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Ｈ３０江戸川水門外
ゲート設備修繕工事

東京都江戸川区 270日間 機械設備工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
中村　伸也

千葉県野田市宮崎134 2018/7/2
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

5010601000905 一般競争入札 有 81,291,600 75,168,000 92.47%

長野県警察学校外１件
（１８）建築改修その
他工事

長野県長野市 213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

2018/7/2 高木建設（株）
長野県長野市安茂里小
市１－３－３１

9100001001838 一般競争入札 有 64,962,000 63,072,000 97.09%

Ｈ２９濁沢第二砂防堰
堤（本堤）工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 213日間 一般土木工事
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 2018/7/2 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

8070001016056 一般競争入札 有 234,943,200 223,560,000 95.15%

Ｈ３０八ッ場ダム工事
事務所管内維持工事

群馬県吾妻郡長野原町 272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

2018/7/2 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 19,472,400 19,440,000 99.83%

中部横断楮根地区トン
ネル照明設備他工事

山梨県南巨摩郡南部町 360日間 電気設備工事 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

2018/7/3 栗原工業（株）
大阪府大阪市北区角田
町１－１

8120001059636 一般競争入札 有 261,273,600 237,060,000 90.73%

中部横断楮根第四トン
ネル他照明設備工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

360日間 電気設備工事 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

2018/7/3 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 243,864,000 223,344,000 91.59%

Ｈ３０那珂川戸多地区
環境整備工事

茨城県那珂市 260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

2018/7/3 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

5040001007093 一般競争入札 有 140,518,800 135,000,000 96.07%

自治大学校寄宿舎（１
８）建築改修工事

東京都立川市 239日間 建築工事 甲武営繕事務所
甲武営繕事務所長
丸田　智治

東京都立川市緑町3567 2018/7/4
（株）シミズ・ビルラ
イフケア

東京都中央区京橋２－
１０－２

2010001143282 一般競争入札 有 127,548,000 118,260,000 92.72%

Ｈ３０プローブ統合処
理設備工事

埼玉県さいたま市中央
区

173日間 通信設備工事 関東地方整備局
関東地方整備局長
泊　宏

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2018/7/5 沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１
０－１６

7010401006126 一般競争入札 有 193,017,600 189,000,000 97.92%

Ｈ３０荒川工事用道路
工事

山梨県南アルプス市 452日間 一般土木工事 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

2018/7/5 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 263,498,400 237,276,000 90.05%

Ｈ３０千葉・酒々井管
内交通安全施設設置工
事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県袖ヶ浦市

153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

2018/7/5
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 117,676,800 112,860,000 95.91%

Ｈ３０柏管内交通安全
施設設置工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
我孫子市

208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

2018/7/6 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 106,174,800 104,220,000 98.16%

旭町地区他改良舗装
（その２）工事

神奈川県川崎市川崎区 257日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/7/6
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 188,956,800 183,600,000 97.17%

Ｈ３０富士川右岸木島
護岸工事

静岡県富士市 252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

2018/7/6 遠藤建設（株）
静岡県富士市蓼原５４
－７

1080101008231 一般競争入札 有 129,524,400 125,280,000 96.72%

Ｈ３０昭和こどもの森
地区施設改修他工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

234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 2018/7/9 （株）野崎造園
東京都東久留米市柳窪
４－１４－２２

5012701003779 一般競争入札 有 67,996,800 64,800,000 95.30%

Ｈ３０北千葉道路標識
設置その１工事

千葉県成田市 206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

2018/7/9
（株）サンエイロテッ
ク

千葉県茂原市国府関１
５２０－１

9040001059206 一般競争入札 有 35,294,400 35,143,200 99.57%

Ｈ３０関東管内直流電
源装置設置工事

埼玉県さいたま市中央
区 ～ 神奈川県相模原
市緑区

233日間
受変電設備工
事

関東地方整備局
関東地方整備局長
泊　宏

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2018/7/10 （株）ケーネス
東京都港区芝公園２－
６－３

