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Ｈ３１管内標識整備工
事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

270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

2019/6/3 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 166,082,400 153,360,000 92.34%

Ｈ３０横浜国道管内受
変電設備外設置工事

神奈川県横浜市 270日間
受変電設備工
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

2019/6/3 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

4010401005898 一般競争入札 有 112,420,000 104,500,000 92.95%

Ｈ３１首都国道非常用
発電設備工事

千葉県松戸市 270日間
受変電設備工
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 2019/6/3
（株）イートラスト埼
玉

埼玉県行田市栄町８－
１２

2030001086736 一般競争入札 有 73,148,400 71,928,000 98.33%

Ｈ３１舞浜立体山側耐
震補強工事

千葉県浦安市 242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 2019/6/3
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 193,816,800 191,160,000 98.63%

Ｈ３１舞浜立体海側耐
震補強工事

千葉県浦安市 242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 2019/6/3 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 267,494,400 248,400,000 92.86%

Ｈ３１年山田川薬谷町
地区堤防補強外工事

茨城県常陸太田市 262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

2019/6/3 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１
－７－１

3050001022886 一般競争入札 有 191,181,600 176,580,000 92.36%

Ｈ３１年久慈川神田町
地区堤防補強外工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県常陸太田市

248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

2019/6/3 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 137,430,000 126,360,000 91.94%

Ｈ３１千葉管内他標識
設置工事

千葉県千葉市 201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

2019/6/4
（株）日本パーカーラ
イジング広島工場

広島県広島市中区大手
町２－８－４

4240001008155 一般競争入札 有 157,107,600 143,100,000 91.08%

Ｈ３１西の洲甘田入地
区整備外工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県行方市

269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 2019/6/4 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

9050001021503 一般競争入札 有 110,000,000 102,850,000 93.50%

Ｈ３１年那珂川青柳町
地区堤防補強工事

茨城県水戸市 262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

2019/6/4 大昭建設（株）
茨城県龍ヶ崎市１６８
６

5050001025284 一般競争入札 有 119,793,600 109,512,000 91.42%

Ｈ３１利根ダム通信用
鉄塔塗装工事

群馬県前橋市 191日間 塗装工事
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

2019/6/5 （株）西工務店
岡山県岡山市北区平和
町４－７

8260001005080 一般競争入札 有 42,669,000 40,700,000 95.39%

皇居外苑外１件（１
９）機械設備改修その
他工事

東京都千代田区 240日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第一営繕事務所
東京第一営繕事務所
長　才木　潤

東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2019/6/5 （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 165,440,000 163,900,000 99.07%

Ｈ３０鬼怒川左岸船玉
築堤工事

茨城県筑西市 236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

2019/6/5 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 8050001030018 一般競争入札 有 297,033,000 272,800,000 91.84%

Ｈ３０圏央道環境整備
その１工事

埼玉県幸手市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

267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

2019/6/6 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

9060001016881 一般競争入札 有 197,920,800 181,440,000 91.67%

Ｈ３０鬼怒川右岸上山
川上流築堤護岸工事

茨城県結城市 239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

2019/6/6 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

3050001027902 一般競争入札 有 386,430,000 360,800,000 93.37%

Ｈ３０鬼怒川左岸板戸
井地区外整備工事

茨城県守谷市 267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

2019/6/6 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 194,216,000 183,150,000 94.30%

Ｈ３１圏央道成田地区
改良その６工事

千葉県成田市 267日間 一般土木工事 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

2019/6/6 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

1040001061219 一般競争入札 有 241,282,800 217,944,000 90.33%

Ｈ３０幸手地区堤防整
備等工事

埼玉県幸手市 ～ 埼玉
県草加市

266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 2019/6/7 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 299,926,000 294,800,000 98.29%

