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Ｒ１東関道中根地区外
跨道橋下部工事

茨城県行方市 471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

2019/8/1 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 280,995,000 269,500,000 95.91%

Ｈ３０・Ｒ１神奈川出
張所・保土ヶ谷出張所
管内橋梁補修他工事

東京都大田区 ～ 東京
都世田谷区

211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

2019/8/1 フジタ道路（株）
東京都中央区晴海１－
８－１０

7010001034923 一般競争入札 有 280,566,000 270,820,000 96.53%

Ｒ１中部横断道丸滝ト
ンネル監査路設置他工
事

山梨県南巨摩郡身延町 243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

2019/8/1 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２
－１１－８

3090001002174 一般競争入札 有 239,272,000 215,468,000 90.05%

Ｒ１国道１２７号富津
市萩生地区他防災対策
工事

千葉県富津市 ～ 千葉
県南房総市

211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

2019/8/1 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 209,759,000 207,900,000 99.11%

Ｒ１国道１６号拝島地
先特車自動計測設備修
繕工事

東京都昭島市 243日間 機械設備工事 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

2019/8/1 大日通信工業（株）
兵庫県尼崎市金楽寺町
１－２－６５

4140001049721 一般競争入札 有 94,028,000 92,290,000 98.15%

Ｈ３０昭和機械設備改
修その他工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

183日間
暖冷房衛生設
備工事

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 2019/8/1 （株）奥山設備
東京都昭島市中神町２
－２５－１８

4012801001972 一般競争入札 有 57,002,000 55,000,000 96.49%

Ｒ１西湘海岸消波ブ
ロック設置工事

神奈川県中郡大磯町 229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

2019/8/2 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 279,224,000 275,000,000 98.49%

Ｒ１国分寺管内路面補
修他（その６）工事

栃木県下野市 ～ 栃木
県宇都宮市

230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
小幡　宏

栃木県宇都宮市平松町
504

2019/8/2
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

6220001002307 一般競争入札 有 212,344,000 203,500,000 95.84%

Ｒ１国道１７号笹目橋
（上り）耐震補強工事

埼玉県戸田市 330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

2019/8/5 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区
名駅１－１－４　ＪＲ
セントラルタワーズ３

1180001027354 一般競争入札 有 453,937,000 412,940,000 90.97%

Ｈ３０大宮国道管内停
電対策設備設置工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県熊谷市

207日間
受変電設備工
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

2019/8/5 （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 83,622,000 75,130,000 89.84%

Ｒ１関東技術直流電源
装置設置工事

千葉県松戸市 179日間
受変電設備工
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

2019/8/5 （株）ケーネス
東京都港区芝公園２－
６－３

8010401009458 一般競争入札 有 18,029,000 16,280,000 90.30%

Ｈ３１矢板管内路面補
修他（その２）工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県塩谷郡高根沢町

199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
小幡　宏

栃木県宇都宮市平松町
504

2019/8/5 光洋建設（株）
栃木県小山市喜沢６８
９

3060001014239 一般競争入札 有 112,365,000 104,500,000 93.00%

Ｒ１荒川上流光ケーブ
ル設備維持工事

埼玉県川越市 239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

2019/8/5 （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 43,956,000 39,050,000 88.84%

Ｒ１国道３５７号特車
自動計測設備修繕工事

千葉県浦安市 ～ 千葉
県市川市

239日間 機械設備工事 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

2019/8/5 大日通信工業（株）
兵庫県尼崎市金楽寺町
１－２－６５

4140001049721 一般競争入札 有 215,677,000 212,080,000 98.33%

Ｒ１国道２０号茅野大
橋耐震補強工事

長野県茅野市 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

2019/8/5 スワテック建設（株）
長野県諏訪市城南２－
２３５３

1100001018443 一般競争入札 有 98,648,000 97,900,000 99.24%

Ｒ１国道３５７号羽田
地区トンネル非常警報
設備設置工事

東京都大田区 207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

2019/8/5 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区
前田町１００

6080101015719 一般競争入札 有 220,033,000 214,500,000 97.49%

Ｒ１渡良瀬遊水地掘削
工事

栃木県栃木市 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

2019/8/5 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

2060002040251 一般競争入札 有 295,284,000 271,005,900 91.78%

Ｈ３０上内川地区基盤
整備工事

埼玉県吉川市 221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 2019/8/5 坂田建設（株）
東京都墨田区本所３－
２１－１０

