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４０９号浮島地区他電
線共同溝補修その他工
事

神奈川県川崎市川崎区
～ 神奈川県横浜市西区

179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

2017/10/2 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 85,536,000 85,320,000 99.75%

Ｈ２９利根川上流統一
河川情報システム他改
修工事

埼玉県久喜市 164日間 通信設備工事
利根川上流河川事務
所

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2017/10/2 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 84,456,000 80,298,000 95.08%

Ｈ２９谷沢川第五砂防
堰堤（Ⅱ期）工事

群馬県吾妻郡草津町 710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 2017/10/2 （株）武藤組
群馬県吾妻郡草津町大
字草津２６６－１４

6070001023987 一般競争入札 有 265,626,000 258,120,000 97.17%

東関道前川地区地盤改
良その２工事

茨城県潮来市 179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

2017/10/2 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 259,588,800 236,520,000 91.11%

菅野他道路排水設備工
事

千葉県市川市 ～ 千葉
県松戸市

165日間 機械設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/10/2
（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 58,266,000 56,700,000 97.31%

Ｈ２９圏央道成田地区
地盤改良他その１工事

千葉県成田市 179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

2017/10/2 阿部建設（株） 千葉県旭市ニの５２８ 2040001061597 一般競争入札 有 263,142,000 238,140,000 90.50%

Ｈ２９鬼怒川左岸桑島
低水護岸工事

栃木県宇都宮市 178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

2017/10/3 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 60,750,000 56,721,600 93.37%

Ｈ２９鬼怒川右岸豊岡
築堤工事

茨城県常総市 178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

2017/10/3 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 87,663,600 79,920,000 91.17%

Ｈ２９鬼怒川左岸寺畑
築堤工事

茨城県つくばみらい市 178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

2017/10/3 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

2050001028199 一般競争入札 有 96,789,600 90,720,000 93.73%

群馬労働総合庁舎（１
７）構内整備工事

群馬県前橋市 120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

2017/10/3 （株）内山商事
埼玉県川口市弥平３－
７－１７

4030001073880 一般競争入札 有 49,291,200 48,600,000 98.60%

東関道両宿地区地盤改
良他工事

茨城県行方市 178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

2017/10/3 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 199,152,000 183,060,000 91.92%

４号利根川橋護岸整備
工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城
県古河市

240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

2017/10/3 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 285,994,800 263,520,000 92.14%

Ｈ２９田伏地先護岸補
修工事

茨城県かすみがうら市 170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 2017/10/4 （株）伊東建設
茨城県鉾田市串挽４６
５－１

2050001021798 一般競争入札 有 26,665,200 23,976,000 89.91%

Ｈ２９・３０国道４号
杉戸（３）電線共同溝
工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町 525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

2017/10/4 （株）ガイアート
東京都新宿区新小川町
８－２７

8011101004344 一般競争入札 有 239,587,200 218,052,000 91.01%

Ｈ２９鬼怒川左岸三妻
築堤工事

茨城県常総市 177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

2017/10/4 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

2060002040251 一般競争入札 有 149,990,400 134,931,852 89.96%

Ｈ２８東海排水樋管外
遠方監視操作設備工事

茨城県神栖市 177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

2017/10/4 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内
１丁目６番６号

7010001008844 一般競争入札 有 78,289,200 77,760,000 99.32%

Ｈ２９八ッ場ダム放流
警報設備（その２）工
事

群馬県吾妻郡長野原町 541日間 通信設備工事
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

2017/10/4
（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 254,242,800 230,580,000 90.69%

関東農政局君津市庁舎
（Ｈ２９）構内整備工
事

千葉県君津市 139日間 建築工事 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

2017/10/4 太勢建設（株）
千葉県君津市常代１‐
１２‐２６

9040001051971 一般競争入札 有 39,549,600 39,420,000 99.67%

Ｈ２９国道６号大津町
法面整備工事

茨城県北茨城市 177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

2017/10/4 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 143,002,800 142,560,000 99.69%

Ｈ２９国道３５７号栄
町地区改良（その１）
工事

千葉県船橋市 177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

2017/10/4 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 113,724,000 102,924,000 90.50%

Ｈ２９日光砂防施設整
備（日光地区他）工事

栃木県日光市 169日間 維持修繕工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2017/10/5 船生建設（株）
栃木県塩谷郡塩谷町船
生３４３４－４

