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国総研（旭）研究本館
（Ｈ３０）機械設備改
修その他工事

茨城県つくば市 172日間
暖冷房衛生設
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

2019/1/7 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ
町上牧２３４４－１２

8070001023267 一般競争入札 有 44,398,800 43,956,000 99.00%

Ｈ３０・３１新４号幸
主跨道橋改良（その
１）工事

茨城県猿島郡五霞町 444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

2019/1/8 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 277,581,600 260,820,000 93.96%

Ｈ３０・３１新４号幸
主跨道橋改良（その
２）工事

茨城県猿島郡五霞町 353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

2019/1/8 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 181,126,800 163,080,000 90.04%

Ｈ３０鬼怒川右岸別府
中流築堤工事

茨城県下妻市 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

2019/1/8 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 89,823,600 83,160,000 92.58%

Ｈ３０吾妻川河道整備
工事

群馬県吾妻郡長野原町 142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

2019/1/9 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 181,429,200 166,320,000 91.67%

Ｈ３０鬼怒川右岸別府
上流築堤工事

茨城県下妻市 142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

2019/1/9 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

2050001028199 一般競争入札 有 69,271,200 63,180,000 91.21%

Ｈ３０管内改築区間改
良（その３）工事

神奈川県横浜市戸塚区
～ 神奈川県横浜市栄区

233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

2019/1/9 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ケ谷３０４１

4021001020675 一般競争入札 有 198,082,800 185,760,000 93.78%

Ｈ３０管内改築区間改
良（その４）工事

神奈川県横浜市栄区 ～
神奈川県鎌倉市

233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

2019/1/9 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 198,957,600 185,544,000 93.26%

国道１６号瑞穂町二本
木電線共同溝（その
２）外工事

東京都西多摩郡瑞穂町
～ 東京都福生市

263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

2019/1/10 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

6010401017685 一般競争入札 有 175,532,400 162,000,000 92.29%

Ｈ３０・３１宮ヶ瀬ダ
ム低位常用洪水吐設備
修繕工事

神奈川県愛甲郡愛川町 414日間 機械設備工事
相模川水系広域ダム
管理事務所

相模川水系広域ダム
管理事務所長　竹本
隆之

神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2019/1/10 日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区
南港北１－７－８９

3120001031541 一般競争入札 有 103,215,600 101,520,000 98.36%

東京障害者職業能力開
発校（１８）構内整備
その他工事

東京都小平市 293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 2019/1/11 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区
名駅１－１－４

1180001027354 一般競争入札 有 721,872,000 678,240,000 93.96%

中部横断大島地区改良
（その２）工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

445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

2019/1/11 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 241,714,800 229,824,000 95.08%

Ｈ３０牛久土浦ＢＰ根
古屋川橋第１橋上部工
事

茨城県牛久市 441日間 鋼橋上部工事 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

2019/1/15 川田工業（株）
富山県南砺市苗島４６
１０

5230001008469 一般競争入札 有 513,421,200 465,847,200 90.73%

横浜湘南道路小雀鋼製
橋脚設置工事

神奈川県横浜市戸塚区 439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

2019/1/16
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 857,628,000 775,440,000 90.42%

５０号新川島橋（右
岸）上部工事

茨城県筑西市 434日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2019/1/16 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝
３－１３－３

3200001000249 一般競争入札 有 675,766,800 611,280,000 90.46%

中部横断谷津沢川橋上
部工事

山梨県南巨摩郡身延町 418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

2019/1/17 瀧上工業（株）
愛知県半田市神明町１
－１

1180001089667 一般競争入札 有 660,376,800 597,780,000 90.52%

Ｈ３０－３１荒川西区
二ツ宮築堤他工事

埼玉県さいたま市西区 312日間 一般土木工事 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

2019/1/18 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 288,144,000 264,600,000 91.83%