9010601011163 一般競争入札 有 296,890,000 271,700,000 91.52%

警視庁第六機動隊庁舎
（１９）電気設備改修
工事

東京都品川区 207日間 電気設備工事 甲武営繕事務所
甲武営繕事務所長
城谷　泰朗

東京都立川市緑町3567 2019/8/5 東陽電気工事（株）
東京都品川区中延３－
２－１５

8010701006980 一般競争入札 有 29,425,000 26,928,000 91.51%

Ｈ３０多摩川右岸堰一
丁目築堤護岸他工事

神奈川県川崎市 ～ 東
京都大田区

238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

2019/8/6 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

3010001008674 一般競争入札 有 219,362,000 199,980,000 91.16%

Ｒ１五十里・川治放流
警報設備他改修工事

栃木県日光市 206日間 通信設備工事
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

2019/8/6
東芝通信インフラシス
テムズ（株）

東京都府中市東芝町１ 1120001085374 一般競争入札 有 94,556,000 86,680,000 91.67%

Ｈ３０・Ｒ１金沢国道
出張所管内舗装修繕他
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横須賀市

206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

2019/8/6 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 283,602,000 282,810,000 99.72%

Ｒ１国道１４号亀戸小
松川立体東小松川地区
共同溝接続工事

東京都葛飾区 205日間 一般土木工事 首都国道事務所
首都国道事務所長
小林　達徳

千葉県松戸市竹ヶ花86 2019/8/7 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 206,734,000 198,000,000 95.78%

Ｈ３０・Ｒ１保土ヶ谷
出張所管内耐震補強
（その２）工事

神奈川県横浜市 205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

2019/8/7 建装工業（株）
東京都港区西新橋３－
１１－１

6010401009377 一般競争入札 有 231,924,000 221,100,000 95.33%

Ｒ１中部横断道南部Ｉ
Ｃ道路管理施設新営工
事

山梨県南巨摩郡南部町 296日間 建築工事 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

2019/8/7 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

2090001005913 一般競争入札 有 227,480,000 224,400,000 98.65%

Ｈ３０国道２９８号新
善町外ポンプ設備更新
工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県三郷市

205日間 機械設備工事 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

2019/8/7 （株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１
５－１

6300001000946 一般競争入札 有 217,415,000 198,000,000 91.07%

Ｒ１中部横断道交通安
全施設他設置工事

長野県佐久市 121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

2019/8/7
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６番地

6100001003556 一般競争入札 有 126,522,000 116,050,000 91.72%

Ｈ３０下館管内ＣＣＴ
Ｖカメラ設備等更新工
事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県常総市

233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

2019/8/7 （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 136,224,000 128,150,000 94.07%

Ｒ１国道１７号石原跨
線橋外橋梁補修工事

群馬県渋川市 204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　福井　貴規

群馬県高崎市栄町6-41 2019/8/8 小野里工業（株）
群馬県前橋市下小出町
１－１－１２

3070001000667 一般競争入札 有 173,899,000 156,420,000 89.95%
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Ｈ３０多摩川右岸平町
低水護岸工事

東京都八王子市 230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

2019/8/8 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

9010601002113 一般競争入札 有 214,643,000 202,400,000 94.30%

Ｒ１五十里ダム主放流
設備修繕工事

栃木県日光市 230日間 機械設備工事
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

2019/8/8 佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町
鉾木２２０

3230001006466 一般競争入札 有 99,110,000 95,700,000 96.56%

Ｒ１鬼怒川右岸片角地
区外河道掘削工事

茨城県結城郡八千代町 230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

2019/8/8 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

9050001021593 一般競争入札 有 287,177,000 264,660,000 92.16%

Ｈ３０・Ｒ１西湘バイ
パス災害対策工事

神奈川県中郡大磯町 ～
神奈川県中郡二宮町

204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

2019/8/8
（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 222,629,000 199,760,000 89.73%

Ｒ１国道１６号大青田
地区（その１）電線共
同溝工事

千葉県野田市 225日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/8/8 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

