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Ｈ２２那珂管内維持管理
（その２）工事

那珂出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 長山工業（株） 茨城県常陸大宮市門井１
４５－６

一般競争入札 有 31,342,500 28,875,000 92.13%

Ｈ２２那珂川上流管内維持
管理工事

那珂川上流出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 鈴木建設（株） 栃木県那須郡那珂川町富
山１７８

一般競争入札 有 35,952,000 33,600,000 93.46%

Ｈ２２那珂管内維持管理
（その１）工事

那珂出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 （株）瀧工務店 茨城県常陸大宮市富岡１
９１

一般競争入札 有 39,375,000 37,380,000 94.93%

Ｈ２２水戸管内維持管理
（その２）工事

水戸出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 （株）秋山工務店 茨城県水戸市渡里町１１９
９

一般競争入札 有 42,357,000 41,475,000 97.92%

Ｈ２２水戸管内維持管理
（その１）工事

水戸出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 （株）鶴田組 茨城県那珂市菅谷４４５８
－７３

一般競争入札 有 20,706,000 19,950,000 96.35%

Ｈ２２久慈川上流管内維持
管理（その２）工事

久慈川上流出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 珂北開発（株） 茨城県常陸太田市花房町
５１－１

一般競争入札 有 30,387,000 30,240,000 99.52%

Ｈ２２久慈川上流管内維持
管理（その１）工事

久慈川上流出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 増子建設（株） 茨城県常陸大宮市南町２
６７

一般競争入札 有 51,208,500 50,925,000 99.45%

Ｈ２２久慈川下流管内維持
管理（その２）工事

久慈川下流出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 常陸建設（株） 茨城県常陸太田市三才町
６２０

一般競争入札 有 20,874,000 19,950,000 95.57%

Ｈ２２久慈川下流管内維持
管理（その１）工事

久慈川下流出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/1 小林建設（株） 茨城県日立市多賀町３－
６－７

一般競争入札 有 40,425,000 38,850,000 96.10%

Ｈ２２水戸国道維持工事 水戸国道管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/1 昭和建設（株） 茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 94,888,500 94,500,000 99.59%

Ｈ２２土浦国道維持工事 土浦国道管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/1 関口工業（株）茨城支店 茨城県土浦市大字荒川沖
５－１５

一般競争入札 有 85,879,500 73,500,000 85.59%

Ｈ２２岩瀬国道維持工事 岩瀬国道管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/1 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 一般競争入札 有 74,371,500 72,450,000 97.42%

Ｈ２２日立国道維持工事 日立国道管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/1 鈴縫工業（株） 茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 63,052,500 63,000,000 99.92%

Ｈ２２土浦鹿嶋国道照明維
持補修工事

土浦国道出張所及び鹿嶋
国道出張所管内 365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/1 （株）江口電気商会 茨城県稲敷郡河内町金江
津４０８８－１

一般競争入札 有 21,997,500 20,160,000 91.65%

Ｈ２２日立岩瀬国道照明維
持補修工事

日立国道出張所及び岩瀬
国道出張所管内 365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/1 イガラシ綜業（株） 茨城県日立市幸町２－９
－２

一般競争入札 有 16,054,500 13,860,000 86.33%

Ｈ２２水戸国道照明維持補
修工事

水戸国道出張所管内
365日間

維持修繕工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/1 宇田電機（株） 茨城県水戸市住吉町２９８
－２

一般競争入札 有 14,280,000 13,755,000 96.32%

Ｈ２２真岡管内維持管理工
事

下館河川事務所真岡出張
所管内 609日間

維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/4/1 （株）阿久津土建 栃木県真岡市長田１２３９ 一般競争入札 有 73,164,000 61,950,000 84.67%

Ｈ２２伊讃管内維持管理工
事

下館河川事務所伊讃出張
所管内 608日間

維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/4/1 鶴見建設（株） 栃木県芳賀郡二宮町久下
田８８５

一般競争入札 有 119,679,000 100,800,000 84.23%

Ｈ２２黒子管内維持管理工
事

下館河川事務所黒子出張
所管内 609日間

維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/4/1 （株）斎藤工務店 茨城県筑西市甲８４７ 一般競争入札 有 126,199,500 113,400,000 89.86%

Ｈ２２水海道管内維持管理
工事

下館河川事務所水海道出
張所管内 609日間

維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/4/1 正栄工業（株） 茨城県常総市水海道山田
町４７３３

一般競争入札 有 94,353,000 78,750,000 83.46%

Ｈ２２石井管内維持管理工
事

下館河川事務所石井出張
所管内 608日間

維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/4/1 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 134,683,500 112,245,000 83.34%

Ｈ２２鎌庭管内維持管理工
事

下館河川事務所鎌庭出張
所管内 609日間

維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/4/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 137,508,000 120,750,000 87.81%

