
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

公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称 部局所在地 契約締結日
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

予定価格 契約金額 落札率 備考

平成２９年度国道２９
８号気象観測設備設置
工事

埼玉県八潮市 ～ 埼玉
県川口市

180日間 通信設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2017/9/1 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

4030001036755 一般競争入札 有 37,778,400 36,126,000 95.63%

Ｈ２８鶴見川元宮耐震
堤防工事

神奈川県横浜市鶴見区 210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

2017/9/1 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 293,187,600 264,924,000 90.36%

Ｈ２９二瀬ダム利水放
流設備予備ゲート修繕
工事

埼玉県秩父市 208日間 機械設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3931-
1

2017/9/1
（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 156,546,000 153,360,000 97.96%

Ｈ２９小貝川右岸箕輪
町築堤工事

茨城県常総市 207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

2017/9/1 （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 120,636,000 110,808,000 91.85%

稲荷山地区改良工事 長野県千曲市 181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

2017/9/1 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

1100001000608 一般競争入札 有 167,238,000 154,764,000 92.54%

財務本省研修所（１
７）構内整備工事

東京都新宿区 195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

2017/9/1 （株）シマ
大阪府大阪市浪速区難
波中１－１３－８

3120001001940 一般競争入札 有 483,084,000 438,480,000 90.77%

道路休憩施設舗装他工
事

千葉県市川市 177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 2017/9/4 大林道路（株）
東京都千代田区猿楽町
２－８－８

4010601028815 一般競争入札 有 259,092,000 235,699,200 90.97%

Ｈ２９・３０国営ひた
ち海浜公園みはらしの
里古民家整備工事

茨城県ひたちなか市 557日間 木造建築工事
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

2017/9/4 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白
方５３８－２

8050001004748 一般競争入札 有 218,808,000 210,600,000 96.25%

Ｈ２９・Ｈ３０国道３
５７号海老川大橋（山
側）橋梁補修工事

千葉県船橋市 389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

2017/9/4
（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 200,696,400 182,520,000 90.94%

葛西地区ほか交通安全
対策工事

東京都特別区 177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

2017/9/4 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 162,183,600 157,680,000 97.22%

Ｈ２９石出樋門ゲート
設備修繕工事

千葉県香取郡東庄町 200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

2017/9/4 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 41,374,800 40,500,000 97.89%

Ｈ２９千原田堰外ゲー
ト設備修繕工事

群馬県邑楽郡邑楽町 ～
栃木県足利市

200日間 機械設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2017/9/4 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 30,175,200 29,700,000 98.43%

Ｈ２９寺尾地区管理用
道路整備他工事

群馬県高崎市 176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 2017/9/5 塚本建設（株）
群馬県藤岡市小林４０
２

7070001012502 一般競争入札 有 79,704,000 73,440,000 92.14%

京浜島地区共同溝補強
その５工事

東京都大田区 423日間 一般土木工事 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

2017/9/5 真柄建設（株）
石川県金沢市彦三町１
－１３－４３

2220001006559 一般競争入札 有 243,280,800 222,048,000 91.27%

Ｈ２９八ッ場ダム高圧
受変電設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 570日間
受変電設備工
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

2017/9/5 富士電機（株）
東京都品川区大崎１－
１１－２

9020001071492 一般競争入札 有 176,817,600 171,720,000 97.12%

Ｈ２９八ッ場ダム予備
発電設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 570日間
受変電設備工
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

2017/9/5 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－
１－１

4010701009640 一般競争入札 有 184,572,000 171,180,000 92.74%

神奈川県警察第二機動
隊庁舎外１件（１７）
建築改修その他工事

神奈川県川崎市中原区
～ 神奈川県横浜市磯子
区

148日間 建築工事 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

2017/9/5 同郷建設（株）
神奈川県厚木市恩名１
‐６‐５９　ＯＭビル
４階

5021001020162 一般競争入札 有 48,762,000 47,520,000 97.45%

Ｈ２９荒川下流河川敷
放送設備設置工事

東京都板橋区 ～ 東京
都江戸川区

175日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2017/9/6 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－
５３－５４