4060001008834 一般競争入札 有 78,051,600 70,740,000 90.63%

八王子南バイパス館地
区改良（その２）工事

東京都八王子市 176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

2017/10/5 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 227,242,800 206,712,000 90.97%

圏央道弓田地区改良
（５）工事

茨城県坂東市 176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

2017/10/5 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 268,012,800 242,460,000 90.47%

圏央道大白硲地区改良
他工事

茨城県つくば市 176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

2017/10/5 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ヶ丘
一丁目２４０２－１

5050001027818 一般競争入札 有 158,554,800 146,232,000 92.23%

Ｈ２９古瀬排水樋管外
ゲート設備更新工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

253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

2017/10/5 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 38,329,200 36,828,000 96.08%

田尻高谷遮音壁その６
工事

千葉県市川市 155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 2017/10/5 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 216,734,400 209,520,000 96.67%

Ｈ２９花輪地区導流堤
中流部工事

群馬県みどり市 168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

2017/10/6 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

8070001016056 一般競争入札 有 125,398,800 119,880,000 95.60%
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Ｈ２９－３０釈水水門
ゲート設備工事

茨城県古河市 534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

2017/10/10 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 295,023,600 270,000,000 91.52%

Ｈ２９鬼怒川左岸後宿
築堤護岸工事

茨城県常総市 283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

2017/10/10 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

2060002040251 一般競争入札 有 189,680,400 171,651,852 90.50%

Ｈ２９鬼怒川右岸上山
川下流築堤護岸工事

茨城県結城市 171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

2017/10/10 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

7010601004722 一般競争入札 有 266,576,400 252,720,000 94.80%

Ｈ２９鬼怒川左岸伊佐
山基盤整備工事

茨城県筑西市 273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

2017/10/10 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

2060002040251 一般競争入札 有 282,841,200 255,278,520 90.26%

Ｈ２９八ッ場ダム放流
警報設備（その１）工
事

群馬県吾妻郡長野原町 535日間 通信設備工事
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

2017/10/10 （株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷
５－３３－８

1011001023797 一般競争入札 有 267,948,000 246,240,000 91.90%

Ｈ２９新笹子トンネル
補修工事

山梨県甲州市 171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

2017/10/10 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 107,222,400 97,070,400 90.53%

矢切堀之内遮音壁その
７工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

150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 2017/10/10 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

1010601039204 一般競争入札 有 228,992,400 226,800,000 99.04%

中部横断醍醐山トンネ
ル他換気設備工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

443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

2017/10/11
（株）電業社機械製作
所

東京都大田区大森北１
－５－１

8010801007581 一般競争入札 有 289,429,200 264,168,000 91.27%

Ｈ２９打越地区他河道
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 324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

2017/10/11 美才治・清水（共）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－９
７

－ 一般競争入札 有 233,798,400 221,400,000 94.70%

Ｈ２９東・中村地区代
替地整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 170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

2017/10/11 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

4070001003207 一般競争入札 有 185,911,200 168,480,000 90.62%

Ｈ２９宇都宮国道気象
観測施設他改修工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県那須郡那須町

159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

2017/10/11 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ
原町４４－１６

2060001000669 一般競争入札 有 139,978,800 129,384,000 92.43%

八王子南バイパス館地
区改良（その３）工事

東京都八王子市 170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

2017/10/11 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

2012801001215 一般競争入札 有 88,052,400 81,864,000 92.97%

Ｈ２９武蔵園路改修他
工事

埼玉県比企郡滑川町 166日間 造園工事
国営昭和記念公園事
務所

東京都立川市緑町3173 2017/10/11 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区
東浦和１－２１－３

1030001000945 一般競争入札 有 45,100,800 44,280,000 98.18%

Ｈ２９飯野水防拠点盛
土工事

群馬県邑楽郡板倉町 166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

2017/10/11
（株）サンコー緑地建
設

茨城県古河市中田１３
８

1050001018399 一般競争入札 有 92,998,800 85,968,000 92.44%

圏央道坂東つくば環境
整備工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

352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

2017/10/11 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 100,256,400 90,180,000 89.95%

Ｈ２９西浦中岸沖宿地
区前浜整備工事

茨城県土浦市 166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 2017/10/11 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