8010401009458 一般競争入札 有 76,345,200 68,904,000 90.25%

Ｈ３０旧佐原出張所外
１件構内整備工事

千葉県香取市 113日間 建築工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　大谷　悟

千葉県香取市佐原イ
4149

2018/7/10 （株）村上工務店
茨城県鹿嶋市小山１１
１４－１２

2050001020387 一般競争入札 有 51,915,600 48,168,000 92.78%

Ｈ３０年那珂川中大野
地区築堤外工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

233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

2018/7/10 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

8050001026817 一般競争入札 有 171,190,800 159,645,600 93.26%

Ｈ２９三輪野山地区低
水護岸工事

千葉県流山市 233日間 一般土木工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
中村　伸也

千葉県野田市宮崎134 2018/7/10 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 206,398,800 188,460,000 91.31%

Ｈ３０北千葉道路船
形・押畑地区改良工事

千葉県成田市 233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

2018/7/10 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 185,198,400 167,400,000 90.39%

Ｈ３０前橋管内緑地管
理工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県渋川市

162日間 造園工事 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 2018/7/11 （株）共栄緑化
群馬県太田市浜町７３
－１２

6070001019085 一般競争入札 有 27,140,400 27,075,600 99.76%

Ｈ３０桐生管内緑地管
理工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

162日間 造園工事 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 2018/7/11 （株）山梅
群馬県太田市上小林町
２２６

5070001020267 一般競争入札 有 27,334,800 26,136,000 95.61%

Ｈ３０厚木秦野道路秦
野西ＩＣ改良（その
１）工事

神奈川県秦野市 293日間 一般土木工事 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

2018/7/11 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 150,422,400 136,620,000 90.82%

Ｈ３０新宿御苑トンネ
ル換気制御設備更新工
事

東京都新宿区 260日間 機械設備工事 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

2018/7/12
（株）電業社機械製作
所

東京都大田区大森北１
－５－１

8010801007581 一般競争入札 有 248,508,000 226,476,000 91.13%

Ｈ３０栗橋北堤防強化
（上）工事

埼玉県久喜市 260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

2018/7/12 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 247,136,400 241,920,000 97.89%

Ｈ２９多摩川関戸一丁
目災害復旧工事

東京都多摩市 203日間 一般土木工事 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

2018/7/12 松本建設（株）
富山県砺波市千保２９
７

9230001008416 一般競争入札 有 199,692,000 180,900,000 90.59%

経済産業研修所（１
８）電気設備改修工事

東京都東村山市 231日間 電気設備工事 甲武営繕事務所
甲武営繕事務所長
丸田　智治

東京都立川市緑町3567 2018/7/12 （株）ミライト
東京都江東区豊洲５－
６－３６

2010601040251 一般競争入札 有 153,576,000 148,500,000 96.69%

２４６号平沢地区電線
共同溝路面復旧工事

神奈川県秦野市 231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

2018/7/12 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

8020001018503 一般競争入札 有 98,366,400 88,884,000 90.36%
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中部横断富沢身延山道
路情報表示設備工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

350日間 通信設備工事 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

2018/7/13 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 217,663,200 196,776,000 90.40%

Ｈ３０小山管内交通安
全対策工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県足利市

210日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/7/13 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 102,859,200 92,556,000 89.98%

Ｈ３０国分寺管内交通
安全対策工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県小山市

238日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/7/13 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 107,168,400 97,200,000 90.70%

中部横断富沢下部温泉
早川ラジオ再放送設備
他工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

346日間 通信設備工事 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

2018/7/17 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 218,505,600 196,614,000 89.98%

保木間（２）電線共同
溝その３工事

東京都足立区 248日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/7/17
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 175,294,800 173,880,000 99.19%

Ｈ３０茂原電線共同溝
（その２）工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県下野市

254日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/7/17 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 196,376,400 192,240,000 97.89%

Ｈ２９町道林長野原線
室沢橋下部工事

群馬県吾妻郡長野原町 255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

2018/7/17 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４
１３－１

5070001017478 一般競争入札 有 130,874,400 119,880,000 91.60%

Ｈ２９多摩川上石原三
丁目外災害復旧工事

東京都調布市 ～ 神奈
川県川崎市川崎区

198日間 一般土木工事 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

2018/7/17 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

1011001006587 一般競争入札 有 190,242,000 183,600,000 96.51%

Ｈ３０大日向川砂防堰
堤外工事

長野県小諸市 190日間 一般土木工事
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 2018/7/17 （株）新津組
長野県南佐久郡小海町
大字小海４３９９－１

