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Ｈ３１・３２久慈川下
流管内（里川）維持管
理工事

茨城県常陸太田市 730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

2019/4/1 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
－６－７

6050001023147 一般競争入札 有 85,935,600 84,240,000 98.03%

Ｈ３１・３２久慈川上
流管内（山田川）維持
管理工事

茨城県常陸太田市 730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

2019/4/1 （株）井坂組
茨城県常陸太田市大里
町３９７４

1050001026600 一般競争入札 有 87,523,200 85,536,000 97.73%

Ｈ３１・３２水戸管内
（那珂川・涸沼川）維
持管理工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県東茨城郡大洗町

730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

2019/4/1 （株）鶴田組
茨城県那珂市菅谷４４
５８－７３

4050001004710 一般競争入札 有 84,142,800 83,268,000 98.96%

Ｈ３１・３２那珂管内
（那珂川）維持管理工
事

茨城県常陸大宮市 ～
茨城県東茨城郡城里町

730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

2019/4/1 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

8050001026817 一般競争入札 有 109,814,400 106,920,000 97.36%

Ｈ３１・３２日立国道
管内維持工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

730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

2019/4/1 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

6050001023270 一般競争入札 有 264,373,200 249,480,000 94.37%

Ｈ３１・３２岩瀬国道
管内維持工事

茨城県桜川市 ～ 茨城
県笠間市

730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

2019/4/1 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 215,308,800 204,120,000 94.80%

Ｈ３１・３２鹿嶋国道
管内維持工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県潮来市

730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

2019/4/1 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 223,657,200 207,360,000 92.71%

Ｈ３１・３２・３３
代々木維持工事

東京都特別区 1095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

2019/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 447,681,600 435,240,000 97.22%

Ｈ３１・３２・３３万
世橋維持工事

東京都特別区 1095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

2019/4/1 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 400,820,400 399,600,000 99.70%

Ｈ３１・３２・３３
代々木緑地管理工事

東京都特別区 1095日間 造園工事 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

2019/4/1 （株）昭和造園
東京都杉並区和泉４－
４２－３３

6011301008543 一般競争入札 有 232,923,600 208,764,000 89.63%

Ｈ３１・３２・３３万
世橋緑地管理工事

東京都特別区 1095日間 造園工事 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

2019/4/1 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１
１

5040001007234 一般競争入札 有 190,998,000 176,904,000 92.62%

Ｈ３１・３２東国管内
道路照明灯他点検維持
工事

東京都特別区 730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

2019/4/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 345,578,400 324,000,000 93.76%

Ｈ３１・３２・３３
代々木道路清掃作業

東京都特別区 1095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

2019/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

4010401023355 一般競争入札 有 324,972,000 319,788,000 98.40%

Ｈ３１・３２・３３万
世橋道路清掃作業

東京都特別区 1095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

2019/4/1
日本ハイウエイ・サー
ビス（株）

東京都新宿区西新宿６
－６－３

3011101049682 一般競争入札 有 238,172,400 225,504,000 94.68%

Ｈ３１・３２国道２０
号道路維持工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

730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

2019/4/1 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 292,831,200 287,280,000 98.10%

Ｈ３１東京外環環境整
備工事

東京都世田谷区 ～ 東
京都三鷹市

365日間 維持修繕工事
東京外かく環状国道
事務所

東京外かく環状国道
事務所長　柴田　芳
雄

東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2019/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 188,578,800 178,200,000 94.50%

Ｈ３１・３２大月道路
維持工事

山梨県大月市 730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

2019/4/1 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

4090001008360 一般競争入札 有 225,309,600 224,640,000 99.70%

Ｈ３１・３２甲府道路
維持工事

山梨県甲府市 730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

2019/4/1 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 225,936,000 223,344,000 98.85%

Ｈ３１・３２峡南道路
維持工事

山梨県南巨摩郡身延町 730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

2019/4/1 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町
上八木沢９８

4090001012313 一般競争入札 有 207,835,200 190,080,000 91.46%

Ｈ３１・３２大和道路
維持工事

山梨県甲州市 730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

2019/4/1 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田６６７－１

3090001007990 一般競争入札 有 207,900,000 203,040,000 97.66%

Ｈ３１中部横断自動車
道維持工事

山梨県南巨摩郡身延町 365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

2019/4/1 加藤建設（株）
山梨県南巨摩郡南部町
十島６５－３

7090001012244 一般競争入札 有 89,974,800 89,640,000 99.63%

Ｈ３１・３２碓氷維持
工事

群馬県安中市 ～ 群馬
県高崎市

730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 2019/4/1 神戸・タルヤ（共）
群馬県甘楽郡下仁田町
大字中小坂３１０６

