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Ｈ３０霞ヶ浦導水工事
事務所防水改修その他
工事

茨城県土浦市 87日間 建築工事
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

2018/12/3 水戸屋建設（株）
茨城県笠間市長兎路７
４０

1050001036756 一般競争入札 有 10,519,200 6,339,600 60.27%

Ｈ３０新久米路トンネ
ル他補修工事

長野県長野市 207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

2018/12/3 （株）小池組
長野県長野市信州新町
里穂刈４－１

4100001003830 一般競争入札 有 68,472,000 65,880,000 96.21%

Ｈ３０西の洲甘田入地
区基盤整正工事

茨城県稲敷市 116日間 一般土木工事 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 2018/12/3 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 205,848,000 185,544,000 90.14%

Ｈ３０熊谷バイパス上
之地区舗装（その１）
工事

埼玉県熊谷市 115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

2018/12/4 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 129,146,400 115,560,000 89.48%

蔵前地区他舗装修繕工
事

東京都特別区 239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

2018/12/4 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 146,923,200 130,636,800 88.92%

Ｈ３０道路情報設備設
置工事

東京都八王子市 ～ 東
京都日野市

177日間 通信設備工事 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

2018/12/5 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 71,485,200 70,200,000 98.20%

Ｈ３０牛久土浦ＢＰ根
古屋川橋下部その２工
事

茨城県牛久市 268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

2018/12/5 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 203,806,800 185,220,000 90.88%

Ｈ３０横浜国道管内通
信配線工事

神奈川県横浜市 85日間 通信設備工事 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

2018/12/5 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

3011001031955 一般競争入札 有 19,083,600 17,280,000 90.55%

Ｈ３０牛久土浦ＢＰ根
古屋川橋下部その１工
事

茨城県牛久市 267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

2018/12/6 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

7040001017215 一般競争入札 有 177,206,400 166,320,000 93.86%

Ｈ３０霊亀橋下部工事 群馬県高崎市 522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 2018/12/6 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 191,538,000 176,040,000 91.91%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
鋼製橋脚設置（その
３）工事

神奈川県横浜市栄区 480日間 鋼橋上部工事 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

2018/12/6 川田工業（株）
富山県南砺市苗島４６
１０

5230001008469 一般競争入札 有 769,564,800 692,712,000 90.01%

中部横断入ノ沢地区改
良（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 421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

2018/12/6 西武建設（株）
埼玉県所沢市くすのき
台１－１１－２

3013301006249 一般競争入札 有 779,338,800 701,676,000 90.03%

中部横断大久保沢橋上
部工事

山梨県南巨摩郡身延町 379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

2018/12/6
（株）ＩＨＩインフラ
システム

大阪府堺市堺区大浜西
町３

5120101023932 一般競争入札 有 641,692,800 640,440,000 99.80%

神奈川障害者職業能力
開発校（１８）機械設
備改修その他工事

神奈川県相模原市南区 405日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2018/12/6 （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 222,588,000 219,240,000 98.50%

Ｈ３０国道１６号・国
道２０号バイパス改良
他工事

東京都八王子市 ～ 東
京都西多摩郡瑞穂町

236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

2018/12/7 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 237,146,400 229,500,000 96.78%

Ｈ３０荒川左岸葛西橋
上流中堤築堤護岸工事

東京都江戸川区 189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 2018/12/7 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

9020001021167 一般競争入札 有 219,672,000 198,180,000 90.22%

中部横断柳島改良工事 山梨県南巨摩郡南部町 385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

2018/12/7 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

4140001058111 一般競争入札 有 646,790,400 585,900,000 90.59%

Ｈ３０下村君堤防強化
工事

埼玉県羽生市 233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

2018/12/10
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

7030001032553 一般競争入札 有 157,669,200 141,696,000 89.87%

Ｈ３０酒々井管内舗装
工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県印旛郡酒々井町

263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

2018/12/10 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 107,557,200 96,660,000 89.87%

Ｈ３０北川辺水防拠点
整備工事

埼玉県加須市 199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

2018/12/11 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 278,812,800 253,260,000 90.84%

Ｈ３０年度国道６号千
代田石岡ＢＰ幸町田島
下線跨道橋上部工事

茨城県石岡市 300日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2018/12/11
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 93,744,000 90,720,000 96.77%

Ｈ３０専用通信網監視
制御装置他設置工事

東京都八王子市 ～ 東
京都日野市

170日間 通信設備工事 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

2018/12/12 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 33,490,800 32,724,000 97.71%

Ｈ３０南青山３丁目他
舗装修繕工事

東京都港区 198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

2018/12/12 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 260,193,600 234,468,000 90.11%

Ｈ３０利根機場外排水
設備修繕工事

茨城県稲敷市 106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

2018/12/13
（株）日立テクノロ
ジーアンドサービス

茨城県土浦市神立町６
０３

4050001010980 一般競争入札 有 47,757,600 47,520,000 99.50%

Ｈ３０鬼怒川左岸大木
築堤工事

茨城県守谷市 189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

2018/12/13 （株）内田組
茨城県古河市旭町２－
２０－４

4050001018297 一般競争入札 有 95,504,400 86,400,000 90.47%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
Ｉランプ橋上部工事

