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Ｈ３０・３１宮ヶ瀬ダ
ム道志導水路修繕工事

神奈川県相模原市緑区 298日間 維持修繕工事
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

2019/2/4 （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 84,661,200 78,840,000 93.12%

Ｈ３０・３１国道４号
越谷（２）電線共同溝
工事

埼玉県越谷市 402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

2019/2/5 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台三丁目１２５番地

9180001002424 一般競争入札 有 253,573,200 235,332,000 92.81%

Ｈ３０年度国道５０号
川澄地区舗装他工事

茨城県筑西市 176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

2019/2/5 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 171,007,200 154,224,000 90.19%

Ｈ３０渡良瀬川管内Ｃ
ＣＴＶ設備工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県佐野市

143日間 通信設備工事 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

2019/2/5 （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 19,774,800 19,008,000 96.12%

Ｈ３１熊谷管内上流維
持管理工事

埼玉県熊谷市 419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

2019/2/6 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

9030001060412 一般競争入札 有 123,400,800 107,611,200 87.20%

Ｈ３０横環南栄ＩＣ・
ＪＣＴ下部（その６）
工事

神奈川県横浜市栄区 662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

2019/2/7 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 601,041,600 543,996,000 90.51%

Ｈ３０年度国道５１号
神宮橋架替潮来側橋梁
下部他工事

茨城県潮来市 418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

2019/2/7 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

4120001077567 一般競争入札 有 351,248,400 322,920,000 91.93%

Ｈ３１熊谷管内下流維
持管理工事

埼玉県鴻巣市 418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

2019/2/7 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

7030001084693 一般競争入札 有 101,984,400 90,180,000 88.43%

Ｈ３０常陸川水門受変
電・発電設備部分更新
工事

茨城県神栖市 235日間
受変電設備工
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 2019/2/7 （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 85,060,800 84,240,000 99.04%

Ｈ３０・３１足利福富
町電線共同溝（その
２）工事

栃木県足利市 385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

2019/2/8 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 258,508,800 239,760,000 92.75%

Ｈ３０・３１小山高架
橋外補修工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県栃木市

406日間 維持修繕工事 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

2019/2/8 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 222,685,200 202,824,000 91.08%

Ｈ３０年度国道６号日
立舗装修繕外工事

茨城県日立市 203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

2019/2/8 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

1050001023936 一般競争入札 有 94,813,200 88,560,000 93.40%

宇都宮法務総合庁舎低
層棟（１８）新営その
他工事

栃木県宇都宮市 381日間 建築工事 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

2019/2/12 飛島建設（株）
東京都港区港南１－８
－１５

8010001008703 一般競争入札 有 812,806,164 806,760,000 99.26%

Ｈ３０鬼怒川右岸鴻巣
排水樋管改築工事

茨城県常総市 413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

2019/2/12 （株）植木組
新潟県柏崎市新橋２－
８

8110001017149 一般競争入札 有 666,910,800 601,560,000 90.20%

Ｈ３１入間川管内維持
管理工事

埼玉県川越市 413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

2019/2/12 初雁興業（株）
埼玉県川越市大字鯨井
１７０５－２

9030001055395 一般競争入札 有 124,902,000 123,120,000 98.57%

Ｈ３０宇都宮国道道路
情報表示設備工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県佐野市

199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

2019/2/12 （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 66,495,600 63,180,000 95.01%

Ｈ３０国道３５７号中
瀬地区歩道橋下部工事

千葉県千葉市美浜区 169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

2019/2/12 （株）伊藤工務店
千葉県千葉市中央区蘇
我１－１０－５

5040001000585 一般競争入札 有 67,305,600 60,480,000 89.86%

Ｈ３０荒川左岸新芝川
排水機場水密化・上屋
耐震補強工事

埼玉県川口市 471日間 建築工事 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 2019/2/13 （株）ビッグルーフ
東京都文京区春日２－
１－６

6010001075522 一般競争入札 有 659,124,000 594,000,000 90.12%

Ｈ３０白河内工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 198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

2019/2/13 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 122,223,600 120,420,000 98.52%