－ 一般競争入札 有 345,103,200 326,160,000 94.51%

Ｈ３１・３２桐生維持
工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

730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 2019/4/1 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 261,468,000 259,200,000 99.13%

Ｈ３１利根砂防光ケ－
ブル整備工事

群馬県渋川市 365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　永田　雅一

群馬県渋川市渋川121-1 2019/4/1
ＪＥＳＣＯＳＵＧＡＹ
Ａ（株）

群馬県前橋市大渡町１
－２３－１５

7070001001736 一般競争入札 有 34,711,200 32,184,000 92.72%

Ｈ３１・３２安食管内
維持工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県印西市

730日間 維持修繕工事
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

2019/4/1 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

5040001043576 一般競争入札 有 185,781,600 166,536,000 89.64%

Ｈ３１・３２小見川管
内維持工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡東庄町

730日間 維持修繕工事
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

2019/4/1 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

5050001020979 一般競争入札 有 156,168,000 155,520,000 99.59%

Ｈ３１三郷・吉川河川
維持工事

埼玉県三郷市 ～ 埼玉
県吉川市

365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 2019/4/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 176,104,800 158,220,000 89.84%

Ｈ３１・３２宮ヶ瀬ダ
ム周辺維持工事

神奈川県相模原市 ～
神奈川県愛甲郡清川村

730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

2019/4/1 （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 204,552,000 197,640,000 96.62%

Ｈ３１多摩川下流維持
管理工事

東京都大田区 ～ 神奈
川県川崎市

365日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

3010001008699 一般競争入札 有 116,175,600 115,560,000 99.47%
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Ｈ３１・３２多摩川中
流維持管理工事

東京都立川市 ～ 神奈
川県川崎市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 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 223,408,800 212,760,000 95.23%

Ｈ３１・３２多摩川上
流維持管理工事

東京都立川市 730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 （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 201,808,800 194,400,000 96.33%

Ｈ３１釜無川出張所管
内砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

182日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 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 15,973,200 15,444,000 96.69%

Ｈ３１白州出張所管内
砂防整備工事

山梨県韮崎市 ～ 山梨
県北杜市

182日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

8090001011204 一般競争入札 有 16,059,600 15,984,000 99.53%

Ｈ３１早川出張所管内
砂防整備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

182日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

3090001012025 一般競争入札 有 18,262,800 16,740,000 91.66%

Ｈ３１・３２信州新町
維持工事

長野県長野市 ～ 長野
県大町市

730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

2019/4/1 （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 213,796,800 210,600,000 98.50%

Ｈ３１・３２上田維持
工事

長野県上田市 ～ 長野
県小諸市

730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

2019/4/1 （株）木下組
長野県佐久市中込３０
８－５

6100001008118 一般競争入札 有 252,482,400 240,840,000 95.39%

Ｈ３１・３２岡谷維持
工事

長野県諏訪市 ～ 長野
県岡谷市

730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

2019/4/1 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 213,505,200 205,200,000 96.11%

Ｈ３１長野国道管内道
路照明維持工事

長野県長野市 ～ 長野
県松本市

365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

2019/4/1
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 48,265,200 47,520,000 98.46%

Ｈ３１国営ひたち海浜
公園樹林地管理他工事

茨城県ひたちなか市 365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　小島　孝文

茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2019/4/1 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

6050001009716 一般競争入札 有 62,704,800 56,916,000 90.77%

Ｈ３１麻生管内河川維
持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県小美玉市

365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 （株）二輝建設
茨城県潮来市日の出４
－８－１２

6050001021555 一般競争入札 有 60,879,600 57,240,000 94.02%

Ｈ３１鉾田管内右岸河
川維持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県鉾田市

365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 54,064,800 51,300,000 94.89%

