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Ｈ２９古河大堤電線共
同溝（その２）工事

茨城県古河市 211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

2017/8/1
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

6220001002307 一般競争入札 有 121,338,000 115,560,000 95.24%

Ｈ２９中部横断楮根地
区改良工事

山梨県南巨摩郡南部町 241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

2017/8/1 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

5090001000374 一般競争入札 有 190,393,200 172,260,000 90.48%

Ｈ２９鬼怒川二本紀地
区土砂改良工事

茨城県下妻市 241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

2017/8/1 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

1060001004729 一般競争入札 有 237,189,600 213,840,000 90.16%

千葉外環防災通信設備
その２工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

219日間 通信設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/8/2 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 106,477,200 95,796,000 89.97%

Ｈ２９宮ヶ瀬ダム高位
常用洪水吐設備油圧ユ
ニット更新工事

神奈川県愛甲郡愛川町 233日間 機械設備工事
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

2017/8/2
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

5010601000905 一般競争入札 有 133,185,600 129,600,000 97.31%

Ｈ２９利根ダム管内Ｃ
ＣＴＶ設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県前橋市

210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

2017/8/2 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

8070001022970 一般競争入札 有 53,859,600 53,697,600 99.70%

Ｈ２９高崎管内道路照
明灯改修工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県高崎市

210日間 電気設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/8/2 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町
２８５

9070001008531 一般競争入札 有 79,887,600 74,196,000 92.88%

Ｈ２９川俣ダム主放流
設備修繕工事

栃木県日光市 232日間 機械設備工事
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

2017/8/3 佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町
鉾木２２０

3230001006466 一般競争入札 有 61,052,400 58,320,000 95.52%

Ｈ２８華厳上流第一床
固工事

栃木県日光市 137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

2017/8/3 榎本建設（株）
栃木県日光市松原町２
０－７

1060001008572 一般競争入札 有 162,064,800 161,460,000 99.63%

Ｈ２９柏管内交通安全
施設設置工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
松戸市

209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

2017/8/3 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 145,044,000 144,720,000 99.78%

Ｈ２９船橋管内交通安
全施設設置工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県八千代市

209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

2017/8/3 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 91,411,200 82,080,000 89.79%

Ｈ２９借宿跨道橋補修
工事

長野県北佐久郡軽井沢
町

208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

2017/8/4 木下建工（株）
長野県佐久市臼田６２
３－１

5100001007186 一般競争入札 有 116,067,600 112,644,000 97.05%

Ｈ２９道路情報板サー
バ設置工事

神奈川県横浜市 235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

2017/8/7 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 26,541,000 24,516,000 92.37%

Ｈ２８利根川上流管内
応急補修対策工事

茨城県坂東市 ～ 群馬
県邑楽郡板倉町

205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

2017/8/7 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

9040001071516 一般競争入札 有 99,468,000 91,800,000 92.29%

千葉外環道路照明設備
その３工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

214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 2017/8/7 向陽電気工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－５

9010401009878 一般競争入札 有 274,957,200 248,400,000 90.34%

Ｈ２９利根ダム管内放
流警報表示制御設備工
事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

205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

2017/8/7 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 44,290,800 43,200,000 97.54%

国道１６号昭島市松原
地区遮音壁設置他工事

東京都昭島市 235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

2017/8/7 宮内建設（株）
神奈川県横浜市緑区鴨
居４－６３－５

8020001002481 一般競争入札 有 226,119,600 221,400,000 97.91%

Ｈ２９二瀬ダム土砂搬
出等工事

埼玉県秩父市 236日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3931-
1

2017/8/7 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

3030001090745 一般競争入札 有 123,141,600 121,662,000 98.80%

Ｈ２９惣新田下地区基
盤整備工事

埼玉県幸手市 220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 2017/8/7 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

8030001031389 一般競争入札 有 283,165,200 260,172,000 91.88%

Ｈ２９管内改築区間改
良（その１）工事

神奈川県横浜市栄区 234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

2017/8/7 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 124,070,400 116,640,000 94.01%

Ｈ２９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 195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

2017/8/8
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

7030001032553 一般競争入札 有 247,158,000 223,776,000 90.54%

Ｈ２９荒川太郎右衛門
自然再生工事

埼玉県比企郡川島町 164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

2017/8/8 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

4030001045368 一般競争入札 有 149,277,600 140,400,000 94.05%

舞浜立体耐震補強工事 千葉県浦安市 204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 2017/8/8 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３
－７－１

