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Ｒ１国道１７号上尾道
路ＪＲ跨線橋下部外工
事

埼玉県鴻巣市 ～ 埼玉
県桶川市

207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

2020/1/6 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 138,886,000 137,500,000 99.00%

Ｒ１荒川右岸古谷上背
割堤築堤工事

埼玉県川越市 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

2020/1/6 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 237,743,000 213,950,000 89.99%

Ｒ１国道１６号瑞穂町
二本木電線共同溝（そ
の３）工事

東京都西多摩郡瑞穂町 237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

2020/1/6 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

5110001004884 一般競争入札 有 202,895,000 185,108,000 91.23%

Ｒ１国道３５７号市川
大橋（山側）舗装補修
その３工事

千葉県市川市 206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

2020/1/7 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 270,886,000 264,000,000 97.46%

Ｒ１国道３５７号舞浜
大橋（海側）舗装補修
工事

千葉県浦安市 ～ 東京
都江戸川区

206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

2020/1/7 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７　後楽鹿島ビ
ル　８Ｆ

1010001001805 一般競争入札 有 199,397,000 179,300,000 89.92%

Ｒ１国道３５７号管内
改良他工事

東京都大田区 ～ 神奈
川県川崎市

143日間 一般土木工事 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

2020/1/7 （株）寿組
神奈川県相模原市緑区
葉山島３１５

4021001016319 一般競争入札 有 232,925,000 210,650,000 90.44%

Ｒ１国道１６号五井南
海岸外舗装修繕工事

千葉県市原市 174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

2020/1/8 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 290,004,000 263,780,000 90.96%

Ｒ１岩下沢砂防堰堤改
築工事

群馬県桐生市 236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

2020/1/8 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

5070001023022 一般競争入札 有 189,123,000 179,300,000 94.81%

Ｒ１関東技術庁舎他空
調設備改修工事

千葉県松戸市 79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

2020/1/8 （株）瀧澤興業
千葉県市川市妙典３－
２３－１１

8040001026801 一般競争入札 有 10,175,000 9,295,000 91.35%

Ｒ１国道１７号渋川西
バイパス１号跨道橋上
部工事

群馬県渋川市 259日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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 2020/1/9 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 9210001010695 一般競争入札 有 117,018,000 116,600,000 99.64%

Ｒ１圏央道館野地区高
架橋下部その２工事

茨城県つくば市 447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

2020/1/9 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 233,530,000 217,470,000 93.12%

Ｒ１国道１６号木更津
大橋（下り）橋梁補修
その２外工事

千葉県木更津市 ～ 千
葉県南房総市

235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

2020/1/9
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 290,510,000 282,700,000 97.31%

Ｒ１利根川左岸舞木地
先高水敷整備工事

群馬県邑楽郡千代田町 158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

2020/1/9 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 180,686,000 180,400,000 99.84%

Ｒ１国道４号小山喜沢
電線共同溝（その２）
工事

栃木県小山市 381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

2020/1/14 光洋建設（株）
栃木県小山市喜沢６８
９

3060001014239 一般競争入札 有 195,602,000 176,000,000 89.98%

Ｒ１国道１号横浜駅前
共同溝補修工事

神奈川県横浜市 346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

2020/1/14 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

4020001021312 一般競争入札 有 167,805,000 158,400,000 94.40%

Ｒ１国道３５７号新磯
子（２）電線共同溝他
その２工事

神奈川県横浜市 230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

2020/1/14 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 156,750,000 140,800,000 89.82%

Ｒ１国道２４６号ひば
りヶ丘外電線共同溝そ
の１工事

神奈川県大和市 ～ 神
奈川県座間市

349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

2020/1/14 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

9020001007356 一般競争入札 有 188,232,000 183,700,000 97.59%

Ｒ１国道３５７号原木
大橋（海側）外舗装補
修工事

千葉県市川市 199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

2020/1/14 大林道路（株）
東京都千代田区神田猿
楽町２－８－８

4010601028815 一般競争入札 有 118,866,000 107,756,000 90.65%

Ｒ１足利管内河道整備
工事

栃木県足利市 167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

2020/1/15 岩崎工業（株）
群馬県太田市下小林町
６２－１

5070001018732 一般競争入札 有 109,472,000 95,700,000 87.42%

Ｒ１桐生管内河道整備
工事

群馬県桐生市 167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

2020/1/15 岩崎工業（株）
群馬県太田市下小林町
６２－１

5070001018732 一般競争入札 有 101,002,000 87,450,000 86.58%

Ｒ１二瀬ダム大洞川進
入路（その５）工事

埼玉県秩父市 135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

2020/1/17 （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 249,359,000 243,650,000 97.71%

Ｒ１新４号元栗橋地区
改良（その１）工事

茨城県猿島郡五霞町 430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

2020/1/20 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７　後楽鹿島ビ
ル　８Ｆ

1010001001805 一般競争入札 有 264,869,000 241,670,000 91.24%

Ｒ１荒川左岸西遊馬地
区河川防災ステーショ
ン整備工事

埼玉県さいたま市 156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

2020/1/20 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ケ谷１
１８－１

1030001055114 一般競争入札 有 107,888,000 96,800,000 89.72%

Ｒ１入間川右岸古谷上
築堤工事

埼玉県川越市 176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

2020/1/20 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ケ谷１
１８－１

1030001055114 一般競争入札 有 226,105,000 204,600,000 90.49%

Ｒ１国道２０号八王子
南ＢＰ館地区改良（そ
の１２）工事

東京都八王子市 251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

2020/1/20 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

1010601039204 一般競争入札 有 278,883,000 275,000,000 98.61%

Ｒ１国道４号杉戸
（３）電線共同溝工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町 398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