Ｈ３０－３１荒川西区
宝来下築堤他工事

埼玉県さいたま市西区
～ 埼玉県上尾市

203日間 一般土木工事 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

2019/1/18 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

4030001045368 一般競争入札 有 256,024,800 234,360,000 91.54%

Ｈ３０横壁地区構造物
撤去工事

群馬県吾妻郡長野原町 161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

2019/1/18 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町
８７８

7100001003530 一般競争入札 有 204,260,400 189,540,000 92.79%

Ｈ３０北千葉道路大谷
津野球場スコアボード
新築工事

千葉県成田市 191日間 建築工事 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

2019/1/21 古川建設（株）
千葉県柏市戸張１３７
３－５

9040001066391 一般競争入札 有 114,264,000 111,240,000 97.35%

Ｈ３０東京国道管内Ｃ
ＣＴＶ設備設置工事

東京都大田区 ～ 東京
都江東区

157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

2019/1/22 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

4030001036755 一般競争入札 有 55,069,200 53,406,000 96.98%

栃木地方合同庁舎（Ｈ
３０）エレベーター設
備工事

栃木県栃木市 493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

2019/1/22
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

東京都文京区本駒込２
－２８－８

9010001075825 一般競争入札 有 15,746,400 14,110,200 89.61%

３５７号新磯子（２）
電線共同溝工事

神奈川県横浜市磯子区 339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

2019/1/22 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 228,690,000 204,984,000 89.63%

Ｈ３０鶴見川元宮耐震
堤防工事

神奈川県横浜市鶴見区 148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

2019/1/23 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 166,536,000 158,760,000 95.33%

Ｈ３０多摩川羽田高潮
堤防工事

東京都大田区 168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

2019/1/23 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 285,616,800 257,472,000 90.15%

Ｈ３０東関道北排水路
橋下部他工事

茨城県潮来市 386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

2019/1/23 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 一般競争入札 有 272,019,600 252,720,000 92.91%

中部横断大島地区改良
工事

山梨県南巨摩郡身延町 428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

2019/1/24 （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 637,783,200 575,640,000 90.26%

Ｈ３０・３１笹目橋
（下り）橋梁補強補修
その１工事

埼玉県戸田市 432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

2019/1/24
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 181,569,600 163,620,000 90.11%

新４号下平出国道横断
函渠設置工事

栃木県宇都宮市 790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

2019/1/25 清水建設（株）
東京都中央区京橋２－
１６－１

1010401013565 一般競争入札 有 901,346,400 834,840,000 92.62%
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Ｈ３０鬼怒川鎌庭管内
周辺整備工事

茨城県常総市 248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

2019/1/25 北都建設工業（株）
茨城県土浦市田中２－
９－６

8050001009747 一般競争入札 有 95,342,400 86,400,000 90.62%

Ｈ３０渡良瀬貯水池機
場建築改修他工事

栃木県栃木市 123日間 建築工事
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

2019/1/28 坂東工業（株）
茨城県古河市上砂井１
２８

7050001018765 一般競争入札 有 62,920,800 54,388,800 86.44%

Ｈ３１西浦和管内左岸
維持管理工事

埼玉県さいたま市 427日間 維持修繕工事 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

2019/1/29 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和
区岸町５－７－１１

3030001010785 一般競争入札 有 279,525,600 252,720,000 90.41%

Ｈ３１西浦和管内右岸
維持管理工事

埼玉県富士見市 427日間 維持修繕工事 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

2019/1/29 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

4030001045368 一般競争入札 有 162,356,400 147,960,000 91.13%

Ｈ３１越辺川管内維持
管理工事

埼玉県東松山市 427日間 維持修繕工事 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

2019/1/29 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ヶ谷戸４８９

9030001056550 一般競争入札 有 165,974,400 151,200,000 91.10%

Ｈ３０荒川右岸小台一
丁目地区高規格堤防整
備工事

東京都足立区 330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 2019/1/29 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－
７－１

6010001034874 一般競争入札 有 699,321,600 631,422,000 90.29%

Ｈ３０新川樋門ゲート
設備修繕工事

群馬県桐生市 332日間 機械設備工事 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

2019/1/29
（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 54,486,000 54,000,000 99.11%

Ｈ３０湾岸道路改良工
事

神奈川県横須賀市 211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

2019/1/31 （株）ＮＢ建設
神奈川県横浜市神奈川
区栄町５－１

6020001001477 一般競争入札 有 96,789,600 96,444,000 99.64%