Ｈ３１鉾田管内左岸河
川維持工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城
県鹿嶋市

365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 藤枝建設（株）
茨城県鉾田市札６７０
－４

9050001021949 一般競争入札 有 63,136,800 59,940,000 94.94%

Ｈ３１那珂導水路管内
維持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県東茨城郡茨城町

365日間 維持修繕工事
霞ヶ浦導水工事事務
所

霞ヶ浦導水工事事務
所長　矢作　智之

茨城県土浦市下高津2-
1-3

2019/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

5050001000130 一般競争入札 有 29,386,800 27,648,000 94.08%

Ｈ３１利根高浜維持工
事

茨城県石岡市 ～ 茨城
県稲敷市

365日間 維持修繕工事
霞ヶ浦導水工事事務
所

霞ヶ浦導水工事事務
所長　矢作　智之

茨城県土浦市下高津2-
1-3

2019/4/1 （株）鈴徳
千葉県香取市九美上１
２

2040001063585 一般競争入札 有 14,277,600 13,176,000 92.28%

Ｈ３１荒川秋ヶ瀬仮置
土整備工事

埼玉県さいたま市 365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

2019/4/1 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 277,365,600 250,884,000 90.45%

Ｈ３１首都国道管内道
路管理その他工事

千葉県松戸市 365日間 維持修繕工事 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 2019/4/1 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

2010001024490 一般競争入札 有 185,425,200 184,680,000 99.60%

Ｈ３１－Ｈ３３千葉出
張所管内維持工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県千葉市

1095日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
坂井　康一

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2019/4/1
（株）ニューテック康
和

東京都北区東田端２－
１－３

5011501013245 一般競争入札 有 543,304,800 495,720,000 91.24%

Ｈ３１－Ｈ３３柏出張
所管内維持工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
松戸市

1095日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
坂井　康一

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2019/4/1 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

2010001024490 一般競争入札 有 520,020,000 518,400,000 99.69%

Ｈ３１・Ｈ３２船橋出
張所管内維持工事

千葉県船橋市 ～ 千葉
県千葉市

730日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
坂井　康一

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2019/4/1 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 413,542,800 394,200,000 95.32%

Ｈ３１・３２熊谷維持
工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

730日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
田中　倫英

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2019/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 232,632,000 230,580,000 99.12%

平成３１・３２年度国
道２９８号照明設備維
持工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県草加市

730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

2019/4/1 宝生工業（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町１－３２－９

5010001056886 一般競争入札 有 72,187,200 68,580,000 95.00%

平成３１・３２年度国
道２９８号維持工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川口市

730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

2019/4/1 （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 335,599,200 312,120,000 93.00%

Ｈ３１利根ダム管内光
ケーブル設備維持工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

365日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理
事務所

利根川ダム統合管理
事務所長　小宮　秀
樹

群馬県前橋市元総社町
593-1

2019/4/1
ＪＥＳＣＯＳＵＧＡＹ
Ａ（株）

群馬県前橋市大渡町１
－２３－１５

7070001001736 一般競争入札 有 11,026,800 10,800,000 97.94%

Ｈ３１・３２五十里ダ
ム管内維持工事

栃木県日光市 730日間 維持修繕工事
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　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2019/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

7060001008963 一般競争入札 有 54,842,400 52,056,000 94.92%

Ｈ３１・３２川治ダム
管内維持工事

栃木県日光市 730日間 維持修繕工事
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　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2019/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

7060001008963 一般競争入札 有 56,008,800 53,049,600 94.72%

Ｈ３１・３２川俣ダム
管内維持工事

栃木県日光市 730日間 維持修繕工事
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　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2019/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

7060001008963 一般競争入札 有 53,503,200 50,630,400 94.63%

Ｈ３１・３２湯西川ダ
ム管内維持工事

栃木県日光市 730日間 維持修繕工事
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　丸山　日
登志

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2019/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

7060001008963 一般競争入札 有 54,561,600 51,624,000 94.62%

Ｈ３１品木ダム管内補
修工事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡中之条町

365日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
品木ダム水質管理所
長　風間　聡

群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2019/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

3070001023809 一般競争入札 有 17,841,600 17,280,000 96.85%
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Ｈ３１昭和維持管理工
事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

365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 2019/4/1 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 219,639,600 194,400,000 88.51%

Ｈ３１武蔵維持管理工
事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

365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 2019/4/1 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 113,572,800 104,220,000 91.76%

Ｈ３１明治記念大磯邸
園事業地管理工事

神奈川県中郡大磯町 365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 2019/4/1 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 60,436,800 58,104,000 96.14%

Ｈ３１・３２氏家管内
維持管理工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県さくら市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 176,428,800 155,844,000 88.33%

Ｈ３１・３２石井管内
維持管理工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県真岡市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 184,766,400 163,620,000 88.56%

Ｈ３１・３２藤代管内
維持管理工事

茨城県取手市 ～ 茨城
県つくばみらい市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 197,510,400 183,600,000 92.96%

