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Ｈ３０八ッ場ダム左岸
地区管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 363日間 維持修繕工事
八ッ場ダム工事事務
所

八ッ場ダム工事事務
所長　朝田　将

群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2018/4/2 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１
１

5070001023906 一般競争入札 有 58,093,200 57,780,000 99.46%

Ｈ３０八ッ場ダム右岸
地区管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 363日間 維持修繕工事
八ッ場ダム工事事務
所

八ッ場ダム工事事務
所長　朝田　将

群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2018/4/2 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

3070001023809 一般競争入札 有 57,952,800 56,700,000 97.84%

Ｈ３０品木ダム管内補
修工事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡中之条町

363日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
品木ダム水質管理所
長　村松　悦由

群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2018/4/2 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

3070001023809 一般競争入札 有 18,176,400 17,280,000 95.07%

Ｈ３０・３１久慈川下
流管内（久慈川）維持
管理工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県那珂郡東海村

729日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　八尋　裕

茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/4/2 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才
町６２０

4050001026564 一般競争入札 有 116,683,200 111,888,000 95.89%

Ｈ３０・３１久慈川上
流管内（久慈川）維持
管理工事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県那珂市

729日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　八尋　裕

茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/4/2 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

4050001026853 一般競争入札 有 150,562,800 150,120,000 99.71%

Ｈ３０・３１水戸管内
（那珂川・桜川）維持
管理工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県水戸市

729日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　八尋　裕

茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/4/2 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

5050001000130 一般競争入札 有 149,288,400 145,476,000 97.45%

Ｈ３０・３１那珂管内
（那珂川・藤井川）維
持管理工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県那珂市

729日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　八尋　裕

茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/4/2 （株）瀧工務店
茨城県常陸大宮市富岡
１９１

6050001026793 一般競争入札 有 118,908,000 117,720,000 99.00%

Ｈ３０・３１那珂川上
流管内維持管理工事

栃木県芳賀郡茂木町 ～
栃木県那須烏山市

729日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　八尋　裕

茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/4/2 （株）東昭建設
栃木県矢板市扇町２－
５－１８

5040001088209 一般競争入札 有 127,774,800 115,560,000 90.44%

Ｈ３０・３１水戸国道
維持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

729日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　八尋　裕

茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/4/2 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 一般競争入札 有 269,352,000 268,380,000 99.64%

Ｈ３０・３１土浦国道
維持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県石岡市

729日間 維持修繕工事 常陸河川国道事務所
常陸河川国道事務所
長　八尋　裕

茨城県水戸市千波町
1962-2

2018/4/2 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 255,700,800 237,600,000 92.92%

Ｈ３０・３１沼田維持
工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県沼田市

729日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所
高崎河川国道事務所
長　堤　啓

群馬県高崎市栄町6-41 2018/4/2 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 399,276,000 394,200,000 98.73%

Ｈ３０・３１前橋維持
工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県渋川市

729日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所
高崎河川国道事務所
長　堤　啓

群馬県高崎市栄町6-41 2018/4/2 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

9070001001420 一般競争入札 有 259,437,600 253,800,000 97.83%

Ｈ３０利根砂防光ケー
ブル整備工事

群馬県渋川市 363日間 通信設備工事
利根川水系砂防事務
所

利根川水系砂防事務
所長　田村　圭司

群馬県渋川市渋川121-1 2018/4/2 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１
－２３－１５

7070001001736 一般競争入札 有 37,454,400 35,100,000 93.71%

Ｈ３０首都国道管内道
路管理その他工事

東京都葛飾区 ～ 千葉
県松戸市

363日間 維持修繕工事 首都国道事務所
首都国道事務所長
甲斐　一洋

千葉県松戸市竹ヶ花86 2018/4/2 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

2010001024490 一般競争入札 有 157,366,800 154,980,000 98.48%

Ｈ３０－Ｈ３２千葉・
酒々井・木更津道路清
掃作業

千葉県千葉市 ～ 千葉
県印旛郡酒々井町

1094日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
八尾　光洋

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/4/2 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 119,718,000 118,800,000 99.23%