Ｈ３０横環南栄ＩＣ・
ＪＣＴ下部（その７）
工事

神奈川県横浜市栄区 411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

2019/2/14 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 483,991,200 439,020,000 90.71%

Ｈ３０横浜湘南道路栄
ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の２）工事

神奈川県横浜市栄区 411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

2019/2/14 村本建設（株）
奈良県北葛城郡広陵町
大字平尾１１－１

1150001014512 一般競争入札 有 463,395,600 419,364,000 90.50%

Ｈ３０・３１国道４号
草加（５）電線共同溝
工事

埼玉県草加市 378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

2019/2/15 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

6010401017685 一般競争入札 有 212,284,800 198,720,000 93.61%

Ｈ３０年度国道６号大
和田拡幅石名坂橋下部
他工事

茨城県日立市 308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

2019/2/15 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 208,731,600 191,916,000 91.94%

Ｈ３０高田歩道融雪設
備工事

長野県長野市 308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

2019/2/15 （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 178,858,800 163,911,600 91.64%

Ｈ３０籠坂融雪設備更
新工事

山梨県南都留郡山中湖
村

227日間 機械設備工事 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

2019/2/15 （株）興和
新潟県新潟市中央区新
光町６－１

9110001001928 一般競争入札 有 137,278,800 126,360,000 92.05%

Ｈ３１目吹管内左岸河
川維持工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

410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

2019/2/15 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 90,590,400 81,000,000 89.41%

Ｈ３１守谷管内右岸河
川維持工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
我孫子市

410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

2019/2/15 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 84,574,800 75,600,000 89.39%

Ｈ３１藤岡管内渡良瀬
川他河川維持工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

410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

2019/2/15 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

5060001014055 一般競争入札 有 79,855,200 71,604,000 89.67%

都留法務総合庁舎（１
８）建築改修工事

山梨県都留市 227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 2019/2/15 富士急建設（株）
山梨県富士吉田市新西
原５－２－１

1090001010022 一般競争入札 有 75,189,600 68,040,000 90.49%
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山清路防災１号トンネ
ル工事

長野県東筑摩郡生坂村 529日間 一般土木工事 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

2019/2/18 （株）安藤・間
東京都港区赤坂６－１
－２０

2010401051696 一般競争入札 有 2,368,018,800 2,131,812,000 90.03%

Ｈ３０・３１国道４号
杉戸（３）電線共同溝
工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町 375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

2019/2/18 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区八重洲１
－２－１６

9010001034987 一般競争入札 有 290,401,200 263,196,000 90.63%

Ｈ３０・３１国道１７
号上尾電線共同溝工事

埼玉県上尾市 375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

2019/2/18 大林道路（株）
東京都千代田区猿楽町
２－８－８

4010601028815 一般競争入札 有 202,510,800 197,640,000 97.59%

Ｈ３１古河管内下流部
河川維持工事

茨城県古河市 ～ 茨城
県猿島郡境町

407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

2019/2/18 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

6050001018725 一般競争入札 有 125,798,400 112,860,000 89.71%

Ｈ３０尾山台高架橋補
修工事

埼玉県上尾市 193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

2019/2/18 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 114,458,400 111,240,000 97.19%

Ｈ３０長野管内舗装修
繕工事

長野県千曲市 251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

2019/2/18 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

7100001008257 一般競争入札 有 102,438,000 91,692,000 89.51%

国道２４６号市ヶ尾地
区舗装工事

神奈川県横浜市青葉区 385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

2019/2/19 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 270,032,400 248,832,000 92.15%

Ｈ３１運河河川維持工
事

千葉県野田市 ～ 千葉
県流山市

406日間 維持修繕工事 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 2019/2/19 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 110,084,400 97,416,000 88.49%

Ｈ３１中川下流河川維
持工事

東京都葛飾区 ～ 東京
都足立区

406日間 維持修繕工事 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 2019/2/19 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

7010401008196 一般競争入札 有 65,901,600 62,640,000 95.05%

Ｈ３１江戸川河口河川
維持工事

千葉県市川市 ～ 東京
都江戸川区

405日間 維持修繕工事 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 2019/2/20 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

