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Ｒ１利根川右岸原坪外
２箇所堤防強化（上・
下）工事

茨城県猿島郡五霞町 179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

2019/9/2 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

7030001050910 一般競争入札 有 220,264,000 202,400,000 91.89%

Ｒ１利根川小山外河道
掘削他工事

千葉県野田市 184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

2019/9/2 （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 249,282,000 225,280,000 90.37%

Ｒ１船橋管内標識設置
工事

千葉県船橋市 180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

2019/9/2 東総工業（株）
千葉県旭市萬力１１５
９－１

6040001061511 一般競争入札 有 59,906,000 54,780,000 91.44%

Ｒ１鬼怒川左岸関本上
下流築堤工事

茨城県筑西市 302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

2019/9/2 （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 219,901,000 199,030,590 90.51%

Ｒ１鬼怒川左岸桐ヶ瀬
中流築堤工事

茨城県下妻市 232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

2019/9/2 大坂建鋼（株）
茨城県常総市国生１４
４８

1050001030049 一般競争入札 有 78,199,000 69,630,000 89.04%

Ｒ１東関道山田川橋下
部その１工事

茨城県行方市 514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

2019/9/2 （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 202,037,000 182,160,000 90.16%

Ｒ１北千葉導水路第一
導水路区間補修工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
印西市

150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

2019/9/2 （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 106,414,000 100,100,000 94.07%

Ｈ３０国道１３９号本
栖橋耐震補強工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

116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

2019/9/2 （株）大森工務所
山梨県富士吉田市とき
わ台１－４－５

2090001009583 一般競争入札 有 184,470,000 169,400,000 91.83%

市ヶ谷警察総合庁舎
（１９）電気設備工事

東京都新宿区 1669日間 電気設備工事 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

2019/9/3 （株）中電工
広島県広島市中区小網
町６－１２

9240001006971 一般競争入札 有 2,016,300,000 1,867,800,000 92.64%

Ｒ１国道１６号千種海
岸－姉崎海岸舗装修繕
工事

千葉県市原市 210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

2019/9/3 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

4180001037565 一般競争入札 有 269,555,000 244,200,000 90.59%

Ｒ１国道１６号千種海
岸舗装修繕その３工事

千葉県市原市 210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

2019/9/3 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 284,372,000 264,308,000 92.94%

Ｒ１利根川左岸明和梅
原築堤護岸工事

群馬県邑楽郡明和町 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

2019/9/3 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 235,510,000 216,260,000 91.83%

Ｒ１荒川左岸上江橋上
流築堤他工事

埼玉県さいたま市 198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

2019/9/3 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 236,841,000 213,092,000 89.97%

Ｒ１相武国道管内交通
安全施設整備工事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

178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

2019/9/3 （株）厚木植木
神奈川県厚木市三田１
７４－４

4021001019206 一般競争入札 有 186,043,000 180,180,000 96.85%

Ｈ３０東京国道管内無
停電電源装置設置工事

東京都特別区 178日間
受変電設備工
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

2019/9/3 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 74,514,000 73,700,000 98.91%

交通安全環境研究所衝
突試験棟（仮称）（１
９）電気設備工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

362日間 電気設備工事 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

2019/9/4
東芝プラントシステム
（株）

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３６－５

2020001086464 一般競争入札 有 151,360,000 140,455,700 92.80%

Ｒ１横環南栄ＩＣ・Ｊ
ＣＴ　Ｈランプ１号橋
上部工事

神奈川県横浜市 481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

2019/9/4 日本車輌製造（株）
愛知県名古屋市熱田区
三本松町１－１

4180001022575 一般競争入札 有 394,592,000 358,600,000 90.88%

Ｒ１あづみの公園施設
改修他工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県大町市

203日間 造園工事 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

2019/9/4 （株）楽東苑
長野県長野市松代町大
室６４０－１

8100001003744 一般競争入札 有 84,755,000 81,807,000 96.52%

Ｒ１鬼怒川左岸二本紀
地区外周辺整備工事

茨城県下妻市 ～ 茨城
県常総市

300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

2019/9/4 （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 288,651,000 262,350,000 90.89%

