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中部横断監視制御設備
工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県甲府市

330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

2018/2/1 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 214,628,400 201,528,000 93.90%

Ｈ２９年度国道６号桜
橋外補修工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県石岡市

211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

2018/2/1
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 290,973,600 270,000,000 92.79%

国道１６号八王子市北
野電線共同溝工事

東京都八王子市 391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

2018/2/2 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 126,565,200 114,642,000 90.58%

Ｈ３０熊谷管内上流維
持管理工事

埼玉県熊谷市 422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

2018/2/2 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

9030001060412 一般競争入札 有 108,820,800 93,960,000 86.34%

Ｈ２９八ッ場ダム放流
警報表示設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 420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

2018/2/2 利根電気工事（株）
群馬県前橋市亀里町２
００３－１

1070001002293 一般競争入札 有 114,955,200 104,760,000 91.13%

Ｈ２９年度国道６号千
代田石岡ＢＰ北根本地
区改良工事

茨城県石岡市 239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

2018/2/2 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 229,910,400 207,792,000 90.38%

Ｈ２９打越地区流路工
工事

群馬県吾妻郡長野原町 235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

2018/2/5 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 266,997,600 266,220,000 99.71%

圏央道牛久成田環境整
備（２）工事

茨城県牛久市 ～ 千葉
県成田市

417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

2018/2/5 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 114,966,000 109,620,000 95.35%

小松川地区改良その３
工事

東京都江戸川区 319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 2018/2/5 （株）松村組
大阪府大阪市北区天満
１－３－２１

7120001059694 一般競争入札 有 292,820,400 269,460,000 92.02%

Ｈ２９圏央道芝山地区
改良工事

千葉県山武郡芝山町 176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

2018/2/5 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

7040001059777 一般競争入札 有 130,334,400 118,800,000 91.15%

Ｈ２９八ッ場ダム水
質・気象観測設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 417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

2018/2/5 エフコム（株）
東京都港区浜松町１－
２７－１６

6010401005112 一般競争入札 有 122,515,200 112,320,000 91.68%

Ｈ２９大事沢第５砂防
堰堤工事

栃木県日光市 961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

2018/2/6 （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 659,664,000 631,800,000 95.78%

Ｈ３０入間川管内維持
管理工事

埼玉県川越市 418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

2018/2/6 （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 110,430,000 102,600,000 92.91%

Ｈ２９宇都宮国道管内
標識設置他工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県河内郡上三川町

205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

2018/2/7 （株）アイ・ロード
茨城県水戸市河和田町
４３７９－９２

8050001001811 一般競争入札 有 114,534,000 113,400,000 99.01%

Ｈ２９長野管内舗装修
繕工事

長野県上水内郡信濃町
～ 長野県上水内郡飯綱
町

232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

2018/2/7 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

8100001010352 一般競争入札 有 96,476,400 86,940,000 90.12%

稲荷山トンネル工事 長野県千曲市 386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

2018/2/7 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－
７－１

6010001034874 一般競争入札 有 1,115,348,400 1,015,200,000 91.02%

Ｈ２９・Ｈ３０国道３
５７号千葉地区改良舗
装（その１）工事

千葉県千葉市 296日間
アスファルト
舗装工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/2/7 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 180,144,000 170,640,000 94.72%

Ｈ２９・Ｈ３０国道３
５７号千葉地区改良舗
装（その２）工事

千葉県千葉市 296日間
アスファルト
舗装工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/2/7 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 179,722,800 169,560,000 94.35%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
Ｊランプ橋上部工事

神奈川県横浜市栄区 539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

2018/2/7
日本ファブテック
（株）

茨城県取手市下高井１
０２０

8010401020704 一般競争入札 有 564,408,000 528,120,000 93.57%

Ｈ２９八ッ場ダム配電
線設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 415日間 電気設備工事
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

2018/2/7 （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 248,961,600 248,400,000 99.77%

Ｈ２９年度国道６号佐
和電線共同溝工事

茨城県ひたちなか市 235日間
アスファルト
舗装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/2/7 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 136,360,800 124,524,000 91.32%