Ｈ３０－Ｈ３２柏・船
橋道路清掃作業

千葉県柏市 ～ 千葉県
船橋市

1094日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
八尾　光洋

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/4/2
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

4010401023355 一般競争入札 有 118,681,200 113,400,000 95.55%

Ｈ３０－Ｈ３２木更津
出張所管内維持工事

千葉県木更津市 ～ 千
葉県南房総市

1094日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
八尾　光洋

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/4/2 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 458,103,600 450,360,000 98.31%

Ｈ３０・３１道路照明
施設等維持工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

729日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　尾松　智

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/4/2
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 97,524,000 95,256,000 97.67%

Ｈ３０釜無川出張所管
内砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

179日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2018/4/2 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 18,349,200 17,928,000 97.70%

Ｈ３０白州出張所管内
砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

179日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2018/4/2 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 15,735,600 15,120,000 96.09%

Ｈ３０早川出張所管内
砂防整備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

179日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
富士川砂防事務所長
萬德　昌昭

山梨県甲府市富士見2-
12-16

2018/4/2 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 15,390,000 14,040,000 91.23%

Ｈ３０・３１伊讃管内
維持管理工事

茨城県筑西市 ～ 栃木
県真岡市

729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
里村　真吾

茨城県筑西市二木成
1753

2018/4/2 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

8060001003609 一般競争入札 有 198,352,800 176,040,000 88.75%

Ｈ３０・３１鎌庭管内
維持管理工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県下妻市

729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
里村　真吾

茨城県筑西市二木成
1753

2018/4/2 （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 255,830,400 253,800,000 99.21%

Ｈ３０・３１真岡管内
維持管理工事

栃木県真岡市 ～ 茨城
県筑西市

729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
里村　真吾

茨城県筑西市二木成
1753

2018/4/2 （株）佐藤工務店
栃木県真岡市石島７８
６－１

7060001009516 一般競争入札 有 89,532,000 85,320,000 95.30%

Ｈ３０・３１黒子管内
維持管理工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県下妻市

729日間 維持修繕工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
里村　真吾

茨城県筑西市二木成
1753

2018/4/2 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 226,368,000 201,960,000 89.22%

Ｈ３０土浦管内中岸河
川維持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県かすみがうら市

363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 （株）伊藤建設
茨城県稲敷郡美浦村大
字大谷４５３－１

3050001010197 一般競争入札 有 52,682,400 50,544,000 95.94%

Ｈ３０土浦管内右岸河
川維持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県稲敷市

363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３
３－１

3050001025765 一般競争入札 有 64,152,000 60,804,000 94.78%

Ｈ３０潮来管内右岸河
川維持工事

茨城県潮来市 ～ 千葉
県香取市

363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 （株）茂木工務店
茨城県潮来市辻６６－
３

2050001021625 一般競争入札 有 63,028,800 59,940,000 95.10%

Ｈ３０潮来管内左岸河
川維持工事

茨城県潮来市 363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 （株）沼田工務店
茨城県鉾田市札１４６
－１

8050001021925 一般競争入札 有 50,500,800 48,276,000 95.59%
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Ｈ３０波崎管内河川維
持工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 77,338,800 73,440,000 94.96%

Ｈ３０麻生管内河川維
持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県小美玉市

363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 （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 60,274,800 57,218,400 94.93%

Ｈ３０鉾田管内右岸河
川維持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県鉾田市

363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 52,250,400 49,140,000 94.05%