Ｈ３０国道３５７号舞
浜大橋右岸ランプ橋
（山側）塗装工事

東京都特別区 177日間 塗装工事 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

2019/9/4 清水塗工（株）
神奈川県横浜市神奈川
区白幡仲町４０－３５

8020001023338 一般競争入札 有 275,759,000 255,200,000 92.54%

交通研ＷＬＴＰ試験棟
（仮称）他（１９）機
械設備工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

477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

2019/9/5 （株）精研
大阪府大阪市中央区南
船場２－１－３

3120001082411 一般競争入札 有 201,300,000 190,300,000 94.54%

Ｒ１鶴見川左岸元宮耐
震堤防工事

神奈川県横浜市 204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

2019/9/5 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

7010601004722 一般競争入札 有 279,983,000 257,290,000 91.89%

税務大学校和光校舎
（１９）建築改修その
他工事

埼玉県和光市 391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

2019/9/5 （株）今西組
大阪府大阪市天王寺区
上本町６－９－２１

8120001022313 一般競争入札 有 267,740,000 245,300,000 91.62%

Ｒ１富士川上流樹木伐
採その他工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県韮崎市

178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

2019/9/5 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 102,971,000 92,950,000 90.27%

Ｈ３０国道２４６号世
田谷地区舗装修繕工事

東京都世田谷区 176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

2019/9/5 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 287,980,000 265,100,000 92.06%

Ｈ３０国道２０号道路
情報表示設備更新工事

山梨県上野原市 ～ 山
梨県大月市

176日間 通信設備工事 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

2019/9/5 名古屋電機工業（株）
愛知県あま市篠田面徳
２９－１

7180001020428 一般競争入札 有 291,060,000 263,483,000 90.53%

Ｒ１多摩川左岸矢口築
堤護岸他工事

東京都大田区 ～ 神奈
川県川崎

187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

2019/9/6 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 275,451,000 250,800,000 91.05%

Ｒ１鬼怒川左岸前河原
上流築堤工事

茨城県下妻市 257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

2019/9/6 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

6030001070711 一般競争入札 有 272,140,000 247,170,000 90.82%

Ｈ３０三郷・松戸地区
河道掘削工事

埼玉県三郷市 175日間
河川しゅんせ
つ工事

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 2019/9/6 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 267,080,000 244,585,000 91.58%
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Ｒ１荒川下流水門無線
制御設備設置工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県戸田市

175日間 通信設備工事 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 2019/9/6 エフコム（株）
東京都港区芝２－２８
－８

6010401005112 一般競争入札 有 174,471,000 172,700,000 98.98%

Ｒ１長野国道管内地下
道設備改修工事

長野県長野市 203日間 機械設備工事 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

2019/9/6
（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 199,606,000 199,100,000 99.75%

Ｒ１鬼怒川左岸中居指
築堤工事

茨城県下妻市 298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

2019/9/6 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

5040001007093 一般競争入札 有 207,460,000 203,280,000 97.99%

Ｈ３０羽衣・伊勢佐木
地下駐車場機械設備修
繕工事

神奈川県横浜市 175日間 機械設備工事 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

2019/9/6 日本コンベヤ（株）
東京都千代田区鍛冶町
１－７－７

1122001015773 一般競争入札 有 40,117,000 39,600,000 98.71%

市ヶ谷警察総合庁舎
（１９）機械設備工事

東京都新宿区 1663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

2019/9/9 （株）大氣社
東京都新宿区西新宿８
－１７－１　住友不動
産新宿グランドタワー

7011101011812 一般競争入札 有 2,612,500,000 2,427,480,000 92.92%

Ｒ１薗原ダムガント
リークレーン修繕工事

群馬県沼田市 172日間 機械設備工事
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

2019/9/9
（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 12,694,000 11,550,000 90.99%

Ｈ３０餅ヶ瀬川一号砂
防堰堤改築工事

栃木県日光市 172日間 一般土木工事 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

2019/9/9 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３番地

8070001016056 一般競争入札 有 117,964,000 110,000,000 93.25%

Ｒ１中部横断道城山ト
ンネル工事用道路撤去
他（その２）工事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県南巨摩
郡身延町