Ｈ３１土浦管内中岸河
川維持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県かすみがうら市

365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 グンジ建設（株）
茨城県潮来市新宮１９
３７－１

2050001022284 一般競争入札 有 57,531,600 54,648,000 94.99%

Ｈ３１土浦管内右岸河
川維持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県稲敷市

365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３
３－１

3050001025765 一般競争入札 有 63,493,200 60,264,000 94.91%

Ｈ３１潮来管内右岸河
川維持工事

茨城県潮来市 ～ 千葉
県香取市

365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 （株）茂木工務店
茨城県潮来市辻６６－
３

2050001021625 一般競争入札 有 65,059,200 61,776,000 94.95%

Ｈ３１潮来管内左岸河
川維持工事

茨城県潮来市 365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 （株）沼田工務店
茨城県鉾田市札１４６
－１

8050001021925 一般競争入札 有 52,747,200 50,760,000 96.23%

Ｈ３１波崎管内河川維
持工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

365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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/4/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 81,734,400 77,544,000 94.87%

Ｈ３１・３２国分寺管
内維持工事

栃木県宇都宮市 ～ 茨
城県古河市

730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
小幡　宏

栃木県宇都宮市平松町
504

2019/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 362,674,800 354,240,000 97.67%

Ｈ３１八ッ場ダム右岸
地区管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 365日間 維持修繕工事
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

2019/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

3070001023809 一般競争入札 有 57,488,400 55,080,000 95.81%

Ｈ３１八ッ場ダム左岸
地区管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 365日間 維持修繕工事
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

2019/4/1 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１
１

5070001023906 一般競争入札 有 56,786,400 55,080,000 97.00%

Ｈ３１－３２目吹管内
右岸河川維持工事

千葉県野田市 730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

2019/4/1 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 205,200,000 182,412,000 88.89%

Ｈ３１－３２守谷管内
左岸河川維持工事

茨城県守谷市 ～ 茨城
県取手市

730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

2019/4/1 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 152,236,800 134,546,400 88.38%

Ｈ３１－３２藤岡管内
巴波川他河川維持工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県栃木市

730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

2019/4/1 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 199,864,800 179,820,000 89.97%

Ｈ３１－３２古河管内
上流部河川維持工事

栃木県下都賀郡野木町
～ 茨城県古河市

730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

2019/4/1 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山
王山２７８－１

9050001018929 一般競争入札 有 110,138,400 97,178,400 88.23%

Ｈ３１上尾道路関連環
境整備他工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県上尾市

365日間 維持修繕工事 大宮国道事務所
大宮国道事務所長
田中　倫英

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2019/4/1 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 132,840,000 119,556,000 90.00%

平成３１年度川崎国道
管内環境整備工事

神奈川県川崎市 ～ 東
京都大田区

365日間 維持修繕工事 川崎国道事務所
川崎国道事務所長
五十嵐　一夫

神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2019/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 116,931,600 112,320,000 96.06%

Ｈ３１・３２神奈川維
持工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

8020001018503 一般競争入札 有 324,378,000 322,920,000 99.55%

Ｈ３１・３２保土ヶ谷
維持工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 （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 544,417,200 516,240,000 94.82%

Ｈ３１・３２金沢維持
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横須賀市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1 東建設（株）
神奈川県横須賀市池上
３－２－６

1021001039909 一般競争入札 有 290,293,200 289,440,000 99.71%

Ｈ３１・３２大磯維持
工事

神奈川県藤沢市 ～ 神
奈川県茅ヶ崎市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1
（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 196,333,200 195,480,000 99.57%

Ｈ３１・３２横浜国道
道路排水施設等清掃作
業

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

730日間 維持修繕工事 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

2019/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

4010401023355 一般競争入札 有 180,975,600 177,984,000 98.35%

Ｈ３０稲戸井調節池土
砂整正工事

茨城県取手市 140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

2019/4/8 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 299,019,600 269,114,400 90.00%

Ｈ３０利根川下流栄地
区外樹木伐採他工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県印西市

290日間 一般土木工事
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

2019/4/16 グンジ建設（株）
茨城県潮来市新宮１９
３７－１

2050001022284 一般競争入札 有 121,273,200 110,700,000 91.28%

Ｈ３０利根川下流成田
地区外樹木伐採他工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県印西市

269日間 一般土木工事
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

2019/4/16 （株）菱木土建
茨城県潮来市釜谷４６
４－１

3050001021574 一般競争入札 有 111,326,400 104,760,000 94.10%

Ｈ３０利根川下流香取
地区外樹木伐採他工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡神崎町

269日間 一般土木工事
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

2019/4/16 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 121,100,400 115,992,000 95.78%
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Ｈ３０利根川下流神栖
地区外樹木伐採他工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡東庄町