5040001007093 一般競争入札 有 93,798,000 84,780,000 90.39%

Ｈ２９宇都宮国道道路
情報表示設備工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県栃木市

158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

2017/10/12 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 112,957,200 101,682,000 90.02%

Ｈ２９大越下寺前堤防
強化（上）工事

埼玉県加須市 151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

2017/10/12 大協建設（株）
栃木県足利市東砂原後
町１０５４－１

5060001018808 一般競争入札 有 174,927,600 158,306,400 90.50%

Ｈ２８荒川浄化機場昇
降機設備改修工事

埼玉県戸田市 169日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2017/10/12 東芝エレベータ（株）
神奈川県川崎市幸区堀
川町７２－３４

5010701006785 通常型指名競争入札 15,109,200 14,904,000 98.64%

Ｈ２９弥兵衛堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 146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

2017/10/12 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区天沼町１－４７６－
２

5030001000537 一般競争入札 有 116,056,800 105,840,000 91.20%

Ｈ２９寺山堤防強化
（上）工事

茨城県猿島郡五霞町 167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

2017/10/12 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ヶ谷戸４８９

9030001056550 一般競争入札 有 69,778,800 62,640,000 89.77%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
鋼製橋脚設置（その
２）工事

神奈川県横浜市栄区 504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

2017/10/12 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 295,704,000 271,782,000 91.91%

Ｈ２８連携電気設備監
視装置外更新工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県宇都宮市

138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

2017/10/13
（株）ミライト・テク
ノロジーズ

大阪府大阪市西区江戸
堀３－３－１５

4120001048989 一般競争入札 有 50,630,400 49,680,000 98.12%

Ｈ２９小貝川左岸大夫
落樋管改築工事

茨城県取手市 532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

2017/10/13 村本建設（株）
奈良県北葛城郡広陵町
大字平尾１１－１

1150001014512 一般競争入札 有 442,648,800 419,040,000 94.67%

Ｈ２９管内交通安全対
策工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県前橋市

165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 2017/10/16 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 158,414,400 148,824,000 93.95%

Ｈ２９常陸川水門塗装
工事

茨城県神栖市 161日間 塗装工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2017/10/16 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９
７５－３

5050001004404 一般競争入札 有 70,513,200 66,312,000 94.04%

Ｈ２９熊谷バイパス星
川橋下部工事

埼玉県熊谷市 158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

2017/10/16 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

4070001000237 一般競争入札 有 145,087,200 137,160,000 94.54%
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神奈川運輸支局（１
７）建築その他工事

神奈川県横浜市都筑区 802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

2017/10/16 東急建設（株）
東京都渋谷区渋谷１－
１６－１４

9011001040166 一般競争入札 有 1,261,440,000 1,198,800,000 95.03%

Ｈ２９桐生管内堤防法
面補修他工事

群馬県桐生市 160日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2017/10/17 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

3070001018684 一般競争入札 有 81,518,400 73,224,000 89.83%

Ｈ２９中原地区温泉幹
線街路整備他工事

群馬県吾妻郡長野原町 164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

2017/10/17 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

4070001003207 一般競争入札 有 222,933,600 221,400,000 99.31%

Ｈ２９豊野－赤川除雪
作業

長野県長野市 ～ 長野
県上水内郡飯綱町

165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

2017/10/17 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

2100001011851 一般競争入札 有 78,937,200 72,900,000 92.35%

皇宮警察本部御料牧場
護衛警備隊庁舎（１
７）建築工事

栃木県塩谷郡高根沢町 437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

2017/10/17 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 279,720,000 254,880,000 91.12%

研究交流センター（１
７）電気設備改修その
他工事

茨城県つくば市 346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

2017/10/17 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 110,808,000 101,520,000 91.62%

Ｈ２９赤津樋管撤去工
事

栃木県栃木市 254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

2017/10/17 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 222,177,600 200,016,000 90.03%

Ｈ２９原山堤防強化
（下）外工事

茨城県猿島郡五霞町 163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

2017/10/17 大協建設（株）
栃木県足利市東砂原後
町１０５４－１

5060001018808 一般競争入札 有 84,250,800 78,278,400 92.91%

Ｈ２９あづみの公園施
設改修他工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県大町市

153日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/10/18 （株）信濃美植
長野県大町市平１２０
１