1110001022452 一般競争入札 有 41,126,400 39,614,400 96.32%

Ｈ２８部屋土砂整正工
事

栃木県小山市 ～ 埼玉
県加須市

177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

2017/9/6 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 235,612,800 213,516,000 90.62%

Ｈ２８下生井土砂整正
工事

栃木県小山市 ～ 埼玉
県加須市

181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

2017/9/6 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 234,165,600 213,840,000 91.32%

Ｈ２９旗井・中渡堤防
強化（上・下）工事

埼玉県加須市 204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

2017/9/6 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 229,521,600 207,252,000 90.30%

Ｈ２９平塚河川情報表
示板改修工事

神奈川県平塚市 ～ 神
奈川県横浜市

205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

2017/9/6 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

3011001031955 一般競争入札 有 38,545,200 36,504,000 94.70%

Ｈ２９片吹歩道橋上部
他工事

神奈川県横浜市金沢区 205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

2017/9/6 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 72,694,800 72,360,000 99.54%

Ｈ２９春木川山腹工工
事

山梨県南巨摩郡早川町 477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

2017/9/7 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 206,539,200 199,584,000 96.63%

Ｈ２９川治ダム土砂掘
削他工事

栃木県日光市 174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

2017/9/7 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

4060001008363 一般競争入札 有 113,194,800 102,600,000 90.64%

Ｈ２８荒川右岸墨田緊
急用船着場整備工事

東京都墨田区 203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 2017/9/7 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 288,932,400 267,840,000 92.70%

Ｈ２９豊田堰操作制御
設備修繕工事

茨城県龍ヶ崎市 204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

2017/9/7
（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 54,831,600 53,460,000 97.50%
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Ｈ２８金町三丁目地区
緩傾斜堤防整備工事

東京都葛飾区 189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 2017/9/7 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 254,458,800 233,280,000 91.68%

Ｈ２９常木堤防強化
（下）工事

埼玉県羽生市 193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

2017/9/7 内田・大里（共）
茨城県古河市旭町２－
２０－４

－ 一般競争入札 有 80,913,600 79,920,000 98.77%

中部横断自動車道　立
入防止柵他設置６工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

204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

2017/9/7 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 204,379,200 187,380,000 91.68%

Ｈ２９下館管内ＣＣＴ
Ｖ設備更新外工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県結城市

174日間 通信設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2017/9/7 エフコム（株）
東京都港区浜松町１－
２７－１６

6010401005112 一般競争入札 有 16,383,600 14,688,000 89.65%

千葉外環道路情報監視
設備工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

182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 2017/9/8 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 111,553,200 111,240,000 99.72%

Ｈ２８荒川下流管内護
岸維持補修工事

埼玉県川口市 129日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2017/9/8 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

9010601002113 一般競争入札 有 142,516,800 135,540,000 95.10%

Ｈ２９管内交通安全施
設整備工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

173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

2017/9/8 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 190,285,200 183,600,000 96.49%

Ｈ２９新上武大橋橋梁
補修工事

群馬県太田市 ～ 埼玉
県深谷市

170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 2017/9/11
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 131,392,800 119,664,000 91.07%

田尻高谷植栽その１工
事

千葉県市川市 170日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/9/11 （株）マスヤ 千葉県富津市更和７９ 2040001052019 一般競争入札 有 41,590,800 37,908,000 91.15%

Ｈ２９笹平トンネルＣ
ＣＴＶカメラ更新工事

長野県長野市 168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

2017/9/11 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３
－９－１

5100001019751 一般競争入札 有 36,342,000 32,724,000 90.04%

甲府電線共同溝その２
工事

山梨県甲府市 415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

2017/9/11 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 161,395,200 145,800,000 90.34%

Ｈ２９千葉国道トンネ
ル非常警報設備更新工
事

千葉県南房総市 170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

2017/9/11 （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 45,943,200 44,820,000 97.56%

