
公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表

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
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指名競争入札の別
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の実施
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Ｈ２９横須賀地区環境
護岸整備工事

千葉県松戸市 179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 2018/10/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 198,180,000 189,000,000 95.37%

Ｈ２９惣新田地区堤防
整備工事

埼玉県幸手市 179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 2018/10/1
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区九段北
４－２－２８

4010001008731 一般競争入札 有 287,193,600 258,660,000 90.06%

Ｈ３０鬼怒川左岸小絹
下流築堤護岸工事

茨城県つくばみらい市 322日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2018/10/2 三井住友建設（株）
東京都中央区佃２－１
－６

2010001131477 一般競争入札 有 769,726,800 695,390,400 90.34%

Ｈ３０品木ダム管内放
流警報設備更新工事

群馬県吾妻郡中之条町 173日間 通信設備工事 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

2018/10/3 エフコム（株）
東京都港区浜松町１－
２７－１６

6010401005112 一般競争入札 有 12,830,400 11,880,000 92.59%

Ｈ２９富士川右岸西島
護岸災害復旧工事

山梨県南巨摩郡身延町 170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　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/3 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 103,226,400 95,040,000 92.07%

Ｈ３０鬼怒川右岸皆葉
築堤工事

茨城県下妻市 222日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2018/10/3 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市
絹の台２－２－３

7050001028252 一般競争入札 有 94,316,400 84,780,000 89.89%

Ｈ３０日光砂防ネット
ワーク設備更新工事

栃木県日光市 176日間 通信設備工事 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

2018/10/4 富士通（株）
東京都港区東新橋１－
５－２

1020001071491 一般競争入札 有 24,440,400 24,300,000 99.43%

Ｈ３０日光砂防施設整
備（日光地区他）工事

栃木県日光市 169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

2018/10/4 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 68,796,000 66,744,000 97.02%

Ｈ３０大古屋橋取付工
事

栃木県佐野市 176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

2018/10/4 （株）徳川組
群馬県邑楽郡邑楽町大
字赤堀１１１１

8070001019819 一般競争入札 有 158,122,800 143,208,000 90.57%

Ｈ２９槙野地地区上段
盛土工事

埼玉県幸手市 147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 2018/10/4 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 291,373,200 262,440,000 90.07%

Ｈ３０国道３５７号湾
岸千葉地区標識整備そ
の２工事

千葉県千葉市 147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

2018/10/4 （株）ダイリン
千葉県千葉市稲毛区山
王町１３４－８

8040001004195 一般競争入札 有 46,202,400 45,360,000 98.18%

Ｈ３０田伏地先護岸補
修工事

茨城県かすみがうら市 169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 2018/10/4 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

5040001007093 一般競争入札 有 45,046,800 42,984,000 95.42%

Ｈ３０荒川河口橋（西
行）他補修工事

東京都江戸川区 ～ 東
京都港区

267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

2018/10/4 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

1010001001805 一般競争入札 有 274,546,800 251,640,000 91.66%

Ｈ３０－３１谷田川橋
（右岸）耐震工事

栃木県栃木市 259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

2018/10/4 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区天沼町１－４７６－
２

5030001000537 一般競争入札 有 159,796,800 151,200,000 94.62%

Ｈ３０鬼怒川右岸篠山
下流築堤工事

茨城県常総市 175日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2018/10/5 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

6290801012011 一般競争入札 有 623,214,000 562,680,000 90.29%

Ｈ３０二瀬ダム利水放
流設備主ゲート修繕工
事

埼玉県秩父市 175日間 機械設備工事 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

2018/10/5
（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 73,958,400 70,740,000 95.65%

Ｈ３０横環南栄ＩＣ・
ＪＣＴ下部（その４）
工事

神奈川県横浜市栄区 542日間 一般土木工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
大江　真弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/10/5 （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 620,784,000 560,520,000 90.29%

Ｈ３０宇都宮国道気象
観測設備工事

栃木県那須郡那須町 ～
栃木県矢板市

168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

2018/10/5 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 57,229,200 56,160,000 98.13%

Ｈ３０鬼怒川左岸水海
道高野築堤工事

茨城県常総市 252日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2018/10/5 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 234,522,000 212,220,000 90.49%

Ｈ３０鬼怒川右岸花島
町下流築堤工事

茨城県常総市 171日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2018/10/9 （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 656,596,800 602,640,000 91.78%