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

2019/9/9 （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 278,784,000 277,970,000 99.71%

Ｈ３０横浜国道事務所
管内道路情報表示装置
新設工事

神奈川県足柄下郡箱根
町

204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

2019/9/9 名古屋電機工業（株）
愛知県あま市篠田面徳
２９－１

7180001020428 一般競争入札 有 175,604,000 157,575,000 89.73%

Ｒ１利根川右岸大越樋
ノ口・常木堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県羽生市

169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

2019/9/10
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 166,309,000 149,380,000 89.82%

Ｒ１国道３５７号末広
橋下部工事

千葉県船橋市 416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

2019/9/10 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 199,947,000 196,900,000 98.48%

Ｒ１鬼怒川右岸本郷築
堤工事

茨城県結城郡八千代町 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

2019/9/10 （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 229,097,000 209,000,000 91.23%

Ｒ１鬼怒川左岸今泉築
堤工事

茨城県下妻市 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

2019/9/10 （株）内田組
茨城県古河市旭町２－
２０－４

4050001018297 一般競争入札 有 259,567,000 240,515,000 92.66%

Ｈ３０国道１３８・１
３９号道路情報表示設
備更新工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町 ～ 山梨県南都
留郡山中湖村

171日間 通信設備工事 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

2019/9/10 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

1130001038463 一般競争入札 有 269,973,000 244,420,000 90.53%

Ｈ３０国道３５７号舞
浜立体舗装工事

千葉県浦安市 ～ 東京
都江戸川区

198日間
アスファルト
舗装工事

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 2019/9/10 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

6010401017685 一般競争入札 有 257,092,000 233,200,000 90.71%

Ｒ１国道２０号新宿御
苑トンネル照明設備設
置工事

東京都新宿区 355日間 電気設備工事 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

2019/9/11 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 299,695,000 291,500,000 97.27%

Ｒ１（仮称）道の駅お
けがわ改良工事

埼玉県桶川市 385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

2019/9/11 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

2140001062214 一般競争入札 有 295,911,000 286,000,000 96.65%

Ｈ３０渡良瀬川右岸花
輪１号帯工工事

群馬県みどり市 170日間 一般土木工事 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

2019/9/11 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 281,952,000 258,830,000 91.80%

Ｒ１鬼怒川右岸片角上
流築堤工事

茨城県結城郡八千代町 293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

2019/9/11 （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 296,747,000 267,850,000 90.26%

Ｒ１国道１７号大門ア
ンダーパス外照明設備
設置工事

東京都板橋区 ～ 東京
都文京区

354日間 電気設備工事 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

2019/9/12 川北電気工業（株）
愛知県名古屋市中区栄
４－６－２５

1180001035290 一般競争入札 有 252,417,000 236,500,000 93.69%

Ｒ１国道１７号桶川地
区舗装修繕工事

埼玉県桶川市 201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
田中　倫英

埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2019/9/12 日瀝道路（株）
東京都千代田区九段北
４－３－２９

7010001025591 一般競争入札 有 285,670,000 278,080,000 97.34%

Ｒ１鬼怒川右岸仁江戸
築堤工事

茨城県結城郡八千代町 292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

2019/9/12 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

7060001020687 一般競争入札 有 109,538,000 102,300,000 93.39%

Ｒ１鬼怒川右岸片角下
流築堤工事

茨城県結城郡八千代町 292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

2019/9/12 （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 185,988,000 168,705,900 90.71%

Ｈ３０昭和非常用発電
設備設置工事

東京都立川市 189日間
受変電設備工
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 2019/9/12 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－
６－２

2010401007649 一般競争入札 有 72,556,000 69,080,000 95.21%

Ｈ３０荒川上流ＣＣＴ
Ｖ装置設置工事

埼玉県東松山市 ～ 埼
玉県深谷市

165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

2019/9/13
東京システム特機
（株）

東京都千代田区飯田橋
４－５－１１　パール
飯田橋ビル１階

8010001034204 一般競争入札 有 14,476,000 13,310,000 91.95%

Ｒ１岩淵水門ゲート設
備修繕工事

東京都北区 192日間 機械設備工事 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 2019/9/13
（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 194,645,000 177,100,000 90.99%