Ｈ２９利根川下流管内
ＣＣＴＶ設備工事

千葉県成田市 193日間 通信設備工事
利根川下流河川事務
所

千葉県香取市佐原イ
4149

2017/9/11 （株）日立国際電気
東京都港区西新橋２－
１５－１２

2010001098064 一般競争入札 有 61,138,800 55,512,000 90.80%

中部横断身延地区受変
電設備他工事

山梨県南巨摩郡身延町 472日間
受変電設備工
事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/9/12 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－
１－１

4010701009640 一般競争入札 有 422,636,400 392,040,000 92.76%

管内橋梁・横断歩道橋
補修他工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県韮崎市

192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

2017/9/12 （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 115,376,400 104,760,000 90.80%

Ｈ２９千葉国道ＣＣＴ
Ｖカメラ設備工事

千葉県富津市 ～ 千葉
県千葉市花見川区

169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

2017/9/12 （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 132,634,800 121,500,000 91.60%

国道１６号福生市熊川
舗装他工事

東京都福生市 261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

2017/9/12 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 265,150,800 253,800,000 95.72%

Ｈ２９荒川西区昭和外
築堤工事

埼玉県さいたま市西区
～ 埼玉県さいたま市桜
区

169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

2017/9/12 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ケ谷１
１８－１

1030001055114 一般競争入札 有 222,631,200 200,880,000 90.23%

Ｈ２８荒川西区川越線
下流築堤工事

埼玉県さいたま市西区 168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

2017/9/13 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 141,080,400 132,840,000 94.16%

Ｈ２９宇都宮国道管内
交通安全対策（その
１）工事

栃木県宇都宮市 177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

2017/9/13 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 185,576,400 167,940,000 90.50%

Ｈ２９西関宿地区基盤
整備工事

茨城県猿島郡五霞町 183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 2017/9/13 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

6040001071527 一般競争入札 有 266,306,400 252,720,000 94.90%

皇宮警察本部宿舎（千
代田区１）（１７）建
築改修工事

東京都千代田区 93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

2017/9/13 （株）マルリョウ
東京都昭島市拝島町３
－２－２５

2013101000386 一般競争入札 有 15,130,800 15,120,000 99.93%

Ｈ２８荒川西区宝来上
築堤工事

埼玉県さいたま市西区 168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

2017/9/13 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 277,344,000 250,344,000 90.26%

Ｈ２９荒川西区宝来下
築堤工事

埼玉県さいたま市西区 176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

2017/9/13 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 245,797,200 221,940,000 90.29%

Ｈ２９荒川戸田市笹目
橋上流築堤工事

埼玉県戸田市 188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

2017/9/13 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 281,080,800 258,660,000 92.02%

Ｈ２９富士川右岸手打
沢排水樋管新設工事

山梨県南巨摩郡身延町 279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

2017/9/14 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４
７６－１

6090001002618 一般競争入札 有 160,207,200 148,284,000 92.56%

Ｈ２９路側放送事務所
設備設置工事

群馬県高崎市 167日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/9/14 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－
５３－５４

1110001022452 一般競争入札 有 50,576,400 50,414,400 99.68%
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Ｈ２９国道１２７号ト
ンネル補修工事

千葉県南房総市 166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

2017/9/15 田中建設（株）
千葉県南房総市白子６
６８

9040001074122 一般競争入札 有 162,658,800 155,023,200 95.31%

Ｈ２９高崎管内ＣＣＴ
Ｖ設備工事

群馬県安中市 ～ 群馬
県前橋市

166日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/9/15 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 98,938,800 86,184,000 87.11%

Ｈ２９大越堤防強化
（下）工事

埼玉県加須市 193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

2017/9/15 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 143,348,400 129,438,000 90.30%

Ｈ２９統合道路情報設
備工事

埼玉県さいたま市中央
区

162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

2017/9/19 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 53,503,200 53,460,000 99.92%

Ｈ２９碓東大橋他橋梁
補修工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県安中市

162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 2017/9/19 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 127,504,800 125,496,000 98.42%

