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Ｈ３０香草工場外建築
改修その他工事

群馬県吾妻郡草津町 91日間 建築工事 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

2018/5/1 松本建設（株）
栃木県真岡市並木町２
－２１－１

8060001009457 一般競争入札 有 33,339,600 31,536,000 94.59%

Ｈ３０片品川流域砂防
整備工事

群馬県利根郡片品村 326日間 維持修繕工事
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 2018/5/7 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村大
字須賀川７－１

3070001023148 一般競争入札 有 74,185,200 72,360,000 97.54%

Ｈ２９鬼怒川鎌庭管内
周辺整備外工事

茨城県常総市 268日間 一般土木工事 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

2018/5/8 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 199,076,400 190,080,000 95.48%

１６号馬掘海岸（１）
電線共同溝工事

神奈川県横須賀市 296日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/5/8
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 219,121,200 197,100,000 89.95%

Ｈ２９鬼怒川伊讃管内
周辺整備外工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県筑西市

267日間 一般土木工事 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

2018/5/9 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

5060001020805 一般競争入札 有 194,572,800 176,580,000 90.75%

Ｈ２９大猷院沢砂防堰
堤工事

栃木県日光市 267日間 一般土木工事 日光砂防事務所
日光砂防事務所長
佐藤　保之

栃木県日光市萩垣面
2390

2018/5/9 （株）吉新組 栃木県日光市松原町８ 3060001008653 一般競争入札 有 122,623,200 120,420,000 98.20%

国道１９号信州新町水
内災害復旧工事

長野県長野市 210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

2018/5/9 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 290,725,200 261,792,000 90.05%

Ｈ３０年那珂川三反田
地先外低水護岸災害復
旧工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県東茨城郡大洗町

294日間 一般土木工事 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

2018/5/10 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 141,156,000 128,520,000 91.05%

Ｈ３０国道５１号若松
町地区改良舗装工事

千葉県千葉市若葉区 231日間 一般土木工事 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

2018/5/11 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 170,348,400 154,440,000 90.66%

Ｈ２９利根川上流管内
水位計設置工事

茨城県坂東市 ～ 群馬
県伊勢崎市

112日間 通信設備工事
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

2018/5/11 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 56,581,200 51,840,000 91.62%

国道１６号・国道２０
号バイパス他改良工事

東京都八王子市 ～ 東
京都日野市

262日間 一般土木工事 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

2018/5/14 木本建興（株）
神奈川県相模原市中央
区中央３－３－１５

9021001011802 一般競争入札 有 243,594,000 226,800,000 93.11%

Ｈ３０東・中村地区付
替道路工事

群馬県吾妻郡長野原町 565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

2018/5/14 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

9070001002988 一般競争入札 有 178,826,400 167,400,000 93.61%

Ｈ３０・３１横浜国道
管内西地区緑地管理工
事

神奈川県厚木市 ～ 神
奈川県小田原市

673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

2018/5/15 岩崎造園（株）
神奈川県横浜市都筑区
牛久保東１－１２－１
０

5020001008283 一般競争入札 有 155,120,400 135,918,000 87.62%

Ｈ３０鹿嶋国道管内緑
地管理工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県鉾田市

288日間 造園工事 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

2018/5/16 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

1050001004696 一般競争入札 有 28,490,400 25,920,000 90.98%

横浜第２合同庁舎（１
８）建築改修その他工
事

神奈川県横浜市中区 215日間 建築工事 横浜営繕事務所
横浜営繕事務所長
柴田　翼

神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2018/5/16 （株）アイガー産業
東京都大田区田園調布
２－２８－３

8010801017317 一般競争入札 有 80,654,400 74,898,000 92.86%

Ｈ３０中部横断富沢南
部改良保全工事

山梨県南巨摩郡南部町 317日間 一般土木工事 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

2018/5/16 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 294,505,200 270,216,000 91.75%

Ｈ３０中部横断南部和
田地区改良保全工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

317日間 一般土木工事 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

2018/5/16 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 194,659,200 177,120,000 90.99%

Ｈ３０日光砂防施設整
備（今市地区他）工事

栃木県日光市 135日間 維持修繕工事 日光砂防事務所
日光砂防事務所長
佐藤　保之

栃木県日光市萩垣面
2390

2018/5/16 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 74,930,400 66,960,000 89.36%

Ｈ３０日立国道管内緑
地管理工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

287日間 造園工事 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

2018/5/17 （株）松風園
茨城県ひたちなか市長
砂６２５－２

4050001006822 一般競争入札 有 17,895,600 16,416,000 91.73%

Ｈ３０土浦国道管内緑
地管理工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県取手市

287日間 造園工事 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

2018/5/17 つくば都市緑化（株）
茨城県つくば市下別府
４８９－８１

6050001015862 一般競争入札 有 29,106,000 28,544,400 98.07%

Ｈ３０岩瀬国道管内緑
地管理工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県笠間市

287日間 造園工事 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

2018/5/17 （株）鴨志田造園建設
茨城県水戸市青柳町３
８１４－２

4050001000742 一般競争入札 有 24,840,000 22,734,000 91.52%

Ｈ３０中部横断南部Ｉ
Ｃ改良工事

山梨県南巨摩郡南部町 316日間 一般土木工事 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

2018/5/17 昭和建設（株）
山梨県甲州市塩山熊野
８０－１

9090001009115 一般競争入札 有 249,760,800 234,360,000 93.83%

Ｈ３０中部横断和田身
延地区改良保全工事

山梨県南巨摩郡身延町 316日間 一般土木工事 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

2018/5/17 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

2090001005913 一般競争入札 有 182,973,600 166,320,000 90.90%

Ｈ３０水戸国道管内緑
地管理工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

286日間 造園工事 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

2018/5/18 土浦造園（株）
茨城県土浦市佐野子１
０６１－１

6050001009468 一般競争入札 有 33,501,600 30,240,000 90.26%

Ｈ３０管内標識整備工
事

東京都八王子市 ～ 東
京都日野市

274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

2018/5/22 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 110,106,000 102,600,000 93.18%