9100001017264 一般競争入札 有 81,626,400 78,624,000 96.32%

Ｈ２８富士川右岸手打
沢築堤護岸工事

山梨県南巨摩郡身延町 156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

2017/10/18 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－
１５－５

3090001000772 一般競争入札 有 172,011,600 155,520,000 90.41%

Ｈ２９富士川右岸木島
護岸工事

静岡県静岡市 156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

2017/10/18 （株）西尾組
静岡県富士市入山瀬２
－２－６

6080101009225 一般競争入札 有 137,365,200 135,000,000 98.28%

Ｈ２９西宝珠花地区堤
防整備工事

埼玉県春日部市 148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 2017/10/18 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 232,297,200 209,520,000 90.19%

牛久土浦ＢＰ地盤改良
その３工事

茨城県牛久市 163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

2017/10/18 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

6050001030449 一般競争入札 有 180,262,800 162,820,800 90.32%

Ｈ２９秋山川左岸伊保
内地先築堤護岸工事

栃木県佐野市 163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

2017/10/18 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

3060001018339 一般競争入札 有 172,659,600 157,680,000 91.32%

大和田稲荷木標識工事 千葉県市川市 133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 2017/10/18 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 139,233,600 135,000,000 96.96%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その２８）工事

神奈川県横浜市栄区 527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

2017/10/18 （株）安藤・間
東京都港区赤坂６－１
－２０

2010401051696 一般競争入札 有 1,683,277,200 1,517,378,400 90.14%

Ｈ２９小倉地区代替地
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 162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

2017/10/19 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 194,162,400 193,320,000 99.57%

Ｈ２９日光砂防水位流
速観測設備更新工事

栃木県日光市 162日間 通信設備工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2017/10/19 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ
原町４４－１６

2060001000669 一般競争入札 有 41,061,600 41,040,000 99.95%

皇宮警察本部御料牧場
護衛警備隊庁舎（１
７）電気設備工事

栃木県塩谷郡高根沢町 435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

2017/10/19 （株）万代電気工業
埼玉県さいたま市桜区
中島２－２２－１

9030001006828 一般競争入札 有 73,882,800 73,224,000 99.11%

Ｈ２９横浜国道管内橋
梁補修他工事

神奈川県横浜市 ～ 東
京都町田市

161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

2017/10/20 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 202,932,000 182,844,000 90.10%

Ｈ２９防災情報伝送装
置等設置工事

東京都八王子市 ～ 東
京都日野市

131日間 通信設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2017/10/20 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 36,082,800 32,400,000 89.79%

Ｈ２９国道２０号八王
子市追分歩道橋昇降施
設新設工事

東京都八王子市 223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

2017/10/20 （株）渡辺組
神奈川県横浜市中区南
仲通３－３１

3020001014044 一般競争入札 有 142,776,000 128,520,000 90.02%

新宿税務署増築棟（１
７）建築その他工事

東京都新宿区 468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

2017/10/20 （株）淺沼組
大阪府大阪市浪速区湊
町１－２－３マルイト
難波ビル

8120001022651 一般競争入札 有 820,044,000 749,520,000 91.40%

Ｈ２９年久慈川堤防補
強工事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県常陸大宮市

151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

2017/10/20 珂北開発（株）
茨城県常陸太田市花房
町５１－１

7050001026603 一般競争入札 有 76,464,000 68,364,000 89.41%

Ｈ２９田尻高谷植栽工
事

千葉県市川市 131日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/10/20 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１
１

5040001007234 一般競争入札 有 38,998,800 34,884,000 89.45%

三国環境整備工事 群馬県沼田市 158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 2017/10/23 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 148,554,000 135,000,000 90.88%

田尻高谷標識工事 千葉県市川市 128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 2017/10/23 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町
栗山３１９５－１

1040001062687 一般競争入札 有 62,002,800 60,480,000 97.54%
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国分平田標識工事 千葉県市川市 128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 2017/10/23 信号器材（株）
神奈川県川崎市中原区
市ノ坪１６０