3011101055078 一般競争入札 有 114,609,600 113,400,000 98.94%

Ｈ２９藤原ダム予備発
電設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町

204日間
受変電設備工
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

2017/8/8 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 30,272,400 27,648,000 91.33%

Ｈ２９・３０本庄道路
神流川橋下部その１工
事

埼玉県児玉郡上里町 311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

2017/8/8 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

7050001004071 一般競争入札 有 461,829,600 416,880,000 90.27%

Ｈ２９北千葉導水路第
二導水路区間補修工事

千葉県柏市 174日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

千葉県香取市佐原イ
4149

2017/8/9 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

5040001043576 一般競争入札 有 62,164,800 58,968,000 94.86%

東関道築地地区函渠工
事

茨城県潮来市 233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

2017/8/9 石井工業（株）
千葉県香取市北二丁目
６番３

7040001063457 一般競争入札 有 273,488,400 247,320,000 90.43%
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道路休憩施設トイレ棟
新築工事

千葉県市川市 203日間 建築工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/8/9 上條建設（株）
千葉県市川市若宮３－
１－１８

5040001025979 一般競争入札 有 203,364,000 199,800,000 98.25%

Ｈ２９芹沢護岸（下流
工区）工事

栃木県日光市 191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

2017/8/9 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 141,048,000 127,440,000 90.35%

富士北麓電線共同溝そ
の１３工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

478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

2017/8/9 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

4090001008360 一般競争入札 有 147,452,400 140,616,000 95.36%

Ｈ２９船橋防災非常用
発電設備設置工事

千葉県船橋市 212日間
受変電設備工
事

関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2017/8/9 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 59,205,600 56,160,000 94.86%

Ｈ２８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

180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

2017/8/9 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

9030001065667 一般競争入札 有 279,450,000 252,504,000 90.36%

朝霞公共職安（１７）
構内整備工事

埼玉県朝霞市 190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

2017/8/9 （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 60,512,400 59,875,200 98.95%

Ｈ２９年国道６号橋梁
耐震補強工事

茨城県東茨城郡茨城町
～ 茨城県水戸市

140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

2017/8/10
オリエンタル白石
（株）

東京都江東区豊洲５－
６－５２

7010601040057 一般競争入札 有 174,841,200 163,080,000 93.27%

千葉外環他舗装工事
千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

232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 2017/8/10 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 127,861,200 117,936,000 92.24%

Ｈ２９金花山２号橋上
部工事

群馬県吾妻郡長野原町 386日間 鋼橋上部工事
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

2017/8/10
三井造船鉄構エンジニ
アリング（株）

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１

8040001073133 一般競争入札 有 369,878,400 335,340,000 90.66%

Ｈ２９足利福富町外光
ケーブル移設工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県小山市

174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

2017/8/10 東邦電気工業（株）
東京都渋谷区恵比寿１
－１９－２３

5011001015568 一般競争入札 有 26,168,400 23,122,800 88.36%

Ｈ２９国分寺・小山管
内路面補修工事

茨城県古河市 ～ 栃木
県宇都宮市

169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

2017/8/10 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 186,742,800 169,020,000 90.51%

Ｈ２９芹沢護岸（上流
工区）工事

栃木県日光市 221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

2017/8/10 東武建設（株）
栃木県日光市大桑町１
３８

2060001008480 一般競争入札 有 181,159,200 164,160,000 90.62%

Ｈ２９東京国道管内道
路照明灯設置工事

東京都特別区 222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

2017/8/10 日本建電（株）
東京都中野区沼袋１－
１７－９

2011201004092 一般競争入札 有 117,471,600 115,560,000 98.37%

Ｈ２９惣新田上地区基
盤整備工事

埼玉県幸手市 217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 2017/8/10 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

6030001070711 一般競争入札 有 275,367,600 250,560,000 90.99%

Ｈ２９栢ヶ舞地区アン
カー工工事

群馬県藤岡市 228日間 法面処理工事
利根川水系砂防事務
所

群馬県渋川市渋川121-1 2017/8/10 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

9070001001420 一般競争入札 有 147,517,200 132,840,000 90.05%

Ｈ２８林地区代替地他
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 136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

2017/8/14 （株）飯塚組
群馬県北群馬郡吉岡町
大字大久保２２７９－
２

4070001017504 一般競争入札 有 143,920,800 135,000,000 93.80%

Ｈ２９東京国道管内標
識設置ほか工事

東京都特別区 197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

2017/8/15 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 180,673,200 170,640,000 94.45%

Ｈ２８堤防強化土砂整
正（その２）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

2017/8/15 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 279,201,600 252,072,000 90.28%