274日間 一般土木工事
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

2019/4/16 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

9040001062028 一般競争入札 有 110,818,800 105,840,000 95.51%

Ｈ３０利根川下流稲敷
地区外樹木伐採他工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡神崎町

267日間 一般土木工事
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

2019/4/18 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

4050001021490 一般競争入札 有 131,047,200 120,420,000 91.89%

Ｈ３０町道林長野原線
尾坂地区道路改良他工
事

群馬県吾妻郡長野原町 195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

2019/4/19 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

4070001003207 一般競争入札 有 222,490,800 205,200,000 92.23%

Ｈ３０上打越地区温泉
幹線街路整備他工事

群馬県吾妻郡長野原町 224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

2019/4/19 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

4070001003207 一般競争入札 有 227,091,600 211,680,000 93.21%

Ｈ３１大利根管内堤防
強化関連整備工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

347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

2019/4/19
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 121,996,800 114,804,000 94.10%

Ｈ３１目吹守谷管内堤
防強化関連整備工事

千葉県野田市 ～ 茨城
県守谷市

347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

2019/4/19 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

4040001071388 一般競争入札 有 81,756,000 73,332,000 89.70%

Ｈ３１国営ひたち海浜
公園遊具撤去工事

茨城県ひたちなか市 312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　小島　孝文

茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2019/4/22 （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 97,675,200 89,640,000 91.77%

平成３１・３２年度国
道２９８号草加・八潮
地区緑地管理工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県八潮市

709日間 造園工事 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

2019/4/22 （株）前島植物園
埼玉県川口市安行１１
４０

2030001077198 一般競争入札 有 94,089,600 91,800,000 97.57%

Ｈ３１川俣管内堤防強
化関連整備工事

埼玉県羽生市 ～ 埼玉
県行田市

344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

2019/4/22 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 106,347,600 95,040,000 89.37%

農筑センター海外研修
生宿泊棟（１９）機械
設備改修その他工事

茨城県つくば市 267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

2019/4/23 （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 137,592,000 135,000,000 98.12%

平成３１・３２年度国
道２９８号戸田・さい
たま地区緑地管理工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県さいたま市

708日間 造園工事 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

2019/4/23 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区
東浦和１－２１－３

1030001000945 一般競争入札 有 94,824,000 82,296,000 86.79%

Ｈ３１・３２甲府管内
道路清掃作業

山梨県甲府市 707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

2019/4/24
道路技術サービス
（株）

富山県射水市橋下条５
２７

5230001012776 一般競争入札 有 122,083,200 120,960,000 99.08%

Ｈ３１長野国道管内路
面標示他工事

長野県長野市 190日間 塗装工事 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

2019/4/24
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

6100001003556 一般競争入札 有 96,076,800 93,852,000 97.68%

平成３１年度共同溝維
持工事

東京都特別区 341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

2019/4/25
日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）

東京都中央区日本橋小
伝馬町１１－９

4010001062563 一般競争入札 有 152,614,800 146,880,000 96.24%

Ｈ３１・３２金江津管
内維持修繕工事

茨城県稲敷郡河内町 706日間 維持修繕工事
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

2019/4/25 栄産業（株） 千葉県印西市泉８１ 3040001043652 一般競争入札 有 137,505,600 136,663,200 99.39%

Ｈ３１日光砂防ＣＣＴ
Ｖ監視制御装置更新他
工事

栃木県日光市 246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

2019/4/25 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ
原町４４－１６

2060001000669 一般競争入札 有 40,921,200 39,744,000 97.12%

Ｈ３１日光砂防施設整
備（今市地区他）工事

栃木県日光市 158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

2019/4/25 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 66,582,000 62,100,000 93.27%

Ｈ３１八ッ場ダム管内
ポンプ設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 243日間 機械設備工事
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

2019/4/26 コーエイ（株）
群馬県前橋市上小出町
１－９－１２

2070001001170 一般競争入札 有 64,821,600 61,560,000 94.97%

Ｈ３１国道６号新葛飾
橋耐震補強工事

千葉県松戸市 308日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉国道事務所長
坂井　康一

千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2019/4/26 （株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２
７番地

6040001022645 一般競争入札 有 233,031,600 211,464,000 90.74%