Ｈ３０鬼怒川右岸杉山
築堤工事

茨城県常総市 171日間 一般土木工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2018/10/9 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

2120001028670 一般競争入札 有 634,672,800 573,480,000 90.36%

国道１６号ＢＰ新浅川
橋耐震補強（その２）
工事

東京都八王子市 295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

2018/10/9 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町
１０－３－３

6180301018560 一般競争入札 有 168,793,200 151,740,000 89.90%

長栄橋上部工製作工事 群馬県吾妻郡長野原町 171日間 鋼橋上部工事
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

2018/10/9 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 150,336,000 136,576,800 90.85%

Ｈ３０日光砂防（藤
原）予備発電設備更新
工事

栃木県日光市 171日間
受変電設備工
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

2018/10/9 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

4010401005898 一般競争入札 有 19,072,800 18,900,000 99.09%

Ｈ３０関東技術ネット
ワーク改修工事

千葉県松戸市 171日間 通信設備工事 関東技術事務所
関東技術事務所長
宮武　一郎

千葉県松戸市五香西6-
12-1

2018/10/9 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 27,270,000 25,704,000 94.26%

Ｈ３０武蔵情報通信設
備改修工事

埼玉県比企郡滑川町 142日間 通信設備工事
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 2018/10/9 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 23,122,800 23,004,000 99.49%

Ｈ２９下内川地区外堤
防整備工事

埼玉県吉川市 171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 2018/10/9 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 241,012,800 220,860,000 91.64%

Ｈ２９木津内地区堤防
整備工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町
～ 埼玉県幸手市

142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 2018/10/9 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 269,514,000 243,324,000 90.28%

Ｈ３０横環南栄ＩＣ・
ＪＣＴ下部（その８）
工事

神奈川県横浜市栄区 507日間 一般土木工事 横浜国道事務所
横浜国道事務所長
大江　真弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/10/9 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

2120001028670 一般競争入札 有 488,786,400 445,500,000 91.14%
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Ｈ３０東関道前川橋下
部工事

茨城県潮来市 464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

2018/10/10 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

7010601004722 一般競争入札 有 295,898,400 269,568,000 91.10%

Ｈ２９多摩川下布田町
河道整正工事

東京都調布市 170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

2018/10/10 宮内建設（株）
神奈川県横浜市緑区鴨
居４－６３－５

8020001002481 一般競争入札 有 190,846,800 171,504,000 89.86%

Ｈ３０豊田排水樋管外
水門設備更新工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県下妻市

261日間 機械設備工事 下館河川事務所
下館河川事務所長
青山 貞雄

茨城県筑西市二木成
1753

2018/10/10 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

8190001010113 一般競争入札 有 90,266,400 89,640,000 99.31%

中部横断楮根第４トン
ネル舗装工事

山梨県南巨摩郡南部町 233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
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/10 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

1010001001805 一般競争入札 有 651,218,400 597,240,000 91.71%

Ｈ３０御鉾橋撤去工事 群馬県多野郡神流町 169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 2018/10/11 塚本建設（株）
群馬県藤岡市小林４０
２

7070001012502 一般競争入札 有 94,608,000 93,420,000 98.74%

Ｈ３０管内交通安全施
設整備工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

260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

2018/10/11 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 154,904,400 140,184,000 90.50%

Ｈ３０北千葉道路トン
ネル非常警報設備工事

千葉県成田市 140日間 通信設備工事 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

2018/10/11 岩崎電気（株）
東京都中央区日本橋馬
喰町１－４－１６

1010001134761 一般競争入札 有 30,434,400 29,527,200 97.02%

Ｈ３０千葉国道管内Ｃ
ＣＴＶ設備設置工事

千葉県千葉市 140日間 通信設備工事 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

2018/10/11
日本テクニカル・サー
ビス（株）

東京都世田谷区池尻３
－１０－３

9010901009056 一般競争入札 有 42,627,600 37,692,000 88.42%

Ｈ３０東関道次木地区
地盤改良その１工事

茨城県行方市 228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

2018/10/11 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 239,706,000 216,172,800 90.18%

Ｈ３０東関道次木地区
地盤改良その２工事

茨城県行方市 221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

2018/10/11 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 245,548,800 222,048,000 90.43%

Ｈ２９多摩川京王線上
流河道整正工事

東京都多摩市 169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

2018/10/11 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

2012801001215 一般競争入札 有 187,012,800 169,020,000 90.38%

Ｈ３０年国道５１号神
宮橋架替右岸仮桟橋設
置他工事

茨城県潮来市 168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

2018/10/12 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 105,300,000 105,300,000 100.00%