Ｈ３０宮ヶ瀬ダム放流
警報設備更新工事

神奈川県相模原市 ～
神奈川県愛甲郡愛川町

266日間 通信設備工事
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

2019/6/7 （株）マルツ電波
福井県福井市豊島２－
６－７

8210001003972 一般競争入札 有 79,497,000 74,470,000 93.68%

Ｈ３１川崎国道通信用
鉄塔補修工事

神奈川県川崎市 184日間 塗装工事 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

2019/6/10 山谷塗装（株）
東京都渋谷区代々木１
－４３－７

3011001009514 一般競争入札 有 59,224,000 52,250,000 88.22%

Ｈ３１本庄道路改良他
工事

埼玉県児玉郡上里町 295日間 一般土木工事 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

2019/6/10 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

4070001000237 一般競争入札 有 198,308,000 180,400,000 90.97%

Ｈ３１高崎管内道路照
明灯改修工事

群馬県沼田市 263日間 電気設備工事 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 2019/6/10 （株）万代電気工業
埼玉県さいたま市桜区
中島２－２２－１

9030001006828 一般競争入札 有 75,114,000 71,280,000 94.90%

Ｈ３１利根川右岸須賀
地区外樹木伐採工事

千葉県印旛郡栄町 ～
茨城県稲敷郡河内町

161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

2019/6/10 栄産業（株） 千葉県印西市泉８１ 3040001043652 一般競争入札 有 91,949,000 91,300,000 99.29%

Ｈ３１宮ヶ瀬ダム水質
自動監視装置更新工事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県相模原市

173日間 通信設備工事
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

2019/6/10 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

7010001022589 一般競争入札 有 33,506,000 31,900,000 95.21%

Ｈ３１保土ヶ谷・厚木
管内交通安全対策他工
事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

295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

2019/6/10 （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 212,113,000 209,000,000 98.53%

Ｈ３０片蓋川第一砂防
堰堤工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 235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　永田　雅一

群馬県渋川市渋川121-1 2019/6/10 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村大
字三原８７５

3070001024022 一般競争入札 有 290,191,000 264,000,000 90.97%

Ｈ３０長野原地区代替
地連絡通路昇降施設新
築工事

群馬県吾妻郡長野原町 235日間 建築工事
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

2019/6/10 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村大
字三原８７５

3070001024022 一般競争入札 有 89,441,000 88,000,000 98.39%

Ｈ３１戸田立体道路排
水設備修繕工事

埼玉県戸田市 171日間 機械設備工事 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

2019/6/11
（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 29,942,000 28,600,000 95.52%

Ｈ３１小武川崩壊地対
策工事

山梨県韮崎市 230日間 法面処理工事 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

2019/6/11 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 146,454,000 137,500,000 93.89%
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Ｈ３０日光砂防事務所
トイレ改修工事

栃木県日光市 142日間 建築工事 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

2019/6/11 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 26,752,000 24,750,000 92.52%

Ｈ３０黒桂河内下流砂
防堰堤工事

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

2019/6/12 （株）ＫＯＮＤＯ
山梨県南巨摩郡身延町
梅平６４５

9090001015113 一般競争入札 有 155,848,000 139,700,000 89.64%

立川防災合同庁舎（１
９）機械設備改修その
他工事

東京都立川市 233日間
暖冷房衛生設
備工事

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 2019/6/12 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２
－２８

6220001001754 一般競争入札 有 184,910,000 183,920,000 99.46%

Ｈ３１新４号・５０号
外道路整備工事

茨城県猿島郡五霞町 287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
小幡　宏

栃木県宇都宮市平松町
504

2019/6/12 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 197,329,000 184,580,000 93.54%

Ｈ３１中部横断南部和
田地区改良保全工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

293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

2019/6/12 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

5090001000374 一般競争入札 有 188,628,000 169,895,000 90.07%

Ｈ３１中部横断和田身
延地区改良保全工事

山梨県南巨摩郡身延町 293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

2019/6/12 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

5090001000374 一般競争入札 有 182,105,000 163,867,000 89.98%

千葉県警察第二機動隊
炊食浴棟他（１９）電
気設備改修工事

千葉県千葉市 280日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所
東京第二営繕事務所
長　山本　英史

東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2019/6/13 大崎電設（株）
千葉県市原市八幡北町
１－１１－４

3040001053668 一般競争入札 有 74,129,000 72,136,900 97.31%

横浜植物防疫所成田支
所（１９）機械設備改
修その他工事

千葉県成田市 280日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第二営繕事務所
東京第二営繕事務所
長　山本　英史