2020001069493 一般競争入札 有 113,788,800 105,840,000 93.01%

Ｈ２９・Ｈ３０北千葉
道路松崎・押畑地区改
良その４工事

千葉県成田市 220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

2017/10/23 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

1040001061219 一般競争入札 有 156,135,600 142,020,000 90.96%

Ｈ２８宮ヶ瀬ダム高圧
引込設備更新その他工
事

神奈川県相模原市緑区
～ 神奈川県愛甲郡清川
村

157日間
受変電設備工
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

2017/10/24 東名電気（有）
神奈川県秦野市南矢名
９５３－１８

5021002038261 一般競争入札 有 28,371,600 27,864,000 98.21%

Ｈ２９放流警報設備更
新工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県塩谷郡塩谷町

143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

2017/10/24
（株）ミライト・テク
ノロジーズ

大阪府大阪市西区江戸
堀３－３－１５

4120001048989 一般競争入札 有 47,358,000 46,440,000 98.06%

皇宮警察本部御料牧場
護衛警備隊庁舎（１
７）機械設備工事

栃木県塩谷郡高根沢町 430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

2017/10/24 （株）ヤマト
群馬県前橋市古市町１
１８

5070001001977 一般競争入札 有 66,938,400 60,264,000 90.03%

Ｈ２９利根川右岸石出
高水敷整備工事

千葉県香取市 126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

2017/10/25 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

5040001007093 一般競争入札 有 85,892,400 77,328,000 90.03%

中部横断身延地区トン
ネル照明設備他工事

山梨県南巨摩郡身延町 429日間 電気設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/10/25 川北電気工業（株）
愛知県名古屋市中区栄
４－６－２５

1180001035290 一般競争入札 有 443,815,200 432,000,000 97.34%

中部横断六郷地区トン
ネル照明設備他工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

429日間 電気設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/10/25 住友電設（株）
大阪府大阪市西区阿波
座２－１－４

7120001044515 一般競争入札 有 443,858,400 413,640,000 93.19%

Ｈ２９外郭放水路残水
排水ポンプ設備改良工
事

埼玉県春日部市 506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 2017/10/25 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町
１１－１

1010801001748 一般競争入札 有 946,760,400 856,656,000 90.48%

東埼玉道路赤岩地区改
良その１工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 155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

2017/10/26 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

6050001030449 一般競争入札 有 245,376,000 243,000,000 99.03%

南大井電線共同溝工事 東京都品川区 462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

2017/10/26
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 287,647,200 260,280,000 90.49%

新宿税務署増築棟（１
７）電気設備その他工
事

東京都新宿区 462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

2017/10/26 （株）サンテック
東京都千代田区二番町
３－１３

4010001008681 一般競争入札 有 162,648,000 150,984,000 92.83%

中部横断法洗沢川橋上
部工事

山梨県南巨摩郡身延町 511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

2017/10/27
宮地エンジニアリング
（株）

東京都中央区日本橋富
沢町９－１９

3010001084864 一般競争入札 有 657,039,600 648,000,000 98.62%

Ｈ２９岩井他電線共同
溝工事

群馬県安中市 ～ 群馬
県高崎市

151日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/10/30 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 276,901,200 254,340,000 91.85%

新宿税務署増築棟（１
７）機械設備その他工
事

東京都新宿区 458日間
暖冷房衛生設
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

2017/10/30 （株）精研
大阪府大阪市中央区南
船場２－１－３

3120001082411 一般競争入札 有 278,208,000 264,600,000 95.11%

Ｈ２９大越樋ノ口堤防
強化（下）工事

埼玉県加須市 147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

2017/10/30 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻
区城南５－６－６

2030001018210 一般競争入札 有 123,292,800 111,996,000 90.84%

Ｈ２９・３０利根川右
岸出津高水敷整備工事

千葉県印旛郡栄町 273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

2017/10/31 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 123,541,200 116,640,000 94.41%

Ｈ２９笛吹川右岸川中
島環境護岸工事

山梨県笛吹市 150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

2017/10/31 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２
－１１－８

3090001002174 一般競争入札 有 174,690,000 158,544,000 90.76%

Ｈ２９上内川地区堤防
整備工事

埼玉県吉川市 ～ 埼玉
県北葛飾郡松伏町

135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 2017/10/31 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 160,779,600 149,040,000 92.70%

梶ヶ谷宿舎耐震改修工
事

神奈川県川崎市高津区 135日間 建築工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2017/10/31 （株）ヨコテック
神奈川県横浜市泉区西
が岡２－１２－６　Ｙ
Ｔビル１

1020001005722 通常型指名競争入札 27,334,800 27,194,400 99.49%