国道２４６号渋谷駅西
口歩道橋架替工事

東京都渋谷区 1044日間 鋼橋上部工事 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

2018/5/22
国道２４６号渋谷駅西
口歩道橋架替工事　東
急・ＪＦＥ特定建設工

東京都渋谷区渋谷一丁
目１６番１４号

－ 一般競争入札 有 3,223,605,600 3,207,600,000 99.50%

Ｈ３０年久慈川石神外
宿地先低水護岸災害復
旧工事

茨城県那珂郡東海村 281日間 一般土木工事 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

2018/5/23 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１
－７－１

3050001022886 一般競争入札 有 204,994,800 187,542,000 91.49%

Ｈ３０高崎管内道路照
明灯改修他工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県高崎市

281日間 電気設備工事 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 2018/5/23 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 76,626,000 69,984,000 91.33%

Ｈ３０栗橋北地盤改良
外盛土工事

埼玉県久喜市 309日間 一般土木工事
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

2018/5/23 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 226,173,600 203,904,000 90.15%
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Ｈ３０年那珂川小泉地
先低水護岸災害復旧工
事

茨城県水戸市 280日間 一般土木工事 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

2018/5/24 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 282,366,000 267,840,000 94.86%

Ｈ３０小松川地区改良
工事

東京都江戸川区 186日間 一般土木工事 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 2018/5/28 大勝建設（株）
大阪府大阪市生野区中
川西１－８－４

3120001018002 一般競争入札 有 124,480,800 122,904,000 98.73%

Ｈ３０釜無川第６崩壊
地対策工事

長野県諏訪郡富士見町 156日間 法面処理工事 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

2018/5/28 スワテック建設（株）
長野県諏訪市城南２－
２３５３

1100001018443 一般競争入札 有 69,282,000 67,500,000 97.43%

Ｈ２９利根川下流管内
危機管理型水位計設置
工事

千葉県香取市 214日間 通信設備工事
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

2018/5/28 明星電気（株）
群馬県伊勢崎市長沼町
２２２３

2010001007784 一般競争入札 有 18,273,600 17,679,600 96.75%

Ｈ３０華厳上流第一床
固工事

栃木県日光市 234日間 一般土木工事 日光砂防事務所
日光砂防事務所長
佐藤　保之

栃木県日光市萩垣面
2390

2018/5/28 榎本建設（株）
栃木県日光市松原町２
０－７

1060001008572 一般競争入札 有 190,944,000 183,600,000 96.15%

Ｈ３０川崎国道受変
電・予備発電設備更新
工事

神奈川県川崎市高津区 213日間
受変電設備工
事

川崎国道事務所
川崎国道事務所長
山下　眞治

神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2018/5/29 （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 116,337,600 108,000,000 92.83%

柳原改良舗装２他工事 長野県長野市 247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

2018/5/29 （株）北條組
長野県長野市大字村山
３４８－１

9100001003124 一般競争入札 有 197,510,400 177,876,000 90.06%

長野税務署（１８）建
築改修その他工事

長野県長野市 184日間 建築工事 長野営繕事務所
長野営繕事務所長
大谷　信広

長野県長野市旭町1108
長野第2合同庁舎4階

2018/5/30 （株）鹿北
長野県長野市桜新町６
６９－１

1100001000673 一般競争入札 有 85,633,200 77,576,400 90.59%

大町労基署（１８）構
内整備工事

長野県大町市 198日間 建築工事 長野営繕事務所
長野営繕事務所長
大谷　信広

長野県長野市旭町1108
長野第2合同庁舎4階

2018/5/30 （株）アスピア
長野県松本市宮渕１－
３－３０

1100001014038 一般競争入札 有 60,663,600 58,320,000 96.14%

Ｈ２９霞ヶ浦危機管理
型水位計設置工事

茨城県土浦市 212日間 通信設備工事 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 2018/5/30 愛知時計電機（株）
愛知県名古屋市熱田区
千年１－２－７０

3180001021396 一般競争入札 有 31,816,800 29,160,000 91.65%

渋川西バイパス入沢他
改良その２工事

群馬県渋川市 277日間 一般土木工事 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 2018/5/31 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 202,456,800 184,680,000 91.22%

Ｈ３０国道１６号下
三ヶ尾電線共同溝（そ
の３）工事

千葉県野田市 273日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/5/31 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 273,326,400 247,320,000 90.49%

Ｈ２９荒川上流河川事
務所水位計設置工事

埼玉県志木市 92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

2018/5/31 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 19,278,000 18,900,000 98.04%

国立女性教育会館（１
８）機械設備改修その
他工事

埼玉県比企郡嵐山町 288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

2018/5/31 第一設備工業（株）
東京都港区芝浦４－１
５－３３芝浦清水ビル

8010001048732 一般競争入札 有 248,724,000 248,292,000 99.83%

Ｈ３０－３１八斗島管
内左岸維持工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

670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

2018/5/31 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

3070001018684 一般競争入札 有 110,073,600 108,000,000 98.12%