東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2019/6/13 （株）日設
東京都港区芝浦１－２
－１

6010401021704 一般競争入札 有 91,267,000 90,090,000 98.71%

Ｈ３１国道２９８号三
郷ＩＣ出口（西）交差
点改良工事

埼玉県三郷市 281日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/6/13 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 220,297,000 202,510,000 91.93%

Ｈ３０小春木第二砂防
堰堤改築工事

山梨県南巨摩郡早川町 197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

2019/6/13 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

8090001009058 一般競争入札 有 93,038,000 91,300,000 98.13%

Ｈ３１国道１９号信州
新町水内地区復旧その
３工事

長野県長野市 193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

2019/6/17 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

1100001000608 一般競争入札 有 268,565,000 242,000,000 90.11%

Ｈ３１泉町地区他舗装
修繕工事

東京都特別区 256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

2019/6/17 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 289,927,000 259,930,000 89.65%

Ｈ３１沼田管内橋梁補
修工事

群馬県利根郡みなかみ
町

228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 2019/6/17 建装工業（株）
東京都港区西新橋３－
１１－１

6010401009377 一般競争入札 有 243,298,000 223,630,000 91.92%

気象庁清瀬庁舎（１
９）電気設備改修その
他工事

東京都清瀬市 283日間 電気設備工事 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 2019/6/18 栗原工業（株）
大阪府大阪市北区南森
町１－４－２４

8120001059636 一般競争入札 有 327,024,000 318,600,000 97.42%

関東農政局前橋市庁舎
（１９）機械設備改修
その他工事

群馬県前橋市 241日間
暖冷房衛生設
備工事

長野営繕事務所
長野営繕事務所長
大谷　信広

長野県長野市旭町1108
長野第2合同庁舎4階

2019/6/18 （有）宮原水道工業所
埼玉県さいたま市北区
宮原町４－４－３０

8030002013361 一般競争入札 有 139,480,000 137,500,000 98.58%

Ｈ３１荒川羽根倉橋上
流築堤工事

埼玉県富士見市 ～ 埼
玉県さいたま市

240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　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2019/6/19 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 146,652,000 132,550,000 90.38%

Ｈ３０国道１号箱根新
道舗装修繕他工事

神奈川県足柄下郡箱根
町

189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

2019/6/19 （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 81,697,000 74,250,000 90.88%

Ｈ３０横浜国道管内Ｃ
ＣＴＶ設備設置（その
２）工事

神奈川県足柄下郡箱根
町

253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

2019/6/20 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 151,426,000 148,500,000 98.07%

Ｈ３０濁川第一砂防堰
堤工事

長野県北佐久郡軽井沢
町

253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　永田　雅一

群馬県渋川市渋川121-1 2019/6/20 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

4100001014101 一般競争入札 有 216,656,000 199,100,000 91.90%

Ｈ３１国道５１号所地
区他改良工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県千葉市

190日間 一般土木工事 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

2019/6/20 （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 183,590,000 176,880,000 96.35%

Ｈ３０神奈川管内耐震
補強工事

神奈川県川崎市 253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

2019/6/20 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町
１０－３－３

6180301018560 一般競争入札 有 299,585,000 297,000,000 99.14%

Ｈ３１上尾道路小敷谷
歩道橋上部工事

埼玉県上尾市 285日間 鋼橋上部工事 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

2019/6/20 （株）角藤
長野県長野市南屋島５
１５番地

9100001000600 一般競争入札 有 135,949,000 135,300,000 99.52%

千葉県警察第二機動隊
炊食浴棟他（１９）建
築改修その他工事

千葉県千葉市 272日間 建築工事 東京第二営繕事務所
東京第二営繕事務所
長　山本　英史

東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2019/6/21 ヤマダ建設（株）
千葉県君津市南子安７
－４－１０

4040001052207 一般競争入札 有 281,710,000 262,900,000 93.32%

Ｈ３０荒川上流統一河
川情報システム設置工
事

埼玉県川越市 252日間 通信設備工事 荒川上流河川事務所
荒川上流河川事務所
長　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2019/6/21 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－
５３－５４