Ｈ２９年度国道６号稲
村橋外補修工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

205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

2018/2/7 （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 147,690,000 143,640,000 97.26%

Ｈ３０西浦和管内右岸
維持管理工事

埼玉県さいたま市 417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

2018/2/7 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 158,511,600 144,180,000 90.96%

Ｈ２９高田歩道融雪設
備２工事

長野県長野市 321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

2018/2/8 前田道路（株）
東京都品川区大崎１丁
目１１－３

6010701009184 一般競争入札 有 194,680,800 183,600,000 94.31%

５０号新川島橋（左
岸）上部工事

茨城県筑西市 341日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2018/2/8 （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 207,964,800 188,082,000 90.44%

横環南戸塚ＩＣ改良
（その１）工事

神奈川県横浜市戸塚区 782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

2018/2/8 （株）安藤・間
東京都港区赤坂６－１
－２０

2010401051696 一般競争入札 有 3,766,035,600 3,390,984,000 90.04%

東埼玉道路赤岩地区改
良その２工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 356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

2018/2/9 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 294,818,400 267,840,000 90.85%
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白山電線共同溝その４
工事

東京都文京区 399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

2018/2/9
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 265,582,800 240,516,000 90.56%

Ｈ２９鰐川右岸護岸補
修工事

茨城県潮来市 126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 2018/2/9 軍司建設（株）
茨城県潮来市新宮１９
３７－１

2050001022284 一般競争入札 有 37,616,400 33,480,000 89.00%

Ｈ２９岡谷管内舗装修
繕工事

長野県岡谷市 ～ 長野
県茅野市

230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

2018/2/9 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 99,327,600 89,208,000 89.81%

Ｈ２９年度国道６号中
村南電線共同溝外工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県石岡市

233日間
アスファルト
舗装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/2/9 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 145,940,400 131,220,000 89.91%

Ｈ２９・３０運河河川
維持工事

千葉県野田市 ～ 千葉
県流山市

415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 2018/2/9 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 109,317,600 98,172,000 89.80%

Ｈ２９・３０中川下流
河川維持工事

埼玉県八潮市 ～ 東京
都足立区

415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 2018/2/9 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

7010401008196 一般競争入札 有 61,959,600 54,378,000 87.76%

Ｈ２９庄和排水機場ポ
ンプ設備改良等工事

埼玉県春日部市 1476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 2018/2/13 （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 4,370,220,000 4,352,400,000 99.59%

Ｈ２９・３０国道４号
とちの実橋橋梁補修工
事

栃木県宇都宮市 287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

2018/2/13 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 99,284,400 92,556,000 93.22%

Ｈ２９・Ｈ３０圏央道
成田地区地盤改良他そ
の４工事

千葉県成田市 330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

2018/2/13 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 161,438,400 145,584,000 90.18%

Ｈ２９上湯原地区基盤
造成工事

群馬県吾妻郡長野原町 226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

2018/2/14 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

5070001018732 一般競争入札 有 242,114,400 231,120,000 95.46%

舞浜歩道橋下部工事 千葉県浦安市 376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 2018/2/14 （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 283,165,200 275,400,000 97.26%

Ｈ２９・３０江戸川河
口河川維持工事

東京都葛飾区 ～ 東京
都江戸川区

410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 2018/2/14 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

9010001025697 一般競争入札 有 92,404,800 82,350,000 89.12%

Ｈ３０目吹管内左岸河
川維持工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

409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

2018/2/15 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 93,160,800 83,268,000 89.38%

Ｈ３０守谷管内右岸河
川維持工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
我孫子市

409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

2018/2/15 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 75,848,400 68,040,000 89.71%

Ｈ２９川原湯地区外整
備工事

群馬県吾妻郡長野原町 204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

2018/2/15 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 224,802,000 220,860,000 98.25%

Ｈ２９・Ｈ３０国道３
５７号市川共同溝補強
その１０他工事

千葉県市川市 ～ 千葉
県浦安市

258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

2018/2/15 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 244,911,600 221,940,000 90.62%