Ｒ１粟倉地区改良（そ
の２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 200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

2019/9/13 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

7090001011898 一般競争入札 有 258,302,000 236,005,000 91.37%

Ｈ３０明治記念大磯邸
園消火設備設置他工事

神奈川県中郡大磯町 200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 2019/9/13 能美防災（株）
東京都千代田区九段南
４－７－３

5010001008739 一般競争入札 有 191,180,000 177,100,000 92.64%

Ｒ１甲府・峡南国道出
張所管内緑地管理工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

168日間 造園工事 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

2019/9/13
（株）富士グリーン
テック

山梨県甲府市富竹３－
１－３

2090001000773 一般競争入札 有 29,227,000 28,600,000 97.85%
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Ｒ１大月・大和国道出
張所管内緑地管理工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県甲州市

168日間 造園工事 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

2019/9/13 （株）帯金造園
山梨県甲府市池田２－
１１－１２

3090001000401 一般競争入札 有 26,202,000 25,850,000 98.66%

Ｒ１東関道両宿地区跨
道橋下部工事

茨城県行方市 531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

2019/9/17 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

2050001005181 一般競争入札 有 255,123,000 254,100,000 99.60%

Ｒ１新横利根閘門開閉
装置整備工事

千葉県香取市 500日間 機械設備工事 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 2019/9/17 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町
御薗宇６４００－３

7240001023845 一般競争入札 有 106,216,000 98,890,000 93.10%

Ｒ１国道３５７号原木
大橋（山側）塗装工事

千葉県市川市 196日間 塗装工事 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

2019/9/17
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 145,167,000 133,650,000 92.07%

Ｒ１大月・富士吉田国
道出張所管内緑地管理
工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県富士吉田市

164日間 造園工事 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

2019/9/17 （株）アセラ技建
山梨県甲府市蓬沢町１
１７１

5090001004342 一般競争入札 有 25,179,000 24,970,000 99.17%

Ｒ１国道１４号亀戸小
松川立体松島地区擁壁
工事

東京都江戸川区 189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 2019/9/18 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 187,880,000 182,600,000 97.19%

Ｒ１国道３５７号葛西
共同溝補強その１１工
事

東京都江戸川区 415日間 一般土木工事 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

2019/9/18 宮内建設（株）
神奈川県横浜市緑区鴨
居４－６３－５

8020001002481 一般競争入札 有 241,439,000 240,680,000 99.69%

Ｒ１粟倉地区改良（そ
の３）工事

山梨県南巨摩郡身延町 195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

2019/9/18 （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 229,658,000 211,750,000 92.20%

Ｈ３０町道林長野原線
常木橋上部工事

群馬県吾妻郡長野原町 195日間 鋼橋上部工事
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

2019/9/18 （株）北都鉄工
石川県白山市福留町５
５５

8220001006082 一般競争入札 有 78,738,000 73,700,000 93.60%

Ｒ１荒川右岸太郎右衛
門地区外自然再生工事

埼玉県比企郡川島町 ～
埼玉県鴻巣市

173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

2019/9/19 平岩建設（株）
埼玉県所沢市南住吉８
－１９

7030001024906 一般競争入札 有 161,645,000 149,050,000 92.21%

Ｒ１国道２４６号渋谷
駅西口歩道橋照明設備
他設置工事

東京都渋谷区 188日間 電気設備工事 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

2019/9/19 東神電気工業（株）
東京都中央区銀座１－
１１－３

1010001051750 一般競争入札 有 88,110,000 82,500,000 93.63%

Ｒ１荒川右岸八広六丁
目高潮堤防整備工事

東京都墨田区 253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 2019/9/19 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

7010601004722 一般競争入札 有 230,505,000 217,140,000 94.20%

Ｒ１国道２０号日野Ｂ
Ｐ（延伸）豊田地区電
線共同溝（その１）工

東京都日野市 193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

2019/9/19 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 237,699,000 219,780,000 92.46%