9010001034987 一般競争入札 有 261,800,000 261,140,000 99.75%

Ｒ１高崎河川国道事務
所管内交通安全対策工
事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県高崎市

203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　福井　貴規

群馬県高崎市栄町6-41 2019/8/9 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

2070001003175 一般競争入札 有 266,717,000 258,500,000 96.92%

Ｒ１木挽崩沢砂防堰堤
堤脚保護工事

山梨県南巨摩郡早川町 229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

2019/8/9 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 196,284,000 178,530,000 90.95%

Ｒ１宮本台宿舎３号棟
建築改修その他工事

千葉県船橋市 231日間 建築工事 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

2019/8/9 三良建設（株）
千葉県松戸市南花島３
－５４－１

4040001037034 一般競争入札 有 45,947,000 42,801,000 93.15%

Ｒ１鬼怒川右岸上山川
下流築堤工事

茨城県結城市 294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

2019/8/9 正栄工業（株）
茨城県常総市水海道山
田町４７３３

6050001029417 一般競争入札 有 83,974,000 78,540,000 93.53%

Ｒ１鬼怒川右岸上山川
中流築堤工事

茨城県結城市 316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

2019/8/9 福井建設（株）
茨城県石岡市茨城３－
１７－４

4050001011871 一般競争入札 有 75,636,000 71,280,000 94.24%

Ｒ１鬼怒川左岸関本中
地区外河道掘削工事

茨城県筑西市 226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

2019/8/9
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

2050001009637 一般競争入札 有 286,055,000 258,500,000 90.37%

Ｒ１鬼怒川左岸関本肥
土上流築堤工事

茨城県筑西市 316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

2019/8/9 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－
１６－２４

3050001009132 一般競争入札 有 82,434,000 73,810,000 89.54%

Ｒ１中部横断道大島第
二トンネル監査路設置
他工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

235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

2019/8/9 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 247,764,000 230,120,000 92.88%

Ｈ３０国道２９８号安
行地下道外ポンプ設備
更新工事

埼玉県川口市 203日間 機械設備工事 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

2019/8/9
（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 224,147,000 203,170,000 90.64%

Ｒ１国道１６号大青田
地区（その２）電線共
同溝工事

千葉県野田市 224日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/8/9 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

9010401006818 一般競争入札 有 259,798,000 237,380,000 91.37%

Ｒ１国道１６号大青田
地区（その３）電線共
同溝工事

千葉県野田市 224日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/8/9 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

9010401006818 一般競争入札 有 252,615,000 234,080,000 92.66%

Ｒ１国道１２６号台方
外舗装修繕工事

千葉県東金市 235日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/8/9 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

6010001052042 一般競争入札 有 260,238,000 238,700,000 91.72%

Ｒ１国道１２６号丹尾
外舗装修繕工事

千葉県東金市 235日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/8/9 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 262,680,000 237,600,000 90.45%

Ｈ３０北浦右岸釜谷地
区特殊堤防整備工事

茨城県潮来市 204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
須藤　純一

茨城県潮来市潮来3510 2019/8/9 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

4050001021490 一般競争入札 有 133,793,000 123,200,000 92.08%

Ｒ１国道５１号鹿嶋市
神向寺地区交差点改良
工事

茨城県鹿嶋市 224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　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/8/9 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 151,855,000 138,270,000 91.05%

Ｈ３０笛吹川右岸川中
島階段護岸他工事

山梨県笛吹市 199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

2019/8/13 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

9090001001261 一般競争入札 有 193,006,000 174,790,000 90.56%

Ｒ１国道１２６号北谷
津～坂月舗装修繕工事

千葉県千葉市 231日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/8/13 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 229,526,000 209,000,000 91.06%

Ｒ１国道１８号上田市
上塩尻地区舗装修繕他
工事

長野県上田市 ～ 長野
県小諸市

219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

2019/8/13 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

8100001010352 一般競争入札 有 196,878,000 182,380,000 92.64%

Ｒ１前弓澤橋架替工事 群馬県沼田市 223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 2019/8/15 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

1070001023109 一般競争入札 有 139,975,000 131,450,000 93.91%

Ｒ１中部横断道下八木
沢地区改良工事

山梨県南巨摩郡身延町 320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

2019/8/15 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 620,972,000 564,850,000 90.96%

