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中部横断下部温泉早川
ＩＣ改良他工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

273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

2017/12/1 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 248,335,200 226,044,000 91.02%

中部横断波高島地区改
良他工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

270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

2017/12/4 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 236,898,000 216,432,000 91.36%

Ｈ２９鬼怒川右岸古間
木下流築堤工事

茨城県常総市 193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

2017/12/4 正栄工業（株）
茨城県常総市水海道山
田町４７３３

6050001029417 一般競争入札 有 96,400,800 87,480,000 90.75%

Ｈ２９管内改築区間改
良（その４）工事

神奈川県横浜市戸塚区 299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

2017/12/5 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

9020001007356 一般競争入札 有 148,586,400 142,560,000 95.94%

Ｈ２９鬼怒川右岸古間
木上流築堤工事

茨城県常総市 192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

2017/12/5 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３
３－１

3050001025765 一般競争入札 有 86,140,800 77,382,000 89.83%

Ｈ２９西浦右岸阿見地
区環境護岸工事

茨城県稲敷郡阿見町 197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 2017/12/5 （株）二輝建設
茨城県潮来市日の出４
－８－１２

6050001021555 一般競争入札 有 60,987,600 55,080,000 90.31%

３５７号東京港トンネ
ル（山側）大井地区舗
装工事

東京都品川区 329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

2017/12/6 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

5110001004884 一般競争入札 有 412,192,800 374,544,000 90.87%

Ｈ２９鶴見川水管橋右
岸橋台撤去工事

神奈川県横浜市鶴見区 478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

2017/12/6 （株）加賀田組
新潟県新潟市中央区万
代４－５－１５

1110001001051 一般競争入札 有 286,254,000 266,976,000 93.27%

Ｈ２９道路気象情報設
備設置工事

山梨県上野原市 ～ 東
京都八王子市

175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

2017/12/7 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 38,404,800 37,584,000 97.86%

国道１６号昭島市松原
地区舗装工事

東京都昭島市 204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

2017/12/7 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 124,966,800 113,184,000 90.57%

３５７号東京港トンネ
ル（山側）臨海地区舗
装工事

東京都港区 ～ 東京都
品川区

328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

2017/12/7 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 509,403,600 484,920,000 95.19%

Ｈ２９管内改築区間改
良（その２）工事

神奈川県横浜市戸塚区
～ 神奈川県横浜市栄区

297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

2017/12/7 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 149,850,000 137,160,000 91.53%

Ｈ２９荒川左岸河原町
河岸再生工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県戸田市

194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 2017/12/8 中原建設（株）
埼玉県川口市柳崎５－
２－３３

9030001076474 一般競争入札 有 196,279,200 179,496,000 91.45%

Ｈ２９国道３５７号二
俣道路排水設備修繕工
事

千葉県市川市 174日間 機械設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2017/12/8 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２
－２８

6220001001754 一般競争入札 有 31,968,000 29,160,000 91.22%

Ｈ２９笹目橋（下り）
橋梁補修工事

東京都板橋区 ～ 埼玉
県戸田市

109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

2017/12/11 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路
１－１０

6300001000905 一般競争入札 有 72,500,400 68,040,000 93.85%

Ｈ２９関東管内直流電
源装置設置工事

茨城県つくば市 ～ 埼
玉県比企郡ときがわ町

231日間
受変電設備工
事

関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2017/12/12 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

4010401005898 一般競争入札 有 96,768,000 91,260,000 94.31%

Ｈ２９新宿駅南口周辺
道路改良他工事

東京都新宿区 ～ 東京
都渋谷区

262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

2017/12/12 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 142,225,200 140,400,000 98.72%

Ｈ２９江戸川統一河川
情報設備改修工事

千葉県野田市 101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 2017/12/12 （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 29,916,000 29,862,000 99.82%

Ｈ２９横瀬水門外ゲー
ト設備等更新工事

茨城県神栖市 191日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2017/12/12 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

8190001010113 一般競争入札 有 71,971,200 69,120,000 96.04%

Ｈ２９浮島一号排水樋
管外ゲート設備等更新
工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県稲敷郡美浦村