Ｈ２９－３０荒川桜区
在家築堤工事

埼玉県さいたま市桜区
～ 埼玉県さいたま市西
区

349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

2017/8/16 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 225,838,800 203,796,000 90.24%

Ｈ２８長野原地区代替
地連絡通路下部上部製
作工事

群馬県吾妻郡長野原町 226日間 鋼橋上部工事
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

2017/8/16 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 160,272,000 147,074,400 91.77%

Ｈ２９本川俣堤防強化
（下）工事

埼玉県羽生市 219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

2017/8/16 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 158,749,200 143,046,000 90.11%

Ｈ２９越本護岸工工事 群馬県利根郡片品村 221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 2017/8/17 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 97,092,000 89,640,000 92.32%

Ｈ２９片岡地区築堤工
事

群馬県高崎市 194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 2017/8/18 塚本建設（株）
群馬県藤岡市小林４０
２

7070001012502 一般競争入札 有 53,352,000 51,300,000 96.15%

東関道四鹿地区函渠そ
の２工事

茨城県行方市 347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

2017/8/18
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 275,853,600 248,400,000 90.05%

東関道四鹿地区函渠そ
の３工事

茨城県行方市 252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

2017/8/18 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市
絹の台２－２－３

7050001028252 一般競争入札 有 182,887,200 166,212,000 90.88%

東関道四鹿地区函渠そ
の４工事

茨城県行方市 255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

2017/8/18 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金
江津５１０７

8050001025513 一般競争入札 有 149,018,400 135,216,000 90.74%

Ｈ２９－３０貯水池Ｂ
Ｄ水門ゲート設備修繕
工事

栃木県栃木市 301日間 機械設備工事
利根川上流河川事務
所

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2017/8/18 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町
御薗宇６４００－３

7240001023845 一般競争入札 有 164,106,000 150,768,000 91.87%
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Ｈ２９中部横断醍醐山
トンネル監査路設置
（その１）工事

山梨県南巨摩郡身延町 224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

2017/8/18 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－
１５－５

3090001000772 一般競争入札 有 253,152,000 231,660,000 91.51%

Ｈ２９中部横断醍醐山
トンネル監査路設置
（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 224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

2017/8/18 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

2090001005095 一般競争入札 有 243,237,600 225,288,000 92.62%

Ｈ２８佐波堤防強化
（下）工事

埼玉県加須市 200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

2017/8/18
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

7030001032553 一般競争入札 有 222,231,600 203,040,000 91.36%

国道１５号北品川ほか
電線共同溝路面復旧工
事

東京都品川区 199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

2017/8/22 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

6010401017685 一般競争入札 有 228,214,800 214,920,000 94.17%

Ｈ２９渋谷２丁目舗装
修繕工事

東京都渋谷区 190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

2017/8/22 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 154,958,400 150,120,000 96.88%

警視庁警察学校（１
７）電気設備改修工事

東京都府中市 161日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2017/8/23 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 37,238,400 36,720,000 98.61%

Ｈ２８湯西川ダム堤体
監視設備更新外工事

栃木県日光市 126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

2017/8/24 （株）共和電業
東京都調布市調布ケ丘
３－５－１

6012401007567 一般競争入札 有 22,777,200 22,248,000 97.68%

Ｈ２９・３０新川島橋
耐震補強工事

茨城県筑西市 577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

2017/8/25 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

1050001023936 一般競争入札 有 186,980,400 171,936,000 91.95%

国道１６号相模原市緑
区橋本電線共同溝（そ
の３）他工事

神奈川県相模原市緑区
～ 東京都調布市

187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

2017/8/25 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 291,578,400 268,920,000 92.23%

Ｈ２９年国道５１号夜
越川橋耐震補強他工事

茨城県潮来市 122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

2017/8/28 化工建設（株）
千葉県千葉市中央区弁
天１－２９－１１

6040001015830 一般競争入札 有 92,631,600 85,309,200 92.10%

Ｈ２９圏央道北本地区
横断地下道工事

埼玉県北本市 215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

2017/8/28 北野建設（株）
長野県長野市県町５２
４

7100001000742 一般競争入札 有 233,571,600 216,000,000 92.48%

Ｈ２９国道１６号木更
津大橋（下り）橋梁補
修工事

千葉県木更津市 184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

2017/8/28
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 一般競争入札 有 232,729,200 212,760,000 91.42%