Ｈ３０鉾田管内左岸河
川維持工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城
県鹿嶋市

363日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所
霞ヶ浦河川事務所長
辰野　剛志

茨城県潮来市潮来3510 2018/4/2 藤枝建設（株）
茨城県鉾田市札６７０
－４

9050001021949 一般競争入札 有 64,638,000 61,020,000 94.40%

Ｈ３０・３１・３２品
川道路清掃作業

東京都特別区 1094日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/2 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

3010001008699 一般競争入札 有 283,305,600 281,880,000 99.50%

Ｈ３０・３１・３２亀
有道路清掃作業

東京都特別区 1094日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/2 （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 176,482,800 174,960,000 99.14%

Ｈ３０・３１国道１６
号道路維持工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県大和市

729日間 維持修繕工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
外川　和彦

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2018/4/2 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 298,609,200 295,056,000 98.81%

Ｈ３０・３１管内照明
設備維持工事

東京都八王子市 729日間 維持修繕工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
外川　和彦

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2018/4/2 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 84,456,000 84,240,000 99.74%

Ｈ３０上尾道路環境整
備工事

埼玉県さいたま市西区
～ 埼玉県上尾市

363日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/2 （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 154,926,000 145,800,000 94.11%

Ｈ３０圏央道側道整備
他工事

埼玉県桶川市 363日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/2 （株）木下建設
埼玉県白岡市彦兵衛１
２８－４

6030001051637 一般競争入札 有 81,432,000 81,000,000 99.47%

Ｈ３０・３１浦和維持
工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県戸田市

729日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/2 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 242,136,000 228,960,000 94.56%

Ｈ３０・３１春日部維
持工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県越谷市

729日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/2
日本ハイウエイ・サー
ビス（株）

東京都新宿区西新宿６
－６－３

3011101049682 一般競争入札 有 238,734,000 217,620,000 91.16%

Ｈ３０・３１・３２大
宮維持工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川越市

1094日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/2 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区八重洲１
－２－１６

9010001034987 一般競争入札 有 376,909,200 367,200,000 97.42%

Ｈ３０・Ｈ３１千葉国
道道路照明維持工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県柏市

729日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
八尾　光洋

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/4/2 横川電機（株）
千葉県香取市佐原イ８
４

3040001063709 一般競争入札 有 77,554,800 73,440,000 94.69%

Ｈ３０岩淵管内右岸維
持管理工事

東京都北区 363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2018/4/2 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 112,665,600 102,600,000 91.07%

Ｈ３０岩淵管内左岸維
持管理工事

東京都足立区 ～ 埼玉
県川口市

363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2018/4/2 （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 119,761,200 110,700,000 92.43%

Ｈ３０小名木川管内右
岸維持管理工事

東京都足立区 363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2018/4/2 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 79,747,200 77,760,000 97.51%

Ｈ３０小名木川管内左
岸維持管理工事

東京都足立区 363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所
長　荒川　泰二

東京都北区志茂5-41-1 2018/4/2 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 108,032,400 104,760,000 96.97%

Ｈ３０・３１・３２品
川維持工事

東京都特別区 1094日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/2 新光建設（株）
神奈川県横浜市港北区
大豆戸町３５９

4020001020421 一般競争入札 有 453,405,600 450,360,000 99.33%

Ｈ３０・３１・３２亀
有維持工事

東京都特別区 1094日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/2 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区八重洲１
－２－１６

9010001034987 一般競争入札 有 423,090,000 421,200,000 99.55%

Ｈ３０・３１厚木維持
工事

神奈川県足柄上郡山北
町 ～ 神奈川県伊勢原
市

729日間 維持修繕工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
淡中　泰雄

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/4/2 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田
２－４－４

3010001134017 一般競争入札 有 294,915,600 289,440,000 98.14%

Ｈ３０・３１小田原維
持工事

神奈川県足柄下郡箱根
町 ～ 神奈川県小田原
市

729日間 維持修繕工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
淡中　泰雄

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/4/2
（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 197,089,200 194,400,000 98.64%