2020/1/24 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 291,005,000 268,400,000 92.23%

Ｒ１国道１６号村上地
区（その２）電線共同
溝工事

千葉県八千代市 230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

2020/1/24 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

9010601029783 一般競争入札 有 204,677,000 196,900,000 96.20%

Ｒ１国道１７号高島高
架橋耐震補強工事

埼玉県深谷市 432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

2020/1/24
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 162,646,000 156,200,000 96.04%

Ｒ１春日部国道出張所
管内橋梁耐震補強工事

埼玉県越谷市 432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

2020/1/24 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 263,241,000 256,300,000 97.36%
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Ｒ１国道１７号渋川西
バイパス金井地区改良
他その８工事

群馬県渋川市 250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　福井　貴規

群馬県高崎市栄町6-41 2020/1/24 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 293,634,000 266,200,000 90.66%

Ｒ１江戸川右岸野田橋
上流地区基盤整備外工
事

埼玉県北葛飾郡松伏町
～ 千葉県野田市

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 2020/1/24 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

9040001071516 一般競争入札 有 211,200,000 194,150,000 91.93%

Ｒ１東京国道管内ＣＣ
ＴＶ設備他設置工事

東京都特別区 326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

2020/1/27 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

2011001015422 一般競争入札 有 184,129,000 179,300,000 97.38%

Ｒ１国道１６号村上地
区（その１）電線共同
溝工事

千葉県八千代市 245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

2020/1/27 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台３－１２５

9180001002424 一般競争入札 有 211,992,000 191,070,000 90.13%

Ｒ１中部横断道身延山
道路情報表示設備他工
事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

336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

2020/1/27 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 123,376,000 111,100,000 90.05%

Ｒ２西浦和管内右岸維
持管理工事

埼玉県富士見市 429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　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2020/1/27 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 171,831,000 157,300,000 91.54%

Ｒ１国道３５７号葛西
高架橋（海側）補修工
事

東京都江戸川区 186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

2020/1/27 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７　後楽鹿島ビ
ル　８Ｆ

1010001001805 一般競争入札 有 287,881,000 267,300,000 92.85%

Ｒ１国道１７号行田熊
谷電線共同溝工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県行田市

394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

2020/1/28 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

9010401023409 一般競争入札 有 241,505,000 222,200,000 92.01%

Ｒ２西浦和管内左岸維
持管理工事

埼玉県さいたま市 428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　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2020/1/28 （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 277,662,000 255,200,000 91.91%

Ｒ２越辺川管内維持管
理工事

埼玉県東松山市 428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　藤本　雄介

埼玉県川越市新宿町3-
12

2020/1/28 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ケ谷戸４８９

9030001056550 一般競争入札 有 157,850,000 138,270,000 87.60%

Ｒ１中部横断道丸滝ト
ンネル外ラジオ再放送
設備他工事

山梨県南巨摩郡身延町 335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

2020/1/28
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 228,173,000 218,900,000 95.94%

Ｒ１年度山田川芦間町
地区堤防盛土外工事

茨城県常陸太田市 296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

2020/1/29 樋口土木（株）
茨城県稲敷郡阿見町住
吉２－３－１９

9050001010010 一般競争入札 有 196,504,000 187,000,000 95.16%

Ｒ１国道３５７号浜田
立体耐震補強その３工
事

千葉県千葉市 245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

2020/1/29 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 292,292,000 267,674,000 91.58%

Ｒ１国道３５７号浜田
立体耐震補強その２工
事

千葉県千葉市 245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

2020/1/29 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 290,235,000 269,500,000 92.86%

Ｒ１国道３５７号浜田
立体耐震補強その１工
事

千葉県千葉市 245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

2020/1/29 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

4040001043057 一般競争入札 有 122,177,000 117,007,000 95.77%

Ｒ１管内改築区間改良
その４工事

神奈川県伊勢原市 ～
神奈川県秦野市

214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

2020/1/30
（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 189,794,000 171,589,000 90.41%

Ｒ１渡良瀬遊水地西前
原樋管撤去工事

栃木県栃木市 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

2020/1/30 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

1030001085433 一般競争入札 有 177,474,000 162,800,000 91.73%

Ｒ１年度那珂川戸地区
堤防盛土外工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県那珂市

263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

2020/1/30 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５
－８１１－２

5050001001616 一般競争入札 有 236,401,000 213,950,000 90.50%

Ｒ１国道２４６号渋谷
地区外舗装修繕工事

東京都港区 ～ 東京都
渋谷区

243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

2020/1/31 大林道路（株）
東京都千代田区神田猿
楽町２－８－８

4010601028815 一般競争入札 有 257,620,000 235,026,000 91.23%

Ｒ１国道２０号甲府電
線共同溝その６工事

山梨県甲府市 420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

2020/1/31 地建工業（株）
山梨県甲府市大里町２
１４１－１

6090001001314 一般競争入札 有 194,722,000 180,950,000 92.93%


