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Ｈ３０鬼怒川右岸鴻巣
外築堤工事

茨城県常総市 225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

2018/11/1 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

9030001065667 一般競争入札 有 264,384,000 238,464,000 90.20%

Ｈ３０鬼怒川右岸内守
谷町上流築堤工事

茨城県常総市 207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

2018/11/1 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

2060002040251 一般競争入札 有 228,312,000 206,678,520 90.52%

Ｈ２９荒川左岸臨海緊
急用船着場浚渫工事

東京都江戸川区 136日間
河川しゅんせ
つ工事

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 2018/11/2 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 246,380,400 224,640,000 91.18%

Ｈ３０国道１６号長沼
跨道橋補修工事

千葉県千葉市稲毛区 238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

2018/11/2 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 93,009,600 85,320,000 91.73%

Ｈ３０日光砂防浄化槽
改修工事

栃木県日光市 102日間
暖冷房衛生設
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

2018/11/5 佐藤工業（株）
栃木県那須烏山市金井
２－１５－１９

4060001008066 一般競争入札 有 17,722,800 17,064,000 96.28%

Ｈ３０明治記念大磯邸
園事業地管理工事

神奈川県中郡大磯町 146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 2018/11/5 湘南造園（株）
神奈川県平塚市万田５
９６－１

4021001036655 一般競争入札 有 28,155,600 27,000,000 95.90%

Ｈ３０管内街渠桝取付
管補修工事

東京都特別区 235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

2018/11/5 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 138,024,000 135,000,000 97.81%

Ｈ３０亀有管内橋梁補
修工事

東京都特別区 235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

2018/11/5 化工建設（株）
千葉県千葉市中央区弁
天１－２９－１１

6040001015830 一般競争入札 有 264,816,000 248,400,000 93.80%

Ｈ３０鬼怒川左岸船玉
伊佐山地区整備工事

茨城県筑西市 876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

2018/11/6 （株）大林組
東京都港区港南２－１
５－２

7010401088742 一般競争入札 有 3,630,603,600 3,371,760,000 92.87%

Ｈ２９富士川右岸切石
下護岸工事

山梨県南巨摩郡身延町 139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

2018/11/6 （株）ＫＯＮＤＯ
山梨県南巨摩郡身延町
梅平６４５

9090001015113 一般競争入札 有 127,375,200 123,984,000 97.34%

Ｈ２９川原畑地区造成
工事

群馬県吾妻郡長野原町 143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

2018/11/6 美才治・清水（共）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－９
７

－ 一般競争入札 有 102,254,400 95,040,000 92.94%

Ｈ３０乙母砂防堰堤魚
道改築工事

群馬県多野郡上野村 139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 2018/11/6 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

2070001012473 一般競争入札 有 78,148,800 77,760,000 99.50%

Ｈ２９多摩川管内土砂
改良外工事

東京都府中市 ～ 東京
都日野市

138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

2018/11/7 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

2012801001215 一般競争入札 有 144,741,600 131,760,000 91.03%

Ｈ３０・Ｈ３１国道３
５７号市川大橋（山
側）舗装補修その２工

千葉県市川市 266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

2018/11/7 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 192,996,000 174,960,000 90.65%

Ｈ３０大八木（１）電
線共同溝工事

群馬県高崎市 140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 2018/11/9 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 136,220,400 124,416,000 91.33%

Ｈ３０・Ｈ３１国道３
５７号市川大橋（海
側）耐震補強工事

千葉県市川市 386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

2018/11/9
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 210,351,600 199,800,000 94.98%

中部横断不動沢川橋上
部工事

山梨県南巨摩郡身延町 504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

2018/11/9
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 1,309,143,600 1,182,600,000 90.33%

Ｈ３０熊谷バイパス上
之地区ＰＣ上部工事

埼玉県熊谷市 228日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2018/11/12
オリエンタル白石
（株）

東京都江東区豊洲５－
６－５２

7010601040057 一般競争入札 有 96,001,200 91,800,000 95.62%

Ｈ３０ネットワーク設
備改修工事

埼玉県さいたま市中央
区

226日間 通信設備工事 関東地方整備局
関東地方整備局長
石原　康弘

埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2018/11/14 富士通（株）
東京都港区東新橋１－
５－２