6100001008134 一般競争入札 有 95,504,400 85,266,000 89.28%

Ｈ２９富士川左岸楠甫
岩間法尻補強他工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

225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

2018/7/18 湘南興業（有）
山梨県南巨摩郡身延町
波高島５７

7090002014909 一般競争入札 有 50,522,400 49,464,000 97.91%

中部横断塩之沢川仮橋
設置他工事

山梨県南巨摩郡身延町 439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

2018/7/18 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－
１５－５

3090001000772 一般競争入札 有 272,062,800 245,916,000 90.39%

Ｈ３０年常陸管内バイ
パス改良他工事

茨城県石岡市 197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

2018/7/18 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 一般競争入札 有 150,919,200 136,296,000 90.31%

Ｈ２９野田橋下流地区
堤防整備工事

埼玉県吉川市 ～ 埼玉
県北葛飾郡松伏町

225日間 一般土木工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
中村　伸也

千葉県野田市宮崎134 2018/7/18 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 180,554,400 162,432,000 89.96%

中部横断楮根第四トン
ネル他非常警報設備工
事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

344日間 通信設備工事 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

2018/7/19 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 243,086,400 219,844,800 90.44%

Ｈ３０花輪帯工外工事 群馬県みどり市 246日間 一般土木工事 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

2018/7/19 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

1070001023109 一般競争入札 有 89,737,200 84,780,000 94.48%

Ｈ３０厚木秦野道路秦
野西ＩＣ下部工事

神奈川県秦野市 316日間 一般土木工事 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

2018/7/19
（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 109,004,400 97,578,000 89.52%

Ｈ３０保川工事用道路
工事

山梨県南巨摩郡早川町 220日間 一般土木工事 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

2018/7/23 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町上野８３０

3090001012017 一般競争入札 有 87,436,800 76,680,000 87.70%

Ｈ３０白河内工事用道
路法面対策工事

山梨県南巨摩郡早川町 520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

2018/7/23 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３５

7010001008811 一般競争入札 有 231,282,000 214,920,000 92.93%

Ｈ２９五十里ダム周辺
部補修工事

栃木県日光市 130日間 維持修繕工事
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

2018/7/23 （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 30,078,000 27,216,000 90.48%

Ｈ３０西湘海岸工事用
道路整備工事

神奈川県中郡大磯町 210日間 一般土木工事 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

2018/7/23 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

1010601039204 一般競争入札 有 98,269,200 97,200,000 98.91%

中部横断塩沢トンネル
他照明設備工事

山梨県南巨摩郡南部町 339日間 電気設備工事 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

2018/7/24 （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 130,150,800 121,500,000 93.35%

Ｈ３０宇都宮国道管内
路面補修外工事

茨城県古河市 ～ 栃木
県下野市

219日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/7/24 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 192,186,000 173,124,000 90.08%

Ｈ２９秋山川上流左岸
伊保内地先築堤護岸工
事

栃木県佐野市 191日間 一般土木工事 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

2018/7/24 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

5060001020805 一般競争入札 有 157,474,800 141,480,000 89.84%

Ｈ３０東京国道管内道
路気象観測設備設置工
事

東京都葛飾区 ～ 東京
都大田区

218日間 通信設備工事 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

2018/7/25 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 63,223,200 62,100,000 98.22%

Ｈ３０年久慈川小島地
区基盤整備工事

茨城県常陸太田市 247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

2018/7/25 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

8050001026817 一般競争入札 有 124,815,600 112,860,000 90.42%

Ｈ３０五十里ダム水質
観測設備設置工事

栃木県日光市 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

2018/7/26 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

7010001022589 一般競争入札 有 35,586,000 34,560,000 97.12%

Ｈ３０常陸川水門ＣＣ
ＴＶ設備工事

茨城県神栖市 217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 2018/7/26 （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 42,811,200 40,802,400 95.31%