Ｈ２９西金野井地区堤
防整備工事

埼玉県春日部市 162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 2017/9/19
（株）ケイワールド日
清

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

5030001002517 一般競争入札 有 149,526,000 149,040,000 99.67%

厚木秦野道路秦野西Ｉ
Ｃ下部（その１）工事

神奈川県秦野市 283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

2017/9/19 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 142,117,200 136,080,000 95.75%

Ｈ２９年那珂川維持修
繕工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

184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

2017/9/19 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 84,207,600 76,680,000 91.06%

Ｈ２８秋山川右岸大古
屋地先築堤工事

栃木県佐野市 162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

2017/9/19 （株）山中組
栃木県小山市間々田１
５６７

8060001014655 一般競争入札 有 215,427,600 195,231,600 90.63%

Ｈ２９プローブ統合処
理設備工事

埼玉県さいたま市中央
区

161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

2017/9/20 沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１
０－１６

7010401006126 一般競争入札 有 268,768,800 248,400,000 92.42%

東埼玉道路大落古利根
川側道橋下部その１工
事

埼玉県越谷市 ～ 埼玉
県北葛飾郡松伏町

253日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2017/9/20 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 264,902,400 259,200,000 97.85%

矢切堀之内植栽その３
工事

千葉県市川市 161日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/9/20 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

2010401025205 一般競争入札 有 45,198,000 44,604,000 98.69%

Ｈ２９東京国道道路情
報表示制御設備設置工
事

東京都千代田区 ～ 東
京都葛飾区

161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

2017/9/20 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区
前田町１００

6080101015719 一般競争入札 有 35,985,600 32,616,000 90.64%

Ｈ２９内河内第五砂防
堰堤工事

山梨県南巨摩郡早川町 685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

2017/9/21 岩田地崎建設（株）
北海道札幌市中央区北
２条東１７－２

8430001001789 一般競争入札 有 413,121,600 372,600,000 90.19%

矢切堀之内植栽その１
工事

千葉県松戸市 160日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/9/21 （株）横川造園土木
千葉県野田市蕃昌２４
－１

6040001071568 一般競争入札 有 23,004,000 20,736,000 90.14%

神田税務署（１７）建
築改修その他工事

東京都千代田区 405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

2017/9/21 飛島建設（株）
東京都港区港南１－８
－１５

8010001008703 一般競争入札 有 1,690,200,000 1,631,880,000 96.55%

警視庁第六機動隊単身
寮（１７）建築改修そ
の他工事

東京都品川区 726日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2017/9/21 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 530,820,000 506,520,000 95.42%

Ｈ２９小武川下流第３
床固工事

山梨県北杜市 185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

2017/9/22 富士島建設（株）
山梨県韮崎市富士見３
－７－２９

2090001011192 一般競争入札 有 162,388,800 155,520,000 95.77%

Ｈ２９釜無川出張所砂
防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/9/22 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 18,144,000 17,604,000 97.02%

Ｈ２９早川出張所砂防
整備工事

山梨県南巨摩郡早川町
～ 山梨県南アルプス市

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/9/22 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

3090001012025 一般競争入札 有 15,368,400 14,256,000 92.76%

Ｈ２９大沢地区法面対
策工事

群馬県吾妻郡長野原町 280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

2017/9/22 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 224,802,000 208,332,000 92.67%

Ｈ２９熊谷管内交通安
全対策工事

埼玉県熊谷市 174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

2017/9/22 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 161,287,200 145,044,000 89.93%

神奈川運輸支局（１
７）機械設備工事

神奈川県横浜市都筑区 570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

2017/9/22 （株）日設
東京都港区芝浦１－２
－１

6010401021704 一般競争入札 有 176,580,000 173,664,000 98.35%

Ｈ２８西浦右岸大岩田
地区波浪対策護岸工事

茨城県土浦市 178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 2017/9/22 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