Ｈ２２土浦管内中岸河川維
持工事

土浦出張所管内（中岸）
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 （株）朝日工務店 茨城県鉾田市安房１３７１
－１

一般競争入札 有 53,203,500 49,875,000 93.74%

Ｈ２２土浦管内右岸河川維
持工事

土浦出張所管内（右岸）
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 高橋建設（株） 茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 58,348,500 47,880,000 82.06%

Ｈ２２鉾田管内左岸河川維
持工事

鉾田出張所管内（左岸）
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 59,230,500 48,195,000 81.37%

Ｈ２２潮来管内左岸河川維
持工事

潮来出張所管内（左岸）
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 藤枝建設（株） 茨城県鉾田市札６７０－４ 一般競争入札 有 47,880,000 38,115,000 79.61%

Ｈ２２潮来管内右岸河川維
持工事

潮来出張所管内（右岸）
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 57,897,000 42,000,000 72.54%

Ｈ２２鉾田管内右岸河川維
持工事

鉾田出張所管内（右岸）
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 （株）沼田工務店 茨城県鉾田市札１４６－１ 一般競争入札 有 59,094,000 44,047,500 74.54%

Ｈ２２麻生管内河川維持工
事

麻生出張所管内
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 飯島建設（株） 茨城県潮来市潮来６８２ 一般競争入札 有 50,064,000 41,790,000 83.47%

Ｈ２２波崎管内河川維持工
事

波崎出張所管内
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/1 松崎建設（株） 茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 39,721,500 32,235,000 81.15%



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称 部局所在地 契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
一般競争入札・
指名競争入札の別

総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

平成２２年度那珂導水路
維持工事

那珂導水路管内
365日間

維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県土浦市下高津２－
１－３

2010/4/1 （株）秋山工務店 茨城県水戸市渡里町１１９
９

一般競争入札 有 18,606,000 18,375,000 98.76%

Ｈ２２国分寺管内維持工事 国分寺出張所管内
365日間

維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/4/1 川上建設（株） 栃木県上都賀郡西方町大
字金崎２２５－５

一般競争入札 有 153,856,500 152,250,000 98.96%

Ｈ２２小山管内維持工事 小山出張所管内
365日間

維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/4/1 岩澤建設（株） 栃木県足利市久保田町５
６４－１

一般競争入札 有 130,515,000 130,200,000 99.76%

Ｈ２２矢板管内維持工事 矢板出張所管内
365日間

維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/4/1 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 127,554,000 125,874,000 98.68%

Ｈ２２佐野河川管内左岸維
持管理工事

佐野河川出張所管内　渡
良瀬川左岸及び秋山川 365日間

維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/4/1 朝日建設（株） 栃木県佐野市朝日町７１５ 一般競争入札 有 47,565,000 43,606,500 91.68%

Ｈ２２桐生管内維持管理工
事

桐生出張所管内　渡良瀬
川及び桐生川 365日間

維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/4/1 （有）片柳建設 栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 40,624,500 36,087,450 88.83%

Ｈ２２足利管内左岸維持管
理工事

足利出張所管内　渡良瀬
川左岸及び旗川 365日間

維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/4/1 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 67,315,500 59,220,000 87.97%

Ｈ２２足利管内右岸維持管
理工事

足利出張所管内　渡良瀬
川右岸 365日間

維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/4/1 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 38,514,000 34,860,000 90.51%

Ｈ２２佐野河川管内右岸維
持管理工事

佐野河川出張所管内　渡
良瀬川右岸及び矢場川 365日間

維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/4/1 原工業（株） 群馬県館林市足次町１０４
７

一般競争入札 有 67,410,000 61,425,000 91.12%

平成２２年度湯西川ダム関
連施設維持修繕工事

栃木県日光市西川地先他
214日間

維持修繕工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/4/1 （株）阿部工務店 栃木県日光市湯西川９７４ 一般競争入札 有 18,879,000 15,382,500 81.48%

管内下流堤防補修その他
維持工事

高崎出張所管内（岩倉橋
下流） 365日間

維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/4/1 塚越土建（株） 群馬県藤岡市中栗須１１６
－２

一般競争入札 有 80,745,000 77,175,000 95.58%

Ｈ２２烏川上流維持管理工
事

高崎出張所管内（岩倉橋
上流） 365日間

維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/4/1 田中建設（株） 群馬県伊勢崎市連取町８
３７－４

一般競争入札 有 52,384,500 50,400,000 96.21%

Ｈ２２前橋維持工事 前橋出張所管内
365日間

維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/4/1 佐田建設（株） 群馬県前橋市元総社町１
－１－７

一般競争入札 有 79,789,500 76,860,000 96.33%

Ｈ２２桐生維持工事 桐生国道維持出張所管内
365日間

維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/4/1 河本工業（株） 群馬県館林市北成島町２
５４４番地