Ｈ３０・３１横浜国道
道路清掃作業

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

729日間 維持修繕工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
淡中　泰雄

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/4/2
新日本ロードメンテナ
ンス（株）

東京都世田谷区玉川台
２－１－１５

4010901005489 一般競争入札 有 142,884,000 142,560,000 99.77%

Ｈ３０国営ひたち海浜
公園樹林地管理他工事

茨城県ひたちなか市 363日間 造園工事
国営常陸海浜公園事
務所

国営常陸海浜公園事
務所長　黒澤　伸行

茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2018/4/2 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

6050001009716 一般競争入札 有 60,890,400 57,996,000 95.25%

Ｈ３０利根ダム管内光
ケーブル設備維持工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

363日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理
事務所

利根川ダム統合管理
事務所長　石鉢　盛
一朗

群馬県前橋市元総社町
593-1

2018/4/2 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１
－２３－１５

7070001001736 一般競争入札 有 10,994,400 10,800,000 98.23%

Ｈ３０昭和維持管理工
事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

363日間 造園工事
国営昭和記念公園事
務所

国営昭和記念公園事
務所長　伊藤　康行

東京都立川市緑町3173 2018/4/2 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 76,528,800 70,200,000 91.73%

Ｈ３０武蔵維持管理工
事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

363日間 造園工事
国営昭和記念公園事
務所

国営昭和記念公園事
務所長　伊藤　康行

東京都立川市緑町3173 2018/4/2 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 56,635,200 52,704,000 93.06%

Ｈ３０那珂導水路管内
維持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県東茨城郡茨城町

363日間 維持修繕工事
霞ヶ浦導水工事事務
所

霞ヶ浦導水工事事務
所長　田畑　和寛

茨城県土浦市下高津2-
1-3

2018/4/2 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

5050001000130 一般競争入札 有 21,718,800 20,520,000 94.48%

Ｈ３０利根高浜維持工
事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県石岡市

363日間 維持修繕工事
霞ヶ浦導水工事事務
所

霞ヶ浦導水工事事務
所長　田畑　和寛

茨城県土浦市下高津2-
1-3

2018/4/2 大平建設（株）
茨城県笠間市鯉淵６３
４０

9050001007923 一般競争入札 有 13,424,400 13,284,000 98.95%
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Ｈ３０・３１小山管内
維持工事

栃木県小山市 ～ 茨城
県古河市

729日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
宇都宮国道事務所長
上原　重賢

栃木県宇都宮市平松町
504

2018/4/2 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 285,757,200 279,720,000 97.89%

Ｈ３０・３１矢板管内
維持工事

栃木県矢板市 729日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
宇都宮国道事務所長
上原　重賢

栃木県宇都宮市平松町
504

2018/4/2 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 306,309,600 295,380,000 96.43%

Ｈ３０・３１宇都宮国
道道路照明維持工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県宇都宮市

729日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
宇都宮国道事務所長
上原　重賢

栃木県宇都宮市平松町
504

2018/4/2 明洸電設（株）
栃木県宇都宮市下戸祭
２－７－１５

6060001004410 一般競争入札 有 30,196,800 29,160,000 96.57%

Ｈ３０・３１・３２横
浜国道管内照明施設維
持工事

神奈川県横浜市 1094日間 維持修繕工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
淡中　泰雄

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/4/2 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 363,906,000 359,640,000 98.83%

Ｈ３０東京外環環境整
備工事

東京都世田谷区 ～ 東
京都三鷹市

363日間 維持修繕工事
東京外かく環状国道
事務所

東京外かく環状国道
事務所長　四童子
隆

東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2018/4/2 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 255,862,800 248,400,000 97.08%

Ｈ３０・３１富士吉田
国道維持工事

山梨県富士吉田市 729日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　尾松　智

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/4/2 秋山土建（株）
山梨県富士吉田市下吉
田東１－２４－３