1020001071491 一般競争入札 有 270,918,000 270,000,000 99.66%

中部横断城山トンネル
工事用道路撤去他工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

259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

2018/11/14 松本土建（株）
長野県松本市大字島立
６３５－１

4100001014101 一般競争入札 有 283,327,200 257,040,000 90.72%

圏央道山崎菅谷地区地
盤改良工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県猿島郡境町

221日間 一般土木工事 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

2018/11/19 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 289,159,200 261,468,000 90.42%

圏央道生子地区地盤改
良その１工事

茨城県坂東市 221日間 一般土木工事 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

2018/11/19 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 200,826,000 195,264,000 97.23%

圏央道生子地区地盤改
良その２工事

茨城県坂東市 221日間 一般土木工事 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

2018/11/19 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 185,706,000 172,152,000 92.70%

平成３０・３１年度国
道２９８号潮郷橋耐震
補強工事

埼玉県八潮市 497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

2018/11/20
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 202,867,200 192,240,000 94.76%

平成３０年度国道２９
８号北首都国道管内交
通安全対策工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県八潮市

120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

2018/11/20 大成ロテック（株）
東京都新宿区西新宿８
－１７－１

4010001034835 一般競争入札 有 56,916,000 54,000,000 94.88%

Ｈ３０長野大橋他橋梁
補修工事

長野県長野市 ～ 長野
県松本市

218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

2018/11/22 木下建工（株）
長野県佐久市臼田６２
３－１

5100001007186 一般競争入札 有 79,099,200 71,820,000 90.80%

Ｈ３０利根砂防管内Ｃ
ＣＴＶカメラ設置工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県吾妻郡嬬恋村

123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 2018/11/22 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

8070001022970 一般競争入札 有 64,324,800 57,672,000 89.66%

Ｈ３０馬返崩壊地対策
工事

栃木県日光市 346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

2018/11/26 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

3060001003365 一般競争入札 有 144,266,400 129,600,000 89.83%

Ｈ３０秋山川右岸大古
屋地先護岸工事

栃木県佐野市 123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

2018/11/26 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

3070001018684 一般競争入札 有 79,876,800 72,360,000 90.59%
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那珂川魚類迷入試験施
設付属設備工事

茨城県水戸市 124日間 機械設備工事
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

2018/11/27 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 133,131,600 131,220,000 98.56%

Ｈ３０長野国道管内道
路情報板更新ほか工事

長野県長野市 ～ 長野
県南佐久郡佐久穂町

122日間 通信設備工事 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

2018/11/27 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３
－９－１

5100001019751 一般競争入札 有 138,596,400 131,220,000 94.68%

Ｈ３０利根砂防管内光
ケ－ブル敷設工事

群馬県利根郡片品村 ～
群馬県吾妻郡嬬恋村

118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 2018/11/27 （株）ＴＯＳＹＳ
長野県長野市若穂綿内
字東山１１０８－５

8100001002894 一般競争入札 有 90,979,200 90,180,000 99.12%

Ｈ３０三村地先堤防補
修工事

茨城県石岡市 115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 2018/11/27 （株）菱木土建
茨城県潮来市釜谷４６
４－１

3050001021574 一般競争入札 有 34,689,600 34,344,000 99.00%

Ｈ３０鬼怒川ダム管理
施設構内整備工事

栃木県日光市 107日間 建築工事
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

2018/11/28 柴田工業（株）
栃木県宇都宮市駒生町
８０５－３

5060001002191 一般競争入札 有 52,088,400 51,516,000 98.90%

Ｈ３０林地区配水施設
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 121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

2018/11/28 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 125,506,800 116,640,000 92.94%

Ｈ３０横環南栄ＩＣ・
ＪＣＴ下部（その２）
工事

神奈川県横浜市栄区 488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

2018/11/28 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

4140001058111 一般競争入札 有 1,142,607,600 1,031,400,000 90.27%

Ｈ３０・Ｈ３１国道３
５７号市川共同溝補強
その１１工事

千葉県市川市 271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

2018/11/29 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

8040001002224 一般競争入札 有 235,148,400 214,920,000 91.40%

Ｈ３０横環南栄ＩＣ・
ＪＣＴ下部（その３）
工事

神奈川県横浜市栄区 487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

2018/11/29 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－
７－１

6010001034874 一般競争入札 有 765,298,800 706,287,600 92.29%

Ｈ３０熊谷バイパス上
之地区舗装（その２）
工事

埼玉県熊谷市 119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

2018/11/30 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

5110001004884 一般競争入札 有 129,027,600 115,560,000 89.56%