神奈川県横浜市栄区 473日間 鋼橋上部工事 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

2018/12/13 瀧上工業（株）
愛知県半田市神明町１
－１

1180001089667 一般競争入札 有 894,780,000 809,892,000 90.51%

Ｈ３０江戸川管内土砂
改良工事

埼玉県吉川市 ～ 千葉
県流山市

105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 2018/12/14 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 253,454,400 228,204,000 90.04%

Ｈ３０坂川分派除塵設
備修繕工事

千葉県松戸市 226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 2018/12/17 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内
１丁目６番６号

7010001008844 一般競争入札 有 76,442,400 75,600,000 98.90%

２４６号東原電線共同
溝（その２）工事

神奈川県座間市 193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
大江　真弘

神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2018/12/17 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 214,779,600 193,212,000 89.96%
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Ｈ３０旗井堤防強化
（上・下）工事

埼玉県加須市 433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

2018/12/18 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 243,000,000 220,266,000 90.64%

Ｈ３０・３１国道５１
号神宮橋架替鹿嶋側橋
梁下部他工事

茨城県鹿嶋市 438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

2018/12/18 （株）淺沼組
大阪府大阪市浪速区湊
町１－２－３マルイト
難波ビル

8120001022651 一般競争入札 有 670,593,600 643,680,000 95.99%

Ｈ３０年度国道６号千
代田石岡ＢＰ石岡地区
改良工事

茨城県石岡市 255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

2018/12/18 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 177,724,800 160,704,000 90.42%

Ｈ３０中島地区基盤整
備工事

埼玉県幸手市 192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 2018/12/18 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 269,330,400 248,400,000 92.23%

Ｈ３０国道１６号花見
川地区他舗装工事

千葉県千葉市花見川区
～ 千葉県千葉市稲毛区

253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

2018/12/20 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－
３－７

7010401020201 一般競争入札 有 254,361,600 235,440,000 92.56%

Ｈ３０横浜湘南道路栄
ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の１）工事

神奈川県横浜市栄区 466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

2018/12/20 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 1,272,272,400 1,145,988,000 90.07%

Ｈ３０圏央道つくば地
区改良工事

茨城県つくば市 189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

2018/12/21 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 105,948,000 95,904,000 90.52%

Ｈ３０・３１国道６号
佐和電線共同溝工事

茨城県ひたちなか市 372日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/12/21 （株）ガイアート
東京都新宿区新小川町
８－２７

8011101004344 一般競争入札 有 151,210,800 137,160,000 90.71%

Ｈ３０道路情報板サー
バ改修工事

神奈川県横浜市 94日間 通信設備工事 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

2018/12/25 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

3011001031955 一般競争入札 有 18,673,200 17,712,000 94.85%

Ｈ３０・３１国道６号
市毛電線共同溝工事

茨城県ひたちなか市 431日間
アスファルト
舗装工事

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

2018/12/25 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

1010001001805 一般競争入札 有 187,552,800 177,120,000 94.44%

Ｈ３０小松川地区擁壁
その２工事

東京都江戸川区 93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 2018/12/26 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 65,782,800 59,940,000 91.12%

Ｈ３０熊谷国道出張所
管内歩道橋補修工事

埼玉県熊谷市 217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

2018/12/26
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 196,689,600 193,320,000 98.29%

横浜湘南道路小雀地区
高架橋上部工事

神奈川県横浜市戸塚区 822日間 鋼橋上部工事 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

2018/12/26 瀧上工業（株）
愛知県半田市神明町１
－１

1180001089667 一般競争入札 有 818,208,000 753,300,000 92.07%

Ｈ３０・３１烏・神流
川維持工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

338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 2018/12/27 塚越土建（株）
群馬県藤岡市中栗須１
１６－２

8070001012501 一般競争入札 有 125,161,200 122,040,000 97.51%

Ｈ３０・３１那珂川圷
大野排水樋管新設工事

茨城県水戸市 449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

2018/12/27 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路
１－１０

6300001000905 一般競争入札 有 441,925,200 438,480,000 99.22%

Ｈ３０国道３５７号江
戸川左岸高架橋（海
側）床版架替他工事

千葉県市川市 246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

2018/12/27
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 228,711,600 205,200,000 89.72%

Ｈ３０下館ＣＣＴＶ設
備設置工事

栃木県宇都宮市 ～ 茨
城県常総市

216日間 通信設備工事 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

2018/12/27 エフコム（株）
東京都港区浜松町１－
２７－１６

6010401005112 一般競争入札 有 55,501,200 52,704,000 94.96%

西湘バイパス災害対策
（その４）工事

神奈川県中郡大磯町 ～
神奈川県中郡二宮町

92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

2018/12/27
（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 287,960,400 259,200,000 90.01%

西湘バイパス災害対策
（その５）工事

神奈川県中郡二宮町 92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

2018/12/27 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 287,960,400 271,080,000 94.14%

Ｈ３０鬼怒川伊讃管内
周辺整備工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県筑西市

277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

2018/12/27 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

1060001004729 一般競争入札 有 169,020,000 152,820,000 90.42%