7090001009513 一般競争入札 有 217,512,000 212,760,000 97.82%

東埼玉道路他道路予定
地管理工事

埼玉県北葛飾郡松伏町
～ 埼玉県久喜市

363日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
北首都国道事務所長
山田　博道

埼玉県草加市花栗3-24-
15

2018/4/2 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 100,418,400 92,340,000 91.96%

平成３０・３１年度国
道２９８号道路清掃作
業

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川口市

729日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
北首都国道事務所長
山田　博道

埼玉県草加市花栗3-24-
15

2018/4/2 ムサシ興発（株）
埼玉県八潮市木曽根５
０６

3030001036384 一般競争入札 有 151,351,200 136,836,000 90.41%

Ｈ３０・３１取手管内
維持工事

茨城県取手市 ～ 千葉
県我孫子市

729日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　中村　伸也

千葉県香取市佐原イ
4149

2018/4/2 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

5040001043576 一般競争入札 有 140,011,200 127,224,000 90.87%

Ｈ３０・３１竜ヶ崎管
内維持工事

茨城県龍ヶ崎市 ～ 茨
城県北相馬郡利根町

729日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　中村　伸也

千葉県香取市佐原イ
4149

2018/4/2 常盤造園建設（株）
茨城県取手市駒場４－
６－５

1050001027557 一般競争入札 有 139,795,200 124,200,000 88.84%

Ｈ３０・３１佐原管内
維持工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡神崎町

729日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　中村　伸也

千葉県香取市佐原イ
4149

2018/4/2 室田建設（株）
千葉県香取市扇島６６
－１

2040001063692 一般競争入札 有 219,985,200 205,200,000 93.28%

Ｈ３０・３１北千葉管
内維持工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
我孫子市

729日間 維持修繕工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　中村　伸也

千葉県香取市佐原イ
4149

2018/4/2 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４
５８－１２

8040001066211 一般競争入札 有 120,182,400 118,746,000 98.80%

Ｈ３０三郷・吉川河川
維持工事

埼玉県三郷市 ～ 埼玉
県吉川市

363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
金澤　裕勝

千葉県野田市宮崎134 2018/4/2 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 145,638,000 131,760,000 90.47%

Ｈ３０中川河川維持他
工事

埼玉県吉川市 ～ 埼玉
県草加市

363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
金澤　裕勝

千葉県野田市宮崎134 2018/4/2 （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 67,672,800 55,080,000 81.39%

Ｈ３０－３１川俣管内
右岸河川維持工事

埼玉県行田市 ～ 埼玉
県羽生市

729日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/2 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 188,524,800 171,288,000 90.86%

Ｈ３０－３１大利根管
内左岸河川維持工事

埼玉県加須市 729日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/2 （株）山中組
栃木県小山市間々田１
５６７

8060001014655 一般競争入札 有 141,825,600 127,872,000 90.16%

Ｈ３０－３１渡良瀬遊
水池維持工事

栃木県栃木市 ～ 埼玉
県加須市

729日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/2 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

5070001018732 一般競争入札 有 145,368,000 129,384,000 89.00%

Ｈ３０多摩川下流維持
管理工事

東京都大田区 ～ 神奈
川県川崎市

363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2018/4/2 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

3010001008699 一般競争入札 有 114,350,400 111,780,000 97.75%

Ｈ３０多摩川中流維持
管理工事

東京都調布市 ～ 神奈
川県川崎市

363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2018/4/2 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 112,795,200 104,760,000 92.88%

Ｈ３０多摩川上流維持
管理工事

東京都福生市 363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2018/4/2 （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 100,753,200 95,580,000 94.87%

Ｈ３０・３１鶴見川維
持管理工事

神奈川県横浜市 729日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2018/4/2 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

3010001008699 一般競争入札 有 186,602,400 181,440,000 97.23%

Ｈ３０・３１相模川維
持管理工事

神奈川県平塚市 729日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
京浜河川事務所長
澁谷　慎一

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2018/4/2 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪
４２１－２０