4050001021490 一般競争入札 有 84,877,200 77,760,000 91.61%

平成２９年度辻地下道
排水ポンプ設備更新そ
の他工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県三郷市

179日間 機械設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2017/9/25
（株）日立テクノロ
ジーアンドサービス

茨城県土浦市神立町６
０３

4050001010980 一般競争入札 有 74,584,800 70,524,000 94.56%

Ｈ２９横浜国道管内共
同溝補修工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

156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

2017/9/25 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

4020001021312 一般競争入札 有 72,025,200 68,580,000 95.22%

Ｈ２９荒川左岸芝川水
門耐震対策工事

埼玉県川口市 186日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2017/9/25 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 186,148,800 182,520,000 98.05%
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Ｈ２８荒川左岸臨海緊
急用船着場整備工事

東京都江戸川区 186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 2017/9/25 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 243,486,000 235,656,000 96.78%

Ｈ２９荒川下流大型表
示設備設置工事

東京都北区 ～ 東京都
江東区

156日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2017/9/25 （株）アセント
東京都港区芝浦４‐１
６‐２３

3120001073443 一般競争入札 有 89,910,000 82,609,200 91.88%

Ｈ２９鬼怒川左岸小絹
基盤整備工事

茨城県つくばみらい市 186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

2017/9/25 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 166,698,000 152,820,000 91.67%

Ｈ２９鬼怒川右岸坂手
築堤護岸工事

茨城県常総市 186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

2017/9/25 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 217,587,600 197,640,000 90.83%

東関道南高岡地区改良
工事

茨城県行方市 315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

2017/9/25 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

6290801012011 一般競争入札 有 403,596,000 366,768,000 90.88%

Ｈ２９渋谷駅東口地下
歩道昇降機設備工事

東京都渋谷区 186日間 機械設備工事 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

2017/9/26
（株）日立ビルシステ
ム

東京都千代田区神田淡
路町２－１０１

2010001027031 一般競争入札 有 231,228,000 226,800,000 98.09%

Ｈ２９甲府河川総合映
像表示設備改修工事

山梨県甲府市 155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

2017/9/26 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 36,752,400 32,940,000 89.63%

Ｈ２９白河内工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 181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

2017/9/26 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 177,346,800 159,840,000 90.13%

Ｈ２９白州出張所砂防
整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

178日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/9/26 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

8090001011204 一般競争入札 有 18,003,600 17,712,000 98.38%

Ｈ２９中ノ沢第三砂防
堰堤工事

栃木県日光市 269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

2017/9/26 那須土木（株）
栃木県大田原市中央１
－１３－１０

2060001012879 一般競争入札 有 265,593,600 241,272,000 90.84%

Ｈ２９部屋水防拠点盛
土工事

栃木県栃木市 185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

2017/9/26 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 76,809,600 68,904,000 89.71%

Ｈ２９大宮春日部浦和
管内交通安全対策工事

埼玉県さいたま市北区
～ 埼玉県春日部市

170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

2017/9/26 大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８
－１７－１

4010001034835 一般競争入札 有 193,395,600 174,744,000 90.36%

Ｈ２９久慈川堅磐地先
河道掘削他工事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県那珂市

155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

2017/9/26 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

8050001026817 一般競争入札 有 95,191,200 85,860,000 90.20%

Ｈ２９旗井堤防強化工
事

埼玉県加須市 181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

2017/9/26 （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 278,931,600 251,748,000 90.25%

Ｈ２９利根川右岸野尻
築堤工事

千葉県銚子市 131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

2017/9/27 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

9040001062028 一般競争入札 有 78,991,200 71,280,000 90.24%

Ｈ２９あづみの公園光
ケーブル敷設他工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県大町市

169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

2017/9/27 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３
－９－１

5100001019751 一般競争入札 有 52,758,000 47,196,000 89.46%

Ｈ２９槙野地地区堤防
整備工事

埼玉県幸手市 177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 2017/9/27 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

6040001071527 一般競争入札 有 405,572,400 369,360,000 91.07%

Ｈ２９田尻地区矢板防
食工事

千葉県市川市 169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 2017/9/27 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