Ｒ１国道６号柏（２）
地区（その１）電線共
同溝工事

千葉県柏市 183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

2019/9/19 日瀝道路（株）
東京都千代田区九段北
４－３－２９

7010001025591 一般競争入札 有 208,483,000 199,980,000 95.92%

Ｈ３０甲府河川国道事
務所管内ＣＣＴＶ設備
他設置工事

山梨県上野原市 ～ 山
梨県大月市

162日間 通信設備工事 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

2019/9/19 （株）日立国際電気
東京都港区西新橋２－
１５－１２

2010001098064 一般競争入札 有 282,183,000 278,300,000 98.62%

Ｒ１国道２０号八王子
南ＢＰ館高架橋上部
（その４）工事

東京都八王子市 465日間 鋼橋上部工事 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

2019/9/20
（株）横河ＮＳエンジ
ニアリング

茨城県神栖市砂山１６
－５

1050001021106 一般競争入札 有 541,013,000 493,460,000 91.21%

Ｒ１国道６号牛久土浦
ＢＰ根古屋川橋第３橋
上部工事

茨城県牛久市 525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

2019/9/20
（株）横河ＮＳエンジ
ニアリング

茨城県神栖市砂山１６
－５

1050001021106 一般競争入札 有 432,487,000 394,240,000 91.16%

Ｒ１利根川右岸川妻堤
防強化（下）工事

茨城県猿島郡五霞町 399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

2019/9/20 令和建設（株）
茨城県守谷市百合ケ丘
１－２４０２－１

5050001027818 一般競争入札 有 283,888,000 280,500,000 98.81%

Ｒ１越本護岸工事 群馬県利根郡片品村 187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 2019/9/20 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村大
字須賀川７－１

3070001023148 一般競争入札 有 155,430,000 140,800,000 90.59%

Ｒ１御鉾橋上部工事 群馬県多野郡神流町 252日間 鋼橋上部工事 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 2019/9/20 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

3060001016037 一般競争入札 有 122,760,000 113,850,000 92.74%

Ｒ１利根川右岸中渡堤
防天端整備工事

埼玉県加須市 177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

2019/9/24 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 238,909,000 216,700,000 90.70%

横浜南公共職業安定所
（１９）機械設備改修
その他工事

神奈川県横浜市 248日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2019/9/24 五建工業（株）
東京都千代田区内神田
１－１６－３

4010001015827 一般競争入札 有 125,730,000 120,450,000 95.80%

Ｒ１川浦第１・第２帯
工工事

群馬県高崎市 183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 2019/9/24 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 154,418,000 151,250,000 97.95%

Ｒ１江戸川左岸高谷地
区高潮堤防整備工事

千葉県市川市 189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 2019/9/24 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 156,288,000 141,900,000 90.79%

Ｒ１常陸川水門塗装工
事

茨城県稲敷市 172日間 塗装工事 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 2019/9/25 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９
７５－３

5050001004404 一般競争入札 有 78,892,000 73,700,000 93.42%

Ｒ１国道４号東埼玉道
路大落古利根川側道橋
下部その２工事

埼玉県越谷市 279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

2019/9/25 （株）木下建設
埼玉県白岡市彦兵衛１
２８－４

6030001051637 一般競争入札 有 200,651,000 192,500,000 95.94%

Ｒ１鎌庭排水樋管外
ゲート設備新設工事

茨城県下妻市 ～ 茨城
県常総市

401日間 機械設備工事 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

2019/9/25 （株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１
５－１

6300001000946 一般競争入札 有 237,644,000 221,100,000 93.04%

Ｒ１利根川右岸新川通
堤防天端整備工事

埼玉県加須市 173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

2019/9/25 （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 176,473,000 170,170,000 96.43%

Ｒ１荒川下流ネット
ワーク設備他改修工事

東京都足立区 ～ 東京
都北区

156日間 通信設備工事 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 2019/9/25 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

6010001055706 一般競争入札 有 173,514,000 169,400,000 97.63%
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Ｒ１東関道四鹿地区外
跨道橋上部工事

茨城県行方市 509日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2019/9/25 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－
３－１