7021001020961 一般競争入札 有 109,555,200 106,207,200 96.94%

Ｈ３０渡良瀬川管内光
ファイバケーブル設備
維持工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県日光市

363日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　髙田　昇一

栃木県足利市田中町
661-3

2018/4/2 （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 28,328,400 25,920,000 91.50%

Ｈ３０・３１佐野河川
管内左岸維持管理工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県佐野市

729日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
渡良瀬川河川事務所
長　髙田　昇一

栃木県足利市田中町
661-3

2018/4/2 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

5070001018732 一般競争入札 有 178,891,200 155,628,000 87.00%

Ｈ３０・３１長野維持
工事

長野県上水内郡信濃町
～ 長野県長野市

729日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/2 （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 238,410,000 223,560,000 93.77%

Ｈ３０・３１松本維持
工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県松本市

729日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/2 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 221,864,400 207,900,000 93.71%

Ｈ３０・３１中部横断
自動車道維持工事

長野県小諸市 ～ 長野
県佐久市

729日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/2 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 388,918,800 388,800,000 99.97%

Ｈ３０長野国道管内道
路照明維持工事

長野県長野市 ～ 長野
県松本市

363日間 維持修繕工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/2
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 44,182,800 43,740,000 99.00%

新宿御苑（１８）機械
設備改修その他工事

東京都新宿区 123日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第一営繕事務所
東京第一営繕事務所
長　西尾　達司

東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2018/4/9 （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 64,335,600 62,640,000 97.36%
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Ｈ３０・３１相武国道
管内道路清掃作業

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

715日間 維持修繕工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
外川　和彦

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2018/4/10 （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 99,554,400 99,360,000 99.80%

Ｈ３０・３１国道１６
号緑地管理工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県大和市

687日間 造園工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
外川　和彦

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2018/4/12 （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 141,890,400 127,980,000 90.20%

Ｈ３０・３１熊谷緑地
管理工事

埼玉県鴻巣市 ～ 埼玉
県熊谷市

687日間 造園工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/12 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３
－２２－４

7030001060298 一般競争入札 有 146,383,200 139,320,000 95.17%

Ｈ３０・３１新町・長
野緑地管理工事

長野県上水内郡信濃町
～ 長野県長野市

617日間 造園工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/12 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 128,228,400 122,688,000 95.68%

Ｈ３０・３１松本・岡
谷緑地管理工事

長野県松本市 ～ 長野
県岡谷市

617日間 造園工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/12 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８
８３－３

7100001022720 一般競争入札 有 69,346,800 61,592,400 88.82%

長地地区改良２工事 長野県岡谷市 293日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/13 興和工業（株）
長野県岡谷市田中町１
－５－５

5100001019462 一般競争入札 有 281,599,200 277,560,000 98.57%

Ｈ３０管内改築区間管
理（その２）工事

神奈川県伊勢原市 ～
神奈川県横浜市

350日間 造園工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
淡中　泰雄

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/4/13 藤造園建設（株）
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢中町６－７

7020001024304 一般競争入札 有 55,209,600 48,978,000 88.71%

Ｈ３０・３１国道２０
号緑地管理工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県横浜市緑区

682日間 造園工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
外川　和彦

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2018/4/17 （株）富士植木
東京都千代田区九段南
４－１－９

3010001027617 一般競争入札 有 132,321,600 120,258,000 90.88%

Ｈ３０荒川上流光ケー
ブル維持工事

埼玉県川越市 348日間 通信設備工事 荒川上流河川事務所
荒川上流河川事務所
長　古市　秀徳

埼玉県川越市新宿町3-
12

2018/4/17 （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 44,020,800 39,204,000 89.06%