1110001022452 一般競争入札 有 98,142,000 97,768,000 99.62%

Ｈ３１根小屋築堤工事 群馬県高崎市 132日間 一般土木工事 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 2019/6/21 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

3070001018684 一般競争入札 有 84,403,000 75,350,000 89.27%

Ｈ３０荒川桜区田島河
道浚渫工事

埼玉県さいたま市 252日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川上流河川事務所
荒川上流河川事務所
長　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2019/6/21 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西
湊町通三ノ町３３００
－３

6110001005155 一般競争入札 有 208,549,000 206,800,000 99.16%

Ｈ３０金沢国道管内橋
梁補修他工事

神奈川県横浜市 252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

2019/6/21 大勝建設（株）
大阪府大阪市生野区中
川西１－８－４

3120001018002 一般競争入札 有 299,035,000 275,000,000 91.96%

Ｈ３０川原湯地区代替
地他整備工事

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

2019/6/21 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 196,537,000 184,800,000 94.03%

Ｒ１・２銚子管内河川
維持工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県銚子市

649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

2019/6/21 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 102,421,000 101,750,000 99.34%
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Ｈ３０地蔵川第二砂防
堰堤工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 224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　永田　雅一

群馬県渋川市渋川121-1 2019/6/21 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村大
字三原８７５

3070001024022 一般競争入札 有 228,921,000 208,780,000 91.20%

Ｈ３０利根川右岸佐波
地盤改良工事

埼玉県加須市 221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

2019/6/24 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 180,455,000 162,250,000 89.91%

Ｈ３０利根川右岸栗橋
北地盤改良工事

埼玉県久喜市 231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

2019/6/24 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 297,638,000 270,050,000 90.73%

Ｈ３０稲戸井調節池上
流土砂整正工事

茨城県守谷市 147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

2019/6/24 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 296,747,000 268,840,000 90.60%

Ｒ１東京国道管内電線
共同溝補修その１工事

東京都港区 ～ 東京都
渋谷区

210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

2019/6/24 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 184,371,000 183,700,000 99.64%

Ｈ３１矢板管内法面補
修他工事

栃木県矢板市 ～ 栃木
県那須塩原市

249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
小幡　宏

栃木県宇都宮市平松町
504

2019/6/24 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 86,086,000 79,970,000 92.90%

横浜国道管内防災対策
（その１）工事

神奈川県足柄上郡松田
町 ～ 神奈川県足柄上
郡山北町

221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

2019/6/24 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３５

7010001008811 一般競争入札 有 199,133,000 192,500,000 96.67%

Ｈ３１北千葉道路環境
整備その７工事

千葉県成田市 221日間 一般土木工事 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

2019/6/24 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町
栗山３１９５－１

1040001062687 一般競争入札 有 206,888,000 204,600,000 98.89%

Ｈ３１長野国道管内道
路情報板更新ほか工事

長野県上田市 ～ 長野
県長野市

249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

2019/6/24 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

1130001038463 一般競争入札 有 297,957,000 277,200,000 93.03%

Ｈ３０野田橋下流地区
基盤整備外工事

埼玉県吉川市 263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 2019/6/24 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 298,485,000 272,580,000 91.32%

Ｈ３１長野国道管内道
の駅非常用発電機ほか
設置工事

長野県上水内郡信濃町
～ 長野県上田市

248日間
受変電設備工
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

2019/6/25 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 122,727,000 109,450,000 89.18%

Ｈ３１国道２０号八王
子南ＢＰ寺田地区改良
（その６）工事

東京都八王子市 180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

2019/6/25 木本建興（株）
神奈川県相模原市中央
区中央３－３－１５

9021001011802 一般競争入札 有 76,516,000 72,490,000 94.74%

Ｈ３１長野国道管内Ｃ
ＣＴＶカメラ設置ほか
工事

長野県上田市 ～ 長野
県長野市

248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

2019/6/25 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 278,432,000 250,800,000 90.08%