191日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2017/12/12 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

8190001010113 一般競争入札 有 29,602,800 29,160,000 98.50%

Ｈ２９下館河川事務所
空調設備改修その他工
事

茨城県筑西市 93日間
暖冷房衛生設
備工事

下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2017/12/13 荒牧空調工業（株）
栃木県さくら市卯の里
１－１２－９

2060001005916 一般競争入札 有 24,991,200 22,464,000 89.89%

Ｈ２９尾坂地区整備工
事

群馬県吾妻郡長野原町 230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

2017/12/13 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 288,176,400 262,440,000 91.07%

Ｈ２９あづみの公園外
周柵補修他工事

長野県安曇野市 107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

2017/12/13 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０
－１５－７

3100001002338 一般競争入札 有 29,926,800 29,592,000 98.88%

白山電線共同溝その３
工事

東京都文京区 442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

2017/12/13 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

6010401017685 一般競争入札 有 277,830,000 250,560,000 90.18%

Ｈ２９富士川堤防補強
他工事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県南巨摩
郡富士川町

107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

2017/12/13 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－
１１－２２

3090001000855 一般競争入札 有 72,684,000 65,340,000 89.90%

Ｈ２９神奈川管内耐震
補強工事

神奈川県川崎市川崎区 261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

2017/12/13
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 202,068,000 199,800,000 98.88%

Ｈ２９赤坂地下駐車場
機械式駐車装置修繕工
事

東京都港区 197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

2017/12/14
住友重機械搬送システ
ム（株）

東京都港区西新橋２－
８－６

5010701005036 一般競争入札 有 77,220,000 75,600,000 97.90%
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Ｈ２９金沢国道管内橋
梁補修他工事

神奈川県横浜市金沢区 229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

2017/12/14 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 225,363,600 224,640,000 99.68%

国道１６号八王子市中
野地区舗装他工事

東京都八王子市 ～ 東
京都昭島市

193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

2017/12/18
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 145,530,000 140,400,000 96.47%

Ｈ２９渡良瀬貯水池北
水門他耐震対策工事

栃木県栃木市 364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

2017/12/18 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

1010001008742 一般競争入札 有 119,210,400 118,800,000 99.66%

Ｈ２９荒川下流右岸新
田三丁目坂路整備工事

東京都足立区 191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 2017/12/20 中原建設（株）
埼玉県川口市柳崎５－
２－３３

9030001076474 一般競争入札 有 111,434,400 107,784,000 96.72%

Ｈ２９・３０国道５０
号下館ＢＰ玉戸跨線橋
切回道路工事

茨城県筑西市 363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

2017/12/22 （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 944,492,400 865,080,000 91.59%

Ｈ２９大栗川関戸五丁
目護岸工事

東京都多摩市 453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

2017/12/22 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 97,405,200 95,040,000 97.57%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その３２）工事

神奈川県横浜市栄区 221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

2017/12/22 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 240,634,800 222,372,000 92.41%

Ｈ２９京浜河川事務所
空調設備改修工事

神奈川県横浜市鶴見区 98日間
暖冷房衛生設
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

2017/12/22 アートテクノ（株）
東京都三鷹市井口２－
７－５

1012401018445 一般競争入札 有 7,452,000 6,858,000 92.03%

虎ノ門地区改良舗装他
工事

東京都千代田区 ～ 東
京都港区

95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

2017/12/25 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 150,606,000 133,920,000 88.92%

Ｈ２９昭和プール施設
機械設備改修工事

東京都昭島市 96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 2017/12/25 （株）奥山設備
東京都昭島市中神町２
－２５－１８

4012801001972 一般競争入札 有 40,532,400 37,800,000 93.26%

Ｈ２９渡良瀬川河川事
務所庁舎火災報知設備
改修工事

栃木県足利市 64日間 電気設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2017/12/26 三英電業（株）
東京都品川区大崎１－
１９－２０

2010701003587 通常型指名競争入札 4,989,600 3,866,400 77.49%

東関道四鹿地区跨道橋
下部工事

茨城県行方市 418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

2017/12/27 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 175,791,600 166,320,000 94.61%