水戸法務総合庁舎（１
８）エレベーター設備
工事

茨城県水戸市 689日間 機械設備工事 宇都宮営繕事務所
宇都宮営繕事務所長
平賀　和紀

栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2018/10/12
（株）日立ビルシステ
ム

東京都千代田区神田淡
路町２－１０１

2010001027031 一般競争入札 有 88,261,200 86,392,800 97.88%

中部横断塩之沢川橋上
部工事

山梨県南巨摩郡身延町 536日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/12
ＪＦＥエンジニアリン
グ（株）

神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

8010001008843 一般競争入札 有 1,224,504,000 1,109,376,000 90.60%

Ｈ３０・３１・３２荒
川河口橋（山側）補修
工事

東京都江東区 791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

2018/10/12 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

1010001001805 一般競争入札 有 623,581,200 567,000,000 90.93%

Ｈ３０荒川右岸八広六
丁目高潮堤防整備工事

東京都墨田区 236日間 一般土木工事 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 2018/10/15 伊藤組土建（株）
北海道札幌市中央区北
４条西４－１

8430001001830 一般競争入札 有 211,485,600 195,480,000 92.43%

Ｈ３０荒川右岸東墨田
二丁目高潮堤防整備工
事

東京都墨田区 229日間 一般土木工事 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 2018/10/15 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

7010601004722 一般競争入札 有 280,400,400 257,904,000 91.98%

Ｈ３０川治ダム土砂掘
削他工事

栃木県日光市 136日間 一般土木工事
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

2018/10/15 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

4060001008363 一般競争入札 有 114,955,200 104,544,000 90.94%

Ｈ２９多摩川下布田町
災害復旧工事

東京都調布市 163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

2018/10/15 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 275,356,800 252,396,000 91.66%

Ｈ３０国営ひたち海浜
公園園路改修他工事

茨城県ひたちなか市 164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

2018/10/16 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５
－８－６

2050001023662 一般競争入札 有 45,316,800 41,040,000 90.56%

中部横断角打橋上部工
事

山梨県南巨摩郡身延町 451日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/16 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 636,022,800 585,252,000 92.02%

Ｈ３０宿郷宿舎４号棟
建築改修その他工事

栃木県宇都宮市 160日間 建築工事 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

2018/10/16 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 72,835,200 65,880,000 90.45%

Ｈ３０渡良瀬遊水池第
三排水門予備発電設備
改修工事

栃木県栃木市 157日間
受変電設備工
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

2018/10/16
（株）イートラスト埼
玉

埼玉県行田市宮本１５
－８

2030001086736 一般競争入札 有 40,662,000 40,392,000 99.34%

Ｈ３０荒川上流画像提
供設備設置工事

埼玉県川越市 134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

2018/10/17 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 24,807,600 24,300,000 97.95%

Ｈ３０船橋管内標識設
置工事

千葉県船橋市 ～ 千葉
県千葉市

134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

2018/10/17 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 109,933,200 102,600,000 93.33%

Ｈ３０碓氷管内舗装修
繕工事

群馬県高崎市 134日間
アスファルト
舗装工事

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 2018/10/17 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 81,842,400 72,792,000 88.94%

Ｈ３０境野町地先堤防
法面補修他工事

群馬県桐生市 ～ 栃木
県足利市

155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

2018/10/18 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

3070001018684 一般競争入札 有 59,508,000 53,460,000 89.84%

Ｈ３０林地区防災施設
工事

群馬県吾妻郡長野原町 252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

2018/10/19 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 184,312,800 167,400,000 90.82%

Ｈ２９横利根護岸補修
工事

千葉県香取市 132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 2018/10/19 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

4050001021490 一般競争入札 有 58,417,200 58,320,000 99.83%
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Ｈ３０荒川河口橋左岸
海側歩道橋下部工事

東京都江戸川区 157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 2018/10/23 （株）テクト
千葉県銚子市新生町１
－４０－１８

