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国道２０号日野バイパ
ス（延伸）豊田地区改
良（その１）工事

東京都日野市 203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

2018/1/9 （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 141,782,400 135,540,000 95.60%

Ｈ２９国営ひたち海浜
公園機械設備整備工事

茨城県ひたちなか市 79日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2018/1/10 佐藤工業（株）
栃木県那須烏山市金井
２－１５－１９

4060001008066 通常型指名競争入札 36,493,200 31,320,000 85.82%

Ｈ２９荒川右岸東砂六
丁目高潮堤防耐震工事

東京都江東区 439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 2018/1/11 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 1,328,961,600 1,202,580,000 90.49%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その３４）工事

神奈川県横浜市栄区 442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

2018/1/11 （株）鴻池組
大阪府大阪市中央区北
久宝寺町３－６－１

5120001026309 一般競争入札 有 880,480,800 796,500,000 90.46%

Ｈ２９下館河川事務所
ネットワーク設備改良
外工事

茨城県筑西市 139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

2018/1/12 エフコム（株）
東京都港区浜松町１－
２７－１６

6010401005112 一般競争入札 有 24,483,600 21,816,000 89.10%

横浜湘南道路小雀高架
橋下部（その５）工事

神奈川県横浜市 384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

2018/1/12 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 271,350,000 248,292,000 91.50%

Ｈ２９町道林長野原線
幸神地区道路改良工事

群馬県吾妻郡長野原町 225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

2018/1/18 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１
５７９

1070001018117 一般競争入札 有 216,248,400 197,100,000 91.15%

皇居外苑（１７）機械
設備改修その他工事

東京都千代田区 71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

2018/1/18 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ
町上牧２３４４－１２

8070001023267 一般競争入札 有 23,954,400 20,736,000 86.56%

中部横断醍醐山トンネ
ル舗装（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 343日間
セメント・コ
ンクリート舗
装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/1/19 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 263,498,400 239,544,000 90.91%

甲斐電線共同溝工事 山梨県甲斐市 377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

2018/1/19 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 195,793,200 179,064,000 91.46%

中部横断下部温泉早川
六郷ラジオ再放送設備
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

340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

2018/1/22
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 292,204,800 264,600,000 90.55%

Ｈ２９・３０二瀬ダム
維持管理工事

埼玉県秩父市 433日間 維持修繕工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3931-
1

2018/1/22 （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 57,747,600 55,620,000 96.32%

東関道築地地区改良他
工事

茨城県潮来市 263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

2018/1/22 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 280,411,200 253,778,400 90.50%

牛久土浦ＢＰ根古屋川
橋下部その２工事

茨城県牛久市 326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

2018/1/22 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 233,539,200 212,544,000 91.01%

Ｈ３０越辺川管内維持
管理工事

埼玉県東松山市 433日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2018/1/22 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 140,626,800 124,200,000 88.32%

Ｈ３０西浦和管内左岸
維持管理工事

埼玉県さいたま市 433日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2018/1/22 （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 251,542,800 226,800,000 90.16%

新４号五霞跨道橋上部
工事

茨城県猿島郡五霞町 428日間 鋼橋上部工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2018/1/22
（株）横河住金ブリッ
ジ

茨城県神栖市砂山１６
－５

1050001021106 一般競争入札 有 454,464,000 414,147,600 91.13%

松本地域センター伊那
支所（１７）構内整備
工事

長野県伊那市 157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

2018/1/23 （株）三六組
長野県飯田市本町４－
７－２

9100001022454 一般競争入札 有 33,717,600 30,888,000 91.61%

Ｈ３０熊谷管内下流維
持管理工事

埼玉県熊谷市 432日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2018/1/23 （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 95,482,800 84,078,000 88.06%

Ｈ２９管内改築区間緑
地外工事

神奈川県横浜市 157日間 造園工事 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

2018/1/23 （株）田口園芸
神奈川県相模原市中央
区横山台２－１３－１
６

4021001013027 一般競争入札 有 67,078,800 59,994,000 89.44%

横浜湘南道路栄ＩＣ・
ＪＣＴ下部（その１）
工事

神奈川県横浜市栄区 429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

2018/1/24 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

4140001058111 一般競争入札 有 1,436,270,400 1,301,400,000 90.61%

横浜湘南道路小雀高架
橋下部（その４）工事

神奈川県横浜市戸塚区 429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

2018/1/24 （株）錢高組
大阪府大阪市西区西本
町２－２－１１

5120001049004 一般競争入札 有 1,360,789,200 1,230,714,000 90.44%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
Ｈランプ２号橋工事

神奈川県横浜市栄区 553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

2018/1/24 川田工業（株）
富山県南砺市苗島４６
１０

5230001008469 一般競争入札 有 991,008,000 894,456,000 90.26%

Ｈ２９・３０国道４号
越谷（２）電線共同溝
工事

埼玉県越谷市 318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

2018/1/26 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 274,395,600 248,400,000 90.53%

Ｈ２９・３０国道４号
草加（６）その他電線
共同溝工事

埼玉県草加市 318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

2018/1/26 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

9010401006818 一般競争入札 有 274,330,800 252,720,000 92.12%

Ｈ２９・３０国道４号
杉戸（３）電線共同溝
その２工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町 318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

2018/1/26 （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 292,042,800 267,840,000 91.71%

中部横断下部温泉早川
六郷ＣＣＴＶ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

333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

2018/1/29 （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 225,547,200 215,568,000 95.58%
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Ｈ２９－３２荒川宗岡
副水路樋管新設工事

埼玉県志木市 868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

2018/1/29 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１
－２５－１

4011101011880 一般競争入札 有 1,862,881,200 1,733,400,000 93.05%

舞浜立体耐震補強その
２工事

千葉県浦安市 242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 2018/1/29 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 128,563,200 124,200,000 96.61%

Ｈ２９・３０小山喜沢
排水整備工事

栃木県小山市 409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

2018/1/30 光洋建設（株）
栃木県小山市喜沢６８
９

3060001014239 一般競争入札 有 177,303,600 177,120,000 99.90%

警視庁第六機動隊（１
７）電気設備改修工事

東京都品川区 182日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2018/1/30 （有）ケイアンドアイ
東京都新宿区早稲田町
７７

7011102021224 一般競争入札 有 29,700,000 29,160,000 98.18%

Ｈ２９・Ｈ３０圏央道
横芝光地区地盤改良他
工事

千葉県山武郡横芝光町
～ 千葉県香取郡多古町

230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

2018/1/30 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 125,474,400 114,804,000 91.50%

平成２９年度国道２９
８号ＣＣＴＶカメラ設
置工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県三郷市

181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

2018/1/31 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

4030001036755 一般競争入札 有 42,746,400 42,066,000 98.41%

国道１６号瑞穂町二本
木電線共同溝（その
１）他工事

東京都西多摩郡瑞穂町
～ 東京都福生市

240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

2018/1/31 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 178,156,800 160,920,000 90.32%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
改良（その８）工事

神奈川県横浜市栄区 273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

2018/1/31 （株）松尾工務店
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３８－３
５

6020001018835 一般競争入札 有 175,467,600 158,652,000 90.42%

Ｈ２９・３０東関道潮
来佐原線橋下部工事

茨城県潮来市 413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

2018/1/31 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 164,894,400 156,114,000 94.68%