東関道前川橋下部その
１工事

茨城県潮来市 258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

2018/2/15 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 一般競争入札 有 185,155,200 167,400,000 90.41%

Ｈ２９国道５１号山之
作地区他改良工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県四街道市

225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

2018/2/15 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

7040001059777 一般競争入札 有 188,870,400 187,920,000 99.50%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その３１）工事

神奈川県横浜市栄区 350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

2018/2/15 （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 235,558,800 215,902,800 91.66%

Ｈ３０藤岡管内渡良瀬
川他河川維持工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

408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

2018/2/16 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 68,850,000 63,180,000 91.76%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その３８）工事

神奈川県横浜市栄区 406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

2018/2/16 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 297,216,000 272,484,000 91.68%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その３０）工事

神奈川県横浜市栄区 257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

2018/2/16 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 149,666,400 136,188,000 90.99%

Ｈ２９烏川河岸修繕他
工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

130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 2018/2/19 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
３３０９－７

6070001013550 一般競争入札 有 49,874,400 45,684,000 91.60%

中部横断醍醐山トンネ
ル他非常警報設備工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

311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

2018/2/20 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６番地

1130001038463 一般競争入札 有 249,199,200 229,284,000 92.01%

Ｈ２９西湘ＢＰ本復旧
（その１）工事

神奈川県三浦市 69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

2018/2/20
（株）エス・ケイ・
ディ

神奈川県平塚市四之宮
１－８－５６

8021001036643 一般競争入札 有 195,825,600 194,400,000 99.27%

Ｈ３０古河管内下流部
河川維持工事

茨城県古河市 ～ 茨城
県猿島郡境町

404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

2018/2/20 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

6050001018725 一般競争入札 有 119,761,200 109,620,000 91.53%

Ｈ２９相模川水系広域
ダム管理事務所空調改
修工事

神奈川県相模原市緑区 100日間
暖冷房衛生設
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

2018/2/20 （有）三島工業
神奈川県横浜市神奈川
区台町１３－１７　日
向ビル３０３

2030002056449 一般競争入札 有 8,197,200 8,100,000 98.81%
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牛久土浦ＢＰ根古屋川
橋下部その３工事

茨城県牛久市 253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

2018/2/20 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 290,520,000 270,000,000 92.94%

Ｈ３０中部横断下部温
泉早川ＩＣ舗装工事

山梨県南巨摩郡身延町 311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

2018/2/20 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 197,964,000 181,224,000 91.54%

Ｈ３０中部横断一色下
田原舗装工事

山梨県南巨摩郡身延町 311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

2018/2/20 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 195,361,200 184,464,000 94.42%

Ｈ２９・３０江戸川上
流左岸河川維持工事

千葉県野田市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

404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 2018/2/20 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 116,920,800 109,080,000 93.29%

Ｈ２９・３０江戸川上
流右岸河川維持工事

埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県北葛飾郡杉戸町

404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 2018/2/20 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 101,617,200 90,720,000 89.28%

Ｈ２９・３０松戸河川
維持工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県流山市

404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 2018/2/20 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 119,448,000 109,944,000 92.04%

産業安全会館（１７）
構内整備工事

東京都港区 509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

2018/2/21 飛島建設（株）
東京都港区港南１－８
－１５

8010001008703 一般競争入札 有 546,156,000 508,680,000 93.14%

Ｈ３０中部横断六郷Ｉ
Ｃ舗装工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

310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

2018/2/21 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

6010001052042 一般競争入札 有 183,762,000 174,312,000 94.86%

Ｈ２９坂川河川施設屋
根防水・外壁改修工事

千葉県松戸市 160日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2018/2/21 （株）タザキ
千葉県松戸市串崎新田
６－１

1040001036096 通常型指名競争入札 8,964,000 8,262,000 92.17%

Ｈ２９鬼怒川右岸上山
川築堤護岸工事

茨城県結城市 191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

2018/2/21 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 293,511,600 266,112,000 90.66%