Ｈ２９入間川川越市上
戸災害復旧外工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県比企郡川島町

288日間 一般土木工事 荒川上流河川事務所
荒川上流河川事務所
長　古市　秀徳

埼玉県川越市新宿町3-
12

2018/4/18 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 121,122,000 110,360,880 91.12%

Ｈ３０－Ｈ３２柏・船
橋出張所管内緑地管理
工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
船橋市

1047日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
八尾　光洋

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/4/18 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 109,414,800 97,621,200 89.22%

Ｈ３０・Ｈ３１船橋出
張所管内緑地管理工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県船橋市

681日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
八尾　光洋

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2018/4/18 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 79,401,600 70,610,400 88.93%

Ｈ３０・３１浦和大宮
緑地管理工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県戸田市

681日間 造園工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/18 アゴラ造園（株）
東京都練馬区高松６－
２－１８

5011601000283 一般競争入札 有 181,634,400 162,000,000 89.19%

Ｈ３０管内改築区間管
理（その１）工事

神奈川県横浜市 345日間 造園工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
淡中　泰雄

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/4/18 （株）田澤園
神奈川県横浜市南区六
ツ川４－１２３４

5020001013309 一般競争入札 有 59,000,400 52,704,000 89.33%

Ｈ３０川俣ダム主放流
設備修繕工事

栃木県日光市 282日間 機械設備工事
鬼怒川ダム統合管理
事務所

鬼怒川ダム統合管理
事務所長　新井　正

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2018/4/18 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 62,769,600 62,640,000 99.79%

Ｈ３０宮ヶ瀬ダム堆積
土砂搬出工事

神奈川県相模原市緑区
～ 神奈川県茅ヶ崎市

163日間 一般土木工事
相模川水系広域ダム
管理事務所

相模川水系広域ダム
管理事務所長　竹本
隆之

神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2018/4/18 （株）寿組
神奈川県相模原市緑区
葉山島３１５

4021001016319 一般競争入札 有 45,230,400 41,148,000 90.97%

Ｈ２９川原湯地区道路
整備他工事

群馬県吾妻郡長野原町 195日間 一般土木工事
八ッ場ダム工事事務
所

八ッ場ダム工事事務
所長　朝田　将

群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2018/4/19 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 230,796,000 215,244,000 93.26%

Ｈ２９利根川上流河川
事務所空調設備改修そ
の他工事

埼玉県久喜市 71日間
暖冷房衛生設
備工事

利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/19 （株）飯沼工務店
埼玉県さいたま市北区
宮原町４－６７－１

7030001000717 一般競争入札 有 19,083,600 15,228,000 79.80%

平成３０年度共同溝維
持工事

東京都特別区 346日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/19
日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）

東京都中央区日本橋小
伝馬町１１－９

4010001062563 一般競争入札 有 100,645,200 97,200,000 96.58%

Ｈ３０目吹守谷管内堤
防強化関連整備工事

千葉県野田市 ～ 茨城
県守谷市

344日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/19 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 64,206,000 56,916,000 88.65%

Ｈ３０長野国道管内路
面標示工事

長野県長野市 195日間 塗装工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/19
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 82,371,600 79,704,000 96.76%

Ｈ３０佐久南管理ス
テーション増築棟建築
工事

長野県佐久市 244日間 建築工事 長野国道事務所
長野国道事務所長
塩谷　正広

長野県長野市鶴賀字中
堰145

2018/4/20 （株）アスピア
長野県松本市宮渕１－
３－３０

1100001014038 一般競争入札 有 229,500,000 228,636,000 99.62%

Ｈ３０・３１大宮国道
管内道路清掃作業（浦
和・春日部）

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県春日部市

711日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/20
日本ハイウエイ・サー
ビス（株）

東京都新宿区西新宿６
－６－３

3011101049682 一般競争入札 有 90,331,200 86,400,000 95.65%

Ｈ３０・３１緑地管理
その１工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

711日間 造園工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　尾松　智

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/4/20
（株）富士グリーン
テック

山梨県甲府市富竹三丁
目１番３号

2090001000773 一般競争入札 有 76,723,200 73,440,000 95.72%

Ｈ２９国道２０号八王
子市追分歩道橋昇降施
設新設（その２）工事

東京都八王子市 158日間 建築工事 相武国道事務所
相武国道事務所長
外川　和彦

東京都八王子市大和田
町4-3-13

2018/4/23 （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 114,912,000 113,400,000 98.68%