Ｒ１関東技術事務所庁
舎空調設備改修工事

千葉県松戸市 80日間
暖冷房衛生設
備工事

関東技術事務所
関東技術事務所長
宮武　一郎

千葉県松戸市五香西6-
12-1

2019/6/25 （株）瀧澤興業
千葉県市川市妙典３－
２３－１１

8040001026801 一般競争入札 有 8,164,800 7,290,000 89.29%

Ｒ１国道１８号松井田
地区防災工事

群馬県安中市 248日間 法面処理工事 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 2019/6/25 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

9070001001420 一般競争入札 有 188,848,000 183,700,000 97.27%

大月バイパス坂瀬地区
改良工事

山梨県大月市 371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

2019/6/25 天野工業（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田１１７５－１

7090001007855 一般競争入札 有 184,670,800 169,596,600 91.85%

Ｈ３１年国道６号千代
田石岡ＢＰ田島地区改
良工事

茨城県石岡市 280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

2019/6/25 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－２

6050001030449 一般競争入札 有 230,472,000 212,960,000 92.40%

中部横断自動車道出張
所管内他改良工事

長野県佐久市 ～ 長野
県上田市

273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

2019/6/26 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 295,713,000 267,300,000 90.39%

Ｈ３０巴波川右岸伯仲
地先外掘削他工事

栃木県栃木市 246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

2019/6/27 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 260,975,000 234,850,000 89.99%

Ｈ３０稲戸井調節池土
砂掘削工事

茨城県守谷市 ～ 千葉
県柏市

270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

2019/6/27 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 249,601,000 226,270,000 90.65%

Ｈ３０荒川西区宝来築
堤他工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県比企郡川島町

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　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2019/6/27 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 265,045,000 240,460,000 90.72%

Ｈ３０塩島沢砂防堰堤
工事

山梨県南巨摩郡早川町 183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

2019/6/27 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町
遅沢２３４８

1090001011978 一般競争入札 有 150,480,000 147,400,000 97.95%

Ｈ３０町道林長野原線
道路改良他工事

群馬県吾妻郡長野原町 247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

2019/6/27 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町
１－１－７

9070001001420 一般競争入札 有 263,428,000 246,400,000 93.54%

Ｒ１江戸川右岸下内川
地区堤防整備外工事

埼玉県吉川市 ～ 千葉
県野田市

272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 2019/6/27 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 232,199,000 208,890,000 89.96%

Ｈ３０川浦第一床固工
（２期）外工事

群馬県高崎市 246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　永田　雅一

群馬県渋川市渋川121-1 2019/6/27 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 245,421,000 224,840,000 91.61%

Ｈ３１年常陸河川国道
管内バイパス改良他工
事

茨城県石岡市 ～ 茨城
県潮来市

238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

2019/6/27 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 210,386,000 194,700,000 92.54%

Ｒ１国道１８号東御市
交通安全対策工事

長野県東御市 246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

2019/6/27 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 120,868,000 115,500,000 95.56%

Ｈ３１那珂川大杉山揚
水機場樋管改築工事

茨城県水戸市 271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

2019/6/28 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 549,076,000 499,400,000 90.95%

Ｈ３０利根川上流予備
発電設備改修工事

埼玉県久喜市 245日間
受変電設備工
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

2019/6/28 （株）第一テクノ
東京都品川区南大井６
－１３－１０

8010701005413 一般競争入札 有 123,453,000 115,610,000 93.65%
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Ｈ３０利根川上流ＣＣ
ＴＶ設備改修工事

千葉県野田市 ～ 埼玉
県熊谷市

245日間 通信設備工事
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

2019/6/28 住友電設（株）
大阪府大阪市西区阿波
座２－１－４

7120001044515 一般競争入札 有 41,118,000 40,678,000 98.93%

Ｈ３１市川南排水樋管
設置工事

千葉県市川市 277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 2019/6/28 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 280,632,000 273,900,000 97.60%

Ｒ１利根川左岸仲新田
築堤工事

茨城県神栖市 221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

2019/6/28 （株）茂木工務店
茨城県潮来市辻６６－
３

2050001021625 一般競争入札 有 125,807,000 113,157,000 89.94%