Ｈ３０横浜国道事務所
管内トンネル照明設備
他更新工事

神奈川県横浜市 193日間 電気設備工事 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

2019/8/19 （株）大三洋行
東京都港区港南２－５
－１１

2010401016534 一般競争入札 有 159,742,000 159,500,000 99.85%

Ｈ３０印旛水門予備発
電設備新設工事

千葉県印旛郡栄町 165日間 機械設備工事
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

2019/8/19
（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 43,450,000 40,700,000 93.67%

Ｈ３０富士川右岸木島
低水護岸工事

静岡県富士市 192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

2019/8/20 地成建設（株）
静岡県富士宮市長貫６
７５－２

5080101011594 一般競争入札 有 84,766,000 84,150,000 99.27%

Ｒ１利根川橋下部撤去
（７）工事

埼玉県久喜市 283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

2019/8/20 （株）内田組
茨城県古河市旭町２－
２０－４

4050001018297 一般競争入札 有 286,968,000 259,017,000 90.26%
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Ｈ３０舞浜立体道路照
明設備設置工事

千葉県浦安市 192日間 電気設備工事 首都国道事務所
首都国道事務所長
小林　達徳

千葉県松戸市竹ヶ花86 2019/8/20 （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 114,752,000 104,280,000 90.87%

Ｒ１湯西川ダム係船設
備新設工事

栃木県日光市 556日間 機械設備工事
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

2019/8/20 ノダック（株）
大阪府豊中市宝山町２
３－１５

1120901030611 一般競争入札 有 292,094,000 291,500,000 99.80%

Ｒ１日立国道管内外照
明維持工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県桜川市

224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　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/8/20 イガラシ綜業（株）
茨城県日立市幸町２－
８－６

1050001022962 一般競争入札 有 20,977,000 20,790,000 99.11%

横浜港北地方合同庁舎
（１９）建築改修その
他工事

神奈川県横浜市 178日間 建築工事 横浜営繕事務所
横浜営繕事務所長
森　治彦

神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2019/8/20 大石建設（株）
東京都稲城市平尾１－
５０－２０

6013401001782 一般競争入札 有 81,334,000 78,650,000 96.70%

警視庁警察学校（１
９）電気設備改修工事

東京都府中市 833日間 電気設備工事 甲武営繕事務所
甲武営繕事務所長
城谷　泰朗

東京都立川市緑町3567 2019/8/20 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 355,850,000 343,200,000 96.45%

Ｒ１富士川右岸木島護
岸他工事

静岡県富士市 191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

2019/8/21 （株）石井組
静岡県富士市水戸島元
町４－１０

2080101008098 一般競争入札 有 189,750,000 188,100,000 99.13%

Ｈ３０国道１４号亀戸
小松川立体松島地区函
渠工事

東京都江戸川区 217日間 一般土木工事 首都国道事務所
首都国道事務所長
小林　達徳

千葉県松戸市竹ヶ花86 2019/8/21 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 157,146,000 146,300,000 93.10%

Ｒ１鬼怒川左岸関本分
中上流築堤工事

茨城県筑西市 266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

2019/8/21
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

2050001009637 一般競争入札 有 99,803,000 97,900,000 98.09%

Ｒ１国道２０号大月Ｂ
Ｐ塩瀬地区改良工事

山梨県大月市 223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

2019/8/21 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 277,387,000 251,900,000 90.81%

Ｒ１品川・亀有出張所
管内交通安全対策ほか
工事

東京都特別区 218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

2019/8/22 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 195,789,000 187,000,000 95.51%

Ｒ１国道５１号潮来Ｂ
Ｐ跨道橋下部他工事

茨城県潮来市 210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　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/8/22 幸武建設（株）
茨城県神栖市神栖４‐
５‐３１

7050001020548 一般競争入札 有 93,533,000 92,400,000 98.79%

Ｒ１国道５１号鹿嶋市
厨４丁目地区交差点改
良工事

茨城県鹿嶋市 211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　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/8/22 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 149,776,000 134,464,000 89.78%