2040001062331 一般競争入札 有 142,149,600 136,620,000 96.11%

Ｈ３０千葉管内他標識
設置工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県四街道市

128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

2018/10/23 森川産業（株）
千葉県千葉市稲毛区作
草部町１０３７－６

5040001007523 一般競争入札 有 52,423,200 50,652,000 96.62%

Ｈ３０国営ひたち海浜
公園建築改修工事

茨城県ひたちなか市 143日間 建築工事
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

2018/10/23 （株）小林工務店
茨城県日立市末広町２
－８－２４

2050001023167 一般競争入札 有 23,878,800 21,438,000 89.78%

Ｈ３０大宮国道道路情
報連携処理設備改修工
事

埼玉県さいたま市北区 143日間 通信設備工事 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

2018/10/23 （株）バンダイ通信
福島県郡山市富田東２
－８２

7380001006233 一般競争入札 有 29,624,400 29,592,000 99.89%

Ｈ３０多摩川本町低水
護岸工事

神奈川県川崎市川崎区 356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

2018/10/23 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 653,281,200 590,760,000 90.43%

環境調査研修所研修棟
他（Ｈ３０）建築改修
その他工事

埼玉県所沢市 248日間 建築工事 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

2018/10/23 ノムラ建工（株）
埼玉県飯能市緑町１８
－１６

9030001089518 一般競争入札 有 216,324,000 205,200,000 94.86%

Ｈ２９高谷三丁目地区
高潮堤防工事

千葉県市川市 157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 2018/10/23 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 232,653,600 225,612,000 96.97%

Ｈ３０下久保集水井
（ＷＣ－１１）外工事

群馬県藤岡市 153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 2018/10/23 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

2070001012473 一般競争入札 有 92,782,800 83,916,000 90.44%

Ｈ３０大月・富士吉田
交通安全対策工事

山梨県上野原市 ～ 山
梨県富士吉田市

157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　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/23
協栄エンジニアリング
（株）

山梨県富士吉田市中曽
根３－１０－８

1090001009675 一般競争入札 有 65,685,600 61,992,000 94.38%

Ｈ３０笛吹川右岸川中
島下環境護岸工事

山梨県笛吹市 149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　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/24 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

8090001009058 一般競争入札 有 80,222,400 71,928,000 89.66%

Ｈ３０町道林長野原線
室沢橋上部工事

群馬県吾妻郡長野原町 372日間 鋼橋上部工事
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

2018/10/24
古河産機システムズ
（株）

東京都千代田区丸の内
２－２－３

1010001087927 一般競争入札 有 239,824,800 216,000,000 90.07%

Ｈ３０東今泉樋管機械
設備更新工事

千葉県香取郡東庄町 247日間 機械設備工事
利根川下流河川事務
所

利根川下流河川事務
所長　大谷　悟

千葉県香取市佐原イ
4149

2018/10/24 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 54,270,000 54,216,000 99.90%

Ｈ３０・３１国道５０
号川澄地区道路休憩施
設トイレ棟新営工事

茨城県筑西市 279日間 建築工事 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

2018/10/25 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ヶ丘
一丁目２４０２－１

5050001027818 一般競争入札 有 197,964,000 188,460,000 95.20%

Ｈ３０豊野－赤川除雪
作業

長野県長野市 ～ 長野
県上水内郡飯綱町

153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

2018/10/29 （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 74,552,400 70,524,000 94.60%

内閣府産業遺産情報セ
ンター整備他（１８）
建築改修その他工事

東京都新宿区 242日間 建築工事 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

2018/10/29 飛島建設（株）
東京都港区港南１－８
－１５

8010001008703 一般競争入札 有 457,488,000 442,800,000 96.79%

中部横断長戸川橋上部
工事

山梨県南巨摩郡身延町 487日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/29
ドーピー建設工業
（株）

北海道札幌市中央区北
１条西６－２

2430001029514 一般競争入札 有 902,534,400 819,828,000 90.84%

国道２０号八王子市高
尾町電線共同溝（その
３）工事

東京都八王子市 241日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/10/30 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 217,922,400 197,316,000 90.54%

Ｈ３０ワミ沢左岸上流
崩壊地対策工事

栃木県日光市 815日間 法面処理工事 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

2018/10/30 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

4060001008363 一般競争入札 有 267,753,600 252,720,000 94.39%

中部横断福士楮根地区
舗装工事

山梨県南巨摩郡南部町 213日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/30 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 531,414,000 481,464,000 90.60%

中部横断塩沢トンネル
舗装工事

山梨県南巨摩郡南部町 213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
甲府河川国道事務所
長　安谷　覚

山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2018/10/30 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 261,608,400 252,720,000 96.60%

Ｈ３０東関道小高地区
改良工事

茨城県行方市 394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

2018/10/31 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 176,083,200 162,648,000 92.37%