9030001065667 一般競争入札 有 101,606,400 93,312,000 91.84%

Ｈ３０下野笹原電線共
同溝等整備（その２）
工事

栃木県下野市 309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

2019/2/21 光洋建設（株）
栃木県小山市喜沢６８
９

3060001014239 一般競争入札 有 196,095,600 183,600,000 93.63%

Ｈ３１江戸川上流右岸
河川維持工事

埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県北葛飾郡杉戸町

404日間 維持修繕工事 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 2019/2/21 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 120,409,200 107,136,000 88.98%

Ｈ３０上田管内舗装修
繕工事

長野県小諸市 ～ 長野
県埴科郡坂城町

248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

2019/2/21 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

7100001008257 一般競争入札 有 106,520,400 96,336,000 90.44%

Ｈ３０荒川上流西浦和
出張所受変電・発電設
備工事

埼玉県さいたま市桜区 218日間
受変電設備工
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

2019/2/21
（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 88,236,000 81,140,400 91.96%

Ｈ３０・３１二瀬ダム
維持管理工事

埼玉県秩父市 404日間 維持修繕工事 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

2019/2/21 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

3030001090745 一般競争入札 有 55,825,200 55,080,000 98.67%

国道１６号ＢＰ御殿山
高架橋耐震補強工事

東京都八王子市 403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

2019/2/22 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

2020001013765 一般競争入札 有 295,790,400 269,578,800 91.14%

Ｈ３１川俣管内左岸河
川維持工事

群馬県邑楽郡千代田町
～ 群馬県邑楽郡明和町

403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

2019/2/22 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 180,014,400 161,892,000 89.93%

国道１６号瑞穂町むさ
し野電線共同溝工事

東京都西多摩郡瑞穂町 371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

2019/2/22 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 155,930,400 140,292,000 89.97%

Ｈ３１八斗島管内右岸
河川維持工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県本庄市

403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

2019/2/22 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 103,874,400 95,040,000 91.50%

Ｈ３０・Ｈ３１国道３
５７号海老川大橋（山
側）橋梁補修その２外

千葉県船橋市 400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

2019/2/25
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 223,160,400 201,960,000 90.50%

旭町地区改良舗装他
（その３）工事

神奈川県川崎市川崎区 385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

2019/2/25 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 189,604,800 183,600,000 96.83%

Ｈ３１大利根管内右岸
河川維持工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

400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

2019/2/25 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 170,791,200 153,360,000 89.79%

Ｈ３１江戸川上流左岸
河川維持工事

千葉県野田市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

400日間 維持修繕工事 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 2019/2/25 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 135,680,400 123,120,000 90.74%

Ｈ３１岩淵管内右岸維
持管理工事

東京都北区 400日間 維持修繕工事 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 2019/2/25 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

9010001025697 一般競争入札 有 107,643,600 102,600,000 95.31%

Ｈ３０・Ｈ３１国道３
５７号市川共同溝補強
その１２工事

千葉県市川市 272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

2019/2/27 （株）テクト
千葉県銚子市新生町１
－４０－１８

2040001062331 一般競争入札 有 233,312,400 211,680,000 90.73%

旭町地区他改良舗装
（その４）工事

神奈川県川崎市川崎区 291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

2019/2/27 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 165,985,200 149,040,000 89.79%

Ｈ３１松戸河川維持工
事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県流山市

398日間 維持修繕工事 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 2019/2/27 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 137,160,000 124,200,000 90.55%

Ｈ３１岩淵管内左岸維
持管理工事

東京都足立区 ～ 埼玉
県川口市

398日間 維持修繕工事 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 2019/2/27 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

7010401008196 一般競争入札 有 127,677,600 116,640,000 91.36%

Ｈ３１小名木川管内右
岸維持管理工事

東京都足立区 398日間 維持修繕工事 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 2019/2/27 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 102,859,200 97,200,000 94.50%
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Ｈ３０年度国道６号千
代田石岡ＢＰ北根本地
区改良工事

茨城県石岡市 302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

2019/2/28 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

4050001026853 一般競争入札 有 180,392,400 163,080,000 90.40%

Ｈ３１小名木川管内左
岸維持管理工事

東京都足立区 397日間 維持修繕工事 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 2019/2/28 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 80,924,400 76,680,000 94.76%