7011501001074 一般競争入札 有 263,076,000 253,000,000 96.17%

市ヶ谷警察総合庁舎
（１９）建築その他工
事

東京都新宿区 1646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

2019/9/26 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１
－２５－１

4011101011880 一般競争入札 有 12,155,000,000 11,385,000,000 93.67%

Ｒ１秋山川右岸大古屋
地先護岸工事

栃木県佐野市 181日間 一般土木工事 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

2019/9/26 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

3060001003365 一般競争入札 有 206,822,000 189,750,000 91.75%

Ｈ３０吾妻川護岸整備
工事

群馬県吾妻郡長野原町 187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

2019/9/26 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

9070001002988 一般競争入札 有 208,747,000 206,800,000 99.07%

Ｈ３０明治記念大磯邸
園改修他工事

神奈川県中郡大磯町 187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 2019/9/26 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 59,730,000 57,200,000 95.76%

Ｒ１林地区管理用道路
整備外工事

群馬県吾妻郡長野原町 187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

2019/9/26 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

9070001002988 一般競争入札 有 235,686,000 225,500,000 95.68%

Ｒ１万世橋・代々木出
張所管内交通安全対策
その他工事

東京都特別区 183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

2019/9/26 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

7011001057583 一般競争入札 有 164,813,000 159,500,000 96.78%

Ｈ３０荒川左岸臨海緊
急用船着場浚渫工事

東京都江戸川区 150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 2019/9/27 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 290,961,000 282,700,000 97.16%

Ｒ１荒川左岸西貝塚築
堤工事

埼玉県上尾市 161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

2019/9/27 （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 291,786,000 267,740,000 91.76%

Ｒ１国道２４６号厚木
秦野道路秦野西ＩＣ改
良その３工事

神奈川県秦野市 450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

2019/9/27 大野建設（株）
神奈川県愛甲郡愛川町
中津４０７１－１

7021001020722 一般競争入札 有 210,914,000 192,500,000 91.27%

Ｒ１国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良（そ
の９）工事

東京都八王子市 270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

2019/9/27 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町２
－６－１０　東武太朋
ビル９階

3021001020759 一般競争入札 有 259,523,000 240,130,000 92.53%

Ｒ１国道１８号長野東
ＢＰ北長池地区改良舗
装工事

長野県長野市 245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

2019/9/27 （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 259,611,000 233,860,000 90.08%

Ｒ１国道１８号坂城更
埴ＢＰ塩崎地区改良４
工事

長野県長野市 245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

2019/9/27 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

8100001019393 一般競争入札 有 197,428,000 179,300,000 90.82%

Ｒ１国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良（そ
の１０）工事

東京都八王子市 270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

2019/9/27 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 239,558,000 238,480,000 99.55%

Ｒ１国道６号水戸大橋
補修工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

186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

2019/9/27 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 269,225,000 245,080,000 91.03%

Ｒ１荒川左岸葛西橋中
堤築堤護岸工事

東京都江戸川区 288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 2019/9/30 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１
６２５－２

6490001003781 一般競争入札 有 572,319,000 521,400,000 91.10%

Ｒ１釜無川出張所砂防
整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

183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

2019/9/30 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 15,136,000 14,630,000 96.66%

Ｒ１多摩川上河原堰上
流河道掘削工事

神奈川県川崎市 ～ 東
京都調布市

183日間
河川しゅんせ
つ工事

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

2019/9/30 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

6010401076946 一般競争入札 有 223,069,000 222,200,000 99.61%

Ｒ１谷田川橋（左岸）
耐震他工事

栃木県栃木市 527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

2019/9/30 （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 192,874,000 189,200,000 98.10%

Ｒ１白州出張所砂防整
備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

183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

2019/9/30 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 14,960,000 14,850,000 99.26%

Ｒ１早川出張所砂防整
備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

183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

2019/9/30 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 15,323,000 13,750,000 89.73%

Ｒ１江戸川右岸妙典六
丁目上流地区高潮堤防
整備工事

千葉県市川市 183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 2019/9/30 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 275,352,000 249,370,000 90.56%

Ｒ１江戸川右岸妙典六
丁目下流地区高潮堤防
整備工事

千葉県市川市 183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 2019/9/30 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 268,972,000 255,200,000 94.88%