Ｒ１国道１７号上佐野
高架橋外橋梁補修工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

189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　福井　貴規

群馬県高崎市栄町6-41 2019/8/23 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 187,572,000 181,500,000 96.76%

Ｈ３０高崎管内経路情
報収集装置防災対策工
事

群馬県高崎市 206日間
受変電設備工
事

高崎河川国道事務所
高崎河川国道事務所
長　福井　貴規

群馬県高崎市栄町6-41 2019/8/23 門倉テクノ（株）
群馬県前橋市上小出町
３－１－５

9070001004654 一般競争入札 有 100,760,000 91,300,000 90.61%

Ｒ１江戸川右岸野田橋
地区河道掘削工事

埼玉県吉川市 ～ 埼玉
県北葛飾郡松伏町

221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 2019/8/23 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 229,031,000 205,678,000 89.80%

Ｒ１江戸川左岸三輪野
山地区低水護岸外工事

千葉県流山市 ～ 千葉
県野田市

203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 2019/8/23 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 257,741,000 233,640,000 90.65%

交通安全環境研究所衝
突試験棟（仮称）（１
９）建築工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

374日間 建築工事 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

2019/8/23 （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 541,200,000 533,500,000 98.58%

Ｒ１涸沢応急対策工事 山梨県南巨摩郡早川町 212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

2019/8/26 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

2090001005913 一般競争入札 有 162,272,000 157,300,000 96.94%

Ｒ１那珂川戸多地区環
境整備工事

茨城県那珂市 207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　原田　昌直

茨城県水戸市千波町
1962-2

2019/8/26 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 239,327,000 226,435,000 94.61%

Ｈ３０江戸川河川事務
所照明設備改修工事

千葉県野田市 108日間 電気設備工事 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 2019/8/27 （株）三早電設
千葉県松戸市日暮５－
１７４

9040001040256 一般競争入札 有 16,731,000 11,770,624 70.35%

Ｒ１圏央道多古地区改
良その５工事

千葉県香取郡多古町 216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

2019/8/28 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

7040001017215 一般競争入札 有 102,003,000 92,400,000 90.59%

Ｒ１二瀬ダム土砂搬出
等工事

埼玉県秩父市 216日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
二瀬ダム管理所長
伊藤　和彦

埼玉県秩父市大滝3931-
1

2019/8/28 （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 199,001,000 190,080,000 95.52%

Ｈ３０国道２０号笛吹
地区舗装修繕工事

山梨県笛吹市 121日間
アスファルト
舗装工事

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

2019/8/28 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 130,944,000 117,480,000 89.72%

Ｒ１国道１９号松本市
芳川村井地区舗装修繕
工事

長野県松本市 180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

2019/8/28 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２
－２５

8100001022835 一般競争入札 有 110,000,000 98,450,000 89.50%

Ｒ１利根川左岸栄堤防
整備工事

埼玉県加須市 211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

2019/8/28 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

4030001086536 一般競争入札 有 228,030,000 205,700,000 90.21%

Ｒ１利根川左岸本郷堤
防整備工事

埼玉県加須市 209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

2019/8/28 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 211,640,000 190,630,000 90.07%

Ｈ３０荒川右岸砂町地
区浚渫工事

東京都江東区 145日間
河川しゅんせ
つ工事

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 2019/8/29 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３
－７－１

3011101055078 一般競争入札 有 206,899,000 190,520,000 92.08%

Ｒ１洞ヶ沢第二砂防堰
堤改築工事

長野県諏訪郡富士見町 209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

2019/8/29 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 206,261,000 185,680,000 90.02%

Ｒ１貯水池Ａ水門開閉
装置更新工事

栃木県栃木市 580日間 機械設備工事
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

2019/8/29 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

8030001006291 一般競争入札 有 87,549,000 83,600,000 95.49%
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Ｒ１利根川左岸大山築
堤工事

茨城県古河市 211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

2019/8/29 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 286,748,000 261,800,000 91.30%

Ｒ１東関道山田川橋下
部その２工事

茨城県行方市 494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

2019/8/30 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 268,367,000 243,540,000 90.75%

Ｒ１結城跨道橋耐震補
強他工事

茨城県結城市 ～ 埼玉
県久喜市

208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

2019/8/30
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 218,526,000 199,100,000 91.11%