Ｈ２９鬼怒川右岸国生
河道掘削工事

茨城県常総市 158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

2017/8/28 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５
－８１１－２

5050001001616 一般競争入札 有 121,154,400 108,648,000 89.68%

Ｈ２９草加高架橋橋梁
補修工事

埼玉県草加市 214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

2017/8/28 大勝建設（株）
大阪府大阪市生野区中
川西１－８－４

3120001018002 一般競争入札 有 142,311,600 140,400,000 98.66%

Ｈ２９保土ヶ谷・厚木
管内交通安全対策他工
事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県厚木市

183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

2017/8/29 （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 174,657,600 166,320,000 95.23%

Ｈ２９牟礼駅前交差点
改良他工事

長野県上水内郡飯綱町 213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

2017/8/29 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２
－２５

8100001022835 一般競争入札 有 193,698,000 178,200,000 92.00%

Ｈ２９国道３５７号市
川大橋（山側）舗装補
修工事

千葉県市川市 183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

2017/8/29 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 155,109,600 151,200,000 97.48%

Ｈ２９東京国道管内路
面映像監視設備設置工
事

東京都板橋区 ～ 東京
都品川区

183日間 通信設備工事 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

2017/8/29 日本電設工業（株）
東京都台東区池之端１
－２－２３

6010501016240 一般競争入札 有 46,591,200 44,820,000 96.20%

Ｈ２９栗橋北地盤改良
外工事

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

2017/8/29 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

6030001070711 一般競争入札 有 221,497,200 199,800,000 90.20%

前橋地域センター沼田
支所庁舎（１７）構内
整備工事

群馬県沼田市 121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

2017/8/29 （株）兵藤工務店
群馬県渋川市中郷４４
２

9070001017887 一般競争入札 有 35,100,000 33,480,000 95.38%

長野第２合同庁舎（１
７）電気設備改修工事

長野県長野市 171日間 電気設備工事 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

2017/8/29 （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 55,620,000 55,080,000 99.03%

中部横断醍醐山トンネ
ル他非常用設備工事

山梨県南巨摩郡身延町 485日間 機械設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/8/30 （株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１
５－１

6300001000946 一般競争入札 有 498,344,400 459,540,000 92.21%

中部横断城山トンネル
他非常用設備工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

485日間 機械設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/8/30 （株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１
５－１

6300001000946 一般競争入札 有 315,478,800 291,600,000 92.43%

Ｈ２９横浜国道管内交
通安全対策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

182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

2017/8/30 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 183,492,000 182,520,000 99.47%

Ｈ２９江戸川管内ＣＣ
ＴＶ設備工事

千葉県市川市 ～ 埼玉
県三郷市

182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 2017/8/30 シンヨー電器（株）
東京都港区三田３－４
－１７

1010401013862 一般競争入札 有 44,096,400 43,740,000 99.19%

Ｈ２９東京国道管内道
路気象観測設備設置工
事

東京都品川区 ～ 東京
都足立区

182日間 通信設備工事 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

2017/8/30 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 49,831,200 48,060,000 96.45%

Ｈ２９越谷高架橋他橋
梁耐震補強補修工事

埼玉県越谷市 ～ 埼玉
県さいたま市岩槻区

212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

2017/8/30
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 一般競争入札 有 215,254,800 208,440,000 96.83%
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Ｈ２９春日部国道出張
所管内橋梁補修工事

埼玉県越谷市 ～ 埼玉
県春日部市

212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

2017/8/30
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

2010001131980 一般競争入札 有 178,869,600 176,040,000 98.42%

Ｈ２９武智川床固群工
事

長野県諏訪郡富士見町 207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

2017/8/31 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 125,766,000 122,580,000 97.47%

Ｈ２９西川貯砂ダム新
設工事

群馬県利根郡みなかみ
町

211日間 一般土木工事
利根川ダム統合管理
事務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2017/8/31 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 73,450,800 70,416,000 95.87%

Ｈ２９・３０本庄道路
神流川橋下部その２工
事

埼玉県児玉郡上里町 ～
群馬県高崎市

288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

2017/8/31 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

5070001018732 一般競争入札 有 179,658,000 165,780,000 92.28%

北長池貯留槽設置２工
事

長野県長野市 208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

2017/8/31 中野土建（株）
長野県中野市西２－５
－１１

3100001012106 一般競争入札 有 216,756,000 199,800,000 92.18%

中部横断自動車道　八
千穂地区改良他工事

長野県佐久市 ～ 長野
県南佐久郡佐久穂町

577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

2017/8/31 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 217,760,400 196,560,000 90.26%

川崎国道管内予定地管
理工事

東京都大田区 ～ 神奈
川県川崎市川崎区

211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

2017/8/31 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

1010001001805 一般競争入札 有 148,942,800 135,000,000 90.64%