Ｈ２９宮ヶ瀬ダムネッ
トワーク設備改修工事

神奈川県相模原市緑区
～ 神奈川県愛甲郡清川
村

127日間 通信設備工事
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

2018/2/22 （株）マルツ電波
福井県福井市豊島２－
６－７

8210001003972 一般競争入札 有 36,018,000 35,640,000 98.95%

宇都宮法務総合庁舎
（１７）構内整備工事

栃木県宇都宮市 218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

2018/2/22 佐藤工業（株）
栃木県下都賀郡壬生町
壬生甲２２３０

9060001017327 一般競争入札 有 237,598,164 236,520,000 99.55%

横浜湘南道路藤沢オフ
ランプ他上部工事

神奈川県藤沢市 768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

2018/2/22
（株）ＩＨＩインフラ
システム

大阪府堺市堺区大浜西
町３

5120101023932 一般競争入札 有 767,394,000 701,568,000 91.42%

中部横断下部温泉早川
六郷道路情報表示設備
工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

308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

2018/2/23 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 288,565,200 260,820,000 90.39%

Ｈ２９浅川元本郷外築
堤護岸工事

東京都八王子市 189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

2018/2/23 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

3010001008674 一般競争入札 有 204,746,400 188,784,000 92.20%

国道２０号日野バイパ
ス（延伸）豊田地区改
良（その２）工事

東京都日野市 280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

2018/2/23 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

6010001052042 一般競争入札 有 201,765,600 182,304,000 90.35%

Ｈ２９二瀬ダム堤体変
位計更新工事

埼玉県秩父市 126日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3931-
1

2018/2/23 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

7010001022589 一般競争入札 有 31,536,000 30,240,000 95.89%

塩崎地区改良２他工事
長野県長野市 ～ 長野
県千曲市

234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

2018/2/23 中野土建（株）
長野県中野市西２－５
－１１

3100001012106 一般競争入札 有 241,045,200 217,566,000 90.26%

Ｈ２９小武川導流堤工
事

山梨県韮崎市 186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

2018/2/26 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原
町３７５－３

1090001000849 一般競争入札 有 176,029,200 160,164,000 90.99%

Ｈ３０八斗島管内右岸
河川維持工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県本庄市

398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

2018/2/26 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 122,709,600 114,674,400 93.45%

Ｈ３０川俣管内左岸河
川維持工事

群馬県邑楽郡千代田町
～ 群馬県邑楽郡明和町

398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

2018/2/26 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 199,324,800 180,360,000 90.49%

Ｈ３０大利根管内右岸
河川維持工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

398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

2018/2/26 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 150,238,800 136,836,000 91.08%

Ｈ２９多摩川上丸子下
流築堤護岸工事

神奈川県川崎市中原区 155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

2018/2/26 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 171,558,000 157,356,000 91.72%

Ｈ２９・Ｈ３０北千葉
道路船形・八代地区舗
装工事

千葉県成田市 367日間
アスファルト
舗装工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/2/26 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 199,054,800 180,457,200 90.66%

国土技術政策総合研究
所（立原）（１７）機
械設備改修工事

茨城県つくば市 185日間
暖冷房衛生設
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

2018/2/27 （有）宮原水道工業所
埼玉県さいたま市北区
宮原町４－４－３０

8030002013361 一般競争入札 有 29,991,600 29,991,600 100.00%

Ｈ３０中部横断福士地
区改良工事

山梨県南巨摩郡南部町 246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

2018/2/27 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 262,796,400 237,276,000 90.29%

木曽森林管理署南木曽
支署（Ｈ２９）新営工
事

長野県木曽郡南木曽町 317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

2018/2/27 神稲建設（株）
長野県飯田市主税町１
８

7100001023033 一般競争入札 有 236,844,000 226,800,000 95.76%
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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

Ｈ２９小武川崩壊地対
策工事

山梨県韮崎市 184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

2018/2/28 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 115,268,400 109,620,000 95.10%

東関道前川地区地盤改
良その３工事

茨城県潮来市 190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

2018/2/28 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

5050001020979 一般競争入札 有 165,769,200 151,200,000 91.21%