2140001062214 一般競争入札 有 134,265,600 121,500,000 90.49%

Ｈ２９・３０国道５１
号神宮橋架替橋梁下部
仮桟橋設置工事

茨城県鹿嶋市 449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

2017/9/27 （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

1180001096804 一般競争入札 有 434,829,600 398,520,000 91.65%

東関道石神地区函渠工
事

茨城県行方市 184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

2017/9/27 大昭建設（株）
茨城県龍ケ崎市１６８
６

5050001025284 一般競争入札 有 182,660,400 164,376,000 89.99%

平成２９年度国道２９
８号北首都国道管内交
通安全対策工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県川口市

173日間
アスファルト
舗装工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2017/9/28 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

1010001001805 一般競争入札 有 124,459,200 112,212,000 90.16%

Ｈ２９西湘海岸工事用
道路整備工事

神奈川県中郡大磯町 183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

2017/9/28 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西
湊町通三ノ町３３００
－３

6110001005155 一般競争入札 有 215,222,400 214,920,000 99.86%

Ｈ２９鬼怒川右岸向石
下築堤工事

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

2017/9/28 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 336,160,800 303,480,000 90.28%

Ｈ２９長野国道管内道
路情報表示設備工事

長野県長野市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

179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

2017/9/28 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 114,760,800 104,760,000 91.29%

Ｈ２９・Ｈ３０国道３
５７号市川共同溝補強
その９工事

千葉県市川市 274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

2017/9/28 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 289,159,200 265,140,000 91.69%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その２９）工事

神奈川県横浜市栄区 456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

2017/9/28 アイサワ工業（株）
岡山県岡山市北区表町
１－５－１

4260001000102 一般競争入札 有 1,137,358,800 1,036,800,000 91.16%

Ｈ２９・３０笹目橋
（上り）耐震補強工事

東京都板橋区 533日間 鋼橋上部工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2017/9/28
（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 461,030,400 425,520,000 92.30%
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神奈川運輸支局（１
７）電気設備工事

神奈川県横浜市都筑区 564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

2017/9/28 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 175,608,000 172,800,000 98.40%

Ｈ２９玉台排水樋管開
閉装置更新工事

茨城県常総市 260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

2017/9/28 日東河川工業（株）
香川県高松市中央町５
－３

5470001003297 一般競争入札 有 30,758,400 27,972,000 90.94%

Ｈ２９富士川砂防光
ケーブル敷設等工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県南巨摩郡早川町

152日間 通信設備工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/9/29
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 19,861,200 18,900,000 95.16%

Ｈ２９圏央道多古地区
地盤改良他その１工事

千葉県香取郡多古町 182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

2017/9/29 村樫建設工業（株）
千葉県印旛郡栄町酒直
台２－１－１０

1040001043563 一般競争入札 有 232,340,400 209,952,000 90.36%

Ｈ２９鬼怒川右岸今里
河道掘削工事

茨城県結城郡八千代町
～ 茨城県結城市

182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

2017/9/29 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

2140001062214 一般競争入札 有 512,892,000 465,480,000 90.76%

Ｈ２９利根川下流管内
直流電源装置設置工事

千葉県香取市 ～ 茨城
県稲敷郡河内町

152日間
受変電設備工
事

利根川下流河川事務
所

千葉県香取市佐原イ
4149

2017/9/29 （株）ケーネス
東京都港区芝公園２－
６－３

8010401009458 一般競争入札 有 20,196,000 20,196,000 100.00%

横浜湘南道路小雀地区
改良（その３）工事

神奈川県横浜市戸塚区 305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

2017/9/29 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

9020001021167 一般競争入札 有 241,984,800 218,570,400 90.32%

警視庁警察学校（１
７）機械設備改修工事

東京都府中市 152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 2017/9/29 （株）丹野設備工業所
神奈川県伊勢原市上粕
屋４４８－１９

8021001021182 一般競争入札 有 266,544,000 246,240,000 92.38%