Ｈ３０東関道川尾地区
函渠工事

茨城県潮来市 1088日間 一般土木工事 常総国道事務所
常総国道事務所長
近藤　進

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

2018/7/26 （株）大本組
岡山県岡山市北区内山
下１－１－１３

7260001001493 一般競争入札 有 2,464,495,200 2,223,720,000 90.23%

Ｈ３０東関道延方地区
函渠その２工事

茨城県潮来市 582日間 一般土木工事 常総国道事務所
常総国道事務所長
近藤　進

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

2018/7/26 石井工業（株）
千葉県香取市北二丁目
６番３

7040001063457 一般競争入札 有 214,801,200 203,040,000 94.52%
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Ｈ３０東関道延方地区
函渠その１工事

茨城県潮来市 469日間 一般土木工事 常総国道事務所
常総国道事務所長
近藤　進

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

2018/7/26 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０
８－８

7050001038350 一般競争入札 有 146,674,800 134,460,000 91.67%

Ｈ２９林地区代替地他
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 246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

2018/7/26 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 263,174,400 262,440,000 99.72%

Ｈ３０稲戸井土砂掘削
工事

茨城県守谷市 ～ 茨城
県取手市

194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

2018/7/26 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 240,624,000 217,339,200 90.32%

Ｈ２９沙石寮構内整備
工事

千葉県野田市 189日間 建築工事 江戸川河川事務所
江戸川河川事務所長
中村　伸也

千葉県野田市宮崎134 2018/7/26 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

9040001071516 一般競争入札 有 49,647,600 45,360,000 91.36%

Ｈ３０二瀬ダム放流警
報設備更新工事

埼玉県秩父市 188日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所
二瀬ダム管理所長
髙橋　忠臣

埼玉県秩父市大滝3931-
1

2018/7/27 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 60,469,200 55,296,000 91.44%

Ｈ３０・３１水戸土浦
鹿嶋国道照明施設維持
工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県土浦市

613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

2018/7/27 宇田電機（株）
茨城県水戸市住吉町２
９８－２

1050001000480 一般競争入札 有 80,071,200 76,906,800 96.05%

Ｈ３０常陸川水門ゲー
ト設備修繕工事

茨城県神栖市 238日間 機械設備工事 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 2018/7/27
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

5010601000905 一般競争入札 有 74,714,400 68,796,000 92.08%

Ｈ２９越辺川立野排水
樋管ゲート設備修繕工
事

埼玉県東松山市 233日間 機械設備工事 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

2018/7/30 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

2090001006473 一般競争入札 有 24,624,000 24,570,000 99.78%

Ｈ２９川俣ダム斜面対
策工事

栃木県日光市 123日間 維持修繕工事
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

2018/7/30 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

7060001008963 一般競争入札 有 29,278,800 25,920,000 88.53%

Ｈ３０宇都宮国道光
ケーブル移設工事

栃木県宇都宮市 151日間 通信設備工事 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

2018/7/30 （株）エクシオテック
東京都大田区平和島４
－１－２３

5010801019828 一般競争入札 有 16,999,200 16,740,000 98.48%

Ｈ３０大峰沢橋塗装塗
替工事

群馬県利根郡みなかみ
町

129日間 塗装工事 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 2018/7/31 清水塗工（株）
神奈川県横浜市神奈川
区白幡仲町４０－３５

8020001023338 一般競争入札 有 107,244,000 96,120,000 89.63%

Ｈ３０荒川上流遠隔操
作制御設備修繕工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県さいたま市桜区

232日間 機械設備工事 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

2018/7/31 （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 109,134,000 108,000,000 98.96%

Ｈ３０新４号・５０号
外道路整備工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県古河市

237日間 一般土木工事 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

2018/7/31 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 194,518,800 189,000,000 97.16%

Ｈ２９上湯原地区流路
工工事

群馬県吾妻郡長野原町 184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

2018/7/31 （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 104,684,400 94,284,000 90.06%

Ｈ３０松本管内舗装修
繕工事

長野県松本市 180日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/7/31 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 97,005,600 88,020,000 90.74%