Ｈ３０・３１宇都宮国
道管内緑地管理工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県小山市

687日間 造園工事 宇都宮国道事務所
宇都宮国道事務所長
上原　重賢

栃木県宇都宮市平松町
504

2018/4/23 中嶋産業（株） 茨城県結城市小田林 3050001032613 一般競争入札 有 142,851,600 130,680,000 91.48%

Ｈ２９上打越地区温泉
幹線街路整備他工事

群馬県吾妻郡長野原町 282日間 一般土木工事
八ッ場ダム工事事務
所

八ッ場ダム工事事務
所長　朝田　将

群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2018/4/24 都建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字長野原１３６９－
１

7070001023978 一般競争入札 有 265,086,000 253,800,000 95.74%

Ｈ３０東京国道管内道
路照明灯他点検補修
（その１）工事

東京都特別区 310日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/24 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 128,368,800 126,360,000 98.44%

Ｈ３０東京国道管内道
路照明灯他点検補修
（その２）工事

東京都特別区 310日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/24 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 124,966,800 123,120,000 98.52%
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公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称 契約担当官等の氏名 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

Ｈ３０・３１・３２亀
有緑地管理工事

東京都特別区 1072日間 造園工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/24 （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 201,787,200 180,241,200 89.32%

Ｈ３０・３１緑地管理
その２工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県富士吉田市

707日間 造園工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　尾松　智

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/4/24 （株）帯金造園
山梨県甲府市池田２－
１１－１２

3090001000401 一般競争入札 有 69,660,000 66,960,000 96.12%

Ｈ３０川俣管内堤防強
化関連整備工事

埼玉県羽生市 ～ 埼玉
県行田市

339日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/24 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

7060001020687 一般競争入札 有 71,593,200 64,800,000 90.51%

Ｈ３０大利根管内堤防
強化関連整備工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

341日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/24 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

9030001065667 一般競争入札 有 76,755,600 69,336,000 90.33%

Ｈ３０藤岡管内巴波川
他維持工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県栃木市

341日間 維持修繕工事
利根川上流河川事務
所

利根川上流河川事務
所長　三橋　さゆり

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2018/4/24 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 93,992,400 83,484,000 88.82%

Ｈ３０・３１・３２品
川緑地管理工事

東京都特別区 1071日間 造園工事 東京国道事務所
東京国道事務所長
井上　圭介

東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2018/4/25 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 306,763,200 274,752,000 89.56%

Ｈ２９管内迂回通信網
ＩＰ伝送設備更新工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県宇都宮市

189日間 通信設備工事
鬼怒川ダム統合管理
事務所

鬼怒川ダム統合管理
事務所長　新井　正

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2018/4/25 富士通（株）
東京都港区東新橋１－
５－２

1020001071491 一般競争入札 有 32,551,200 32,400,000 99.54%

Ｈ３０国道１６号川越
（１）その他電線共同
溝工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県上尾市

246日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
大宮国道事務所長
大儀　健一

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2018/4/26 日瀝道路（株）
東京都千代田区九段北
４－３－２９

7010001025591 一般競争入札 有 260,442,000 235,440,000 90.40%

Ｈ３０鬼怒統管事務所
大型表示設備更新工事

栃木県宇都宮市 202日間 通信設備工事
鬼怒川ダム統合管理
事務所

鬼怒川ダム統合管理
事務所長　新井　正

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2018/4/27 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 33,264,000 30,780,000 92.53%


