有 131,004,000 122,040,000 93.16%

Ｈ２９二瀬ダム管内Ｃ
ＣＴＶ設備改修工事

埼玉県秩父市 188日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3931-
1

2017/7/27 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１
－５－４６

8100001012621 一般競争入札 有 48,826,800 44,064,000 90.25%

Ｈ２９峡南交通安全対
策工事

山梨県南巨摩郡富士川
町 ～ 山梨県南巨摩郡
南部町

246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

2017/7/27 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町
上八木沢９８

4090001012313 一般競争入札 有 64,605,600 58,104,000 89.94%

Ｈ２９つくば阿見外環
境整備工事

茨城県つくば市 ～ 茨
城県稲敷郡阿見町

245日間 維持修繕工事 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

2017/7/28 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 72,165,600 65,880,000 91.29%

新４号幸主跨道橋下部
（その２）他工事

茨城県猿島郡五霞町 241日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2017/7/28 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

2120001028670 一般競争入札 有 293,511,600 264,816,000 90.22%

Ｈ２８戸ヶ崎地区低水
護岸工事

埼玉県三郷市 230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 2017/7/28 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 264,027,600 240,084,000 90.93%

Ｈ２９鬼怒川細代地区
土砂改良工事

茨城県つくばみらい市 245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

2017/7/28 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 271,047,600 247,104,000 91.17%

Ｈ２９鬼怒川若宮戸地
区土砂改良工事

茨城県常総市 245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

2017/7/28 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 237,189,600 218,376,000 92.07%

Ｈ２９宮ヶ瀬ダム堆積
土砂搬出工事

神奈川県相模原市緑区 125日間 一般土木工事
相模川水系広域ダム
管理事務所

神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2017/7/28 （株）寿組
神奈川県相模原市緑区
葉山島３１５

4021001016319 一般競争入札 有 74,422,800 67,176,000 90.26%

Ｈ２９国道３５７号舞
浜大橋（山側）橋梁補
修その２工事

千葉県浦安市 215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

2017/7/28 （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 193,384,800 176,904,000 91.48%

富士北麓電線共同溝そ
の１２工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

490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

2017/7/28 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 146,221,200 136,944,000 93.66%

Ｈ２９中部横断六郷Ｉ
Ｃ改良他工事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県南巨摩
郡身延町

242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

2017/7/31 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

7090001011898 一般競争入札 有 291,772,800 266,004,000 91.17%

Ｈ２９鬼怒川新石下地
区土砂改良工事

茨城県常総市 242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

2017/7/31 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 237,384,000 214,812,000 90.49%

矢切堀之内舗装他その
３工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

184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 2017/7/31 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 208,310,400 203,040,000 97.47%

Ｈ２８荒川あきがせ緊
急用船着場整備工事

埼玉県志木市 240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

2017/7/31 （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 212,706,000 204,120,000 95.96%

平成２９年度潮郷橋取
付橋他橋梁補修補強工
事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県八潮市

242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

2017/7/31 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 246,585,600 230,580,000 93.51%

Ｈ２９浅間南山麓工事
用道路工事

長野県小諸市 ～ 長野
県北佐久郡軽井沢町

149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 2017/7/31 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

7100001008257 一般競争入札 有 114,091,200 110,808,000 97.12%

Ｈ２９二又沢上流第二
砂防堰堤補強工事

群馬県沼田市 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 2017/7/31 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村大
字須賀川７－１

3070001023148 一般競争入札 有 107,222,400 96,984,000 90.45%

Ｈ２９甲府管内光伝送
装置改修工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

184日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/7/31
日本電子サービス
（株）

山梨県甲府市東光寺３
－１２－３４

8090001001618 一般競争入札 有 52,552,800 46,915,200 89.27%

Ｈ２９富士吉田交通安
全対策工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町 ～ 山梨県南都
留郡山中湖村

150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

2017/7/31
協栄エンジニアリング
（株）

山梨県富士吉田市中曽
根３－１０－８

1090001009675 一般競争入札 有 78,462,000 71,766,000 91.47%