一般競争入札 有 79,401,000 75,600,000 95.21%

Ｈ２２沼田維持工事 沼田維持修繕出張所管内
365日間

維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/4/1 沼田土建（株） 群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 96,400,500 94,500,000 98.03%

Ｈ２２碓氷維持工事 碓氷出張所管内
365日間

維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/4/1 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 89,365,500 84,000,000 94.00%

Ｈ２２照明等維持工事 高崎河川国道事務所管内
365日間

維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/4/1 阿久澤電機（株） 群馬県高崎市問屋町２－
４－６

一般競争入札 有 45,171,000 44,100,000 97.63%

Ｈ２２利根砂防管内光ケー
ブル維持工事

利根川水系砂防事務所管
内 365日間

通信設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川１２１－
１

2010/4/1 菅谷電気工事（株） 群馬県前橋市大渡町１－
２３－１５

一般競争入札 有 22,228,500 21,000,000 94.47%

Ｈ２２川俣河川維持（その
２）工事

川俣出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 河本工業（株） 群馬県館林市北成島町２
５４４番地

一般競争入札 有 88,231,500 78,750,000 89.25%

Ｈ２２守谷河川維持（その
１）工事

守谷出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 （株）石浜建設 千葉県柏市泉町１１－１６ 一般競争入札 有 70,045,500 58,275,000 83.20%

Ｈ２２大利根河川維持（そ
の１）工事

大利根出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 （株）青木建設 茨城県猿島郡五霞町山王
山２７８－１

一般競争入札 有 98,857,500 82,425,000 83.38%

Ｈ２２古河河川維持（その
１）工事

古河出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 （株）高橋芝園土木 茨城県古河市東牛谷３１８
－１

一般競争入札 有 66,129,000 57,225,000 86.54%

Ｈ２２－Ｈ２３藤岡河川維
持（その２）工事

藤岡出張所管内
731日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 149,331,000 128,940,000 86.35%

Ｈ２２－Ｈ２３古河河川維
持（その２）工事

古河出張所管内
731日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 川村建設（株） 埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 92,956,500 88,200,000 94.88%

Ｈ２２大利根河川維持（そ
の２）工事

大利根出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 武蔵建設（株） 埼玉県熊谷市弥藤吾５８２
－１

一般競争入札 有 79,369,500 67,620,000 85.20%

Ｈ２２－Ｈ２３守谷河川維
持（その２）工事

守谷出張所管内
731日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 常陽建設（株） 茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 88,924,500 85,050,000 95.64%

Ｈ２２川俣河川維持（その
１）工事

川俣出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 小川工業（株） 埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 67,819,500 56,910,000 83.91%

Ｈ２２目吹河川維持（その
１）工事

目吹出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 日進建設（株） 千葉県柏市篠籠田１４５８
－１２

一般競争入札 有 77,437,500 69,825,000 90.17%

Ｈ２２目吹河川維持（その
２）工事

目吹出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 （株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区
岸町５－７－１１

一般競争入札 有 71,473,500 61,740,000 86.38%

Ｈ２２藤岡河川維持（その
１）工事

藤岡出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 岩崎工業（株） 群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 60,963,000 53,550,000 87.84%
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Ｈ２２八斗島河川維持（そ
の２）工事

八斗島出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番９号

2010/4/1 古郡建設（株） 埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 59,251,500 48,825,000 82.40%

Ｈ２２渡良瀬遊水池維持工
事

渡良瀬遊水池出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番１８号

2010/4/1 （株）松橋組 埼玉県北埼玉郡北川辺町
柳生１７３１－１

一般競争入札 有 52,657,500 48,510,000 92.12%

Ｈ２２荒川秋ヶ瀬仮置土整
備工事

埼玉県さいたま市桜区下
大久保地先 365日間

一般土木工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/4/1 （株）高橋土建 埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 93,082,500 85,050,000 91.37%

Ｈ２２入間川管内維持管理
工事

入間川出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/4/1 初雁興業（株） 埼玉県川越市鯨井１７０５
－２

一般競争入札 有 79,432,500 69,090,000 86.98%

Ｈ２２越辺川管内維持管理
工事

越辺川出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/4/1 伊田テクノス（株） 埼玉県東松山市松本町２
－１－１

一般競争入札 有 136,584,000 117,600,000 86.10%

Ｈ２２熊谷管内下流維持管
理工事

熊谷出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/4/1 伊田テクノス（株） 埼玉県東松山市松本町２
－１－１

一般競争入札 有 67,998,000 63,000,000 92.65%

Ｈ２２熊谷管内上流維持管
理工事

熊谷出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/4/1 田部井土木（株） 埼玉県熊谷市玉井１７８４
－３

一般競争入札 有 80,461,500 66,465,000 82.60%

Ｈ２２西浦和管内右岸維持
管理工事

西浦和出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/4/1 関口工業（株） 埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 168,472,500 141,750,000 84.14%

Ｈ２２西浦和管内左岸維持
管理工事

西浦和出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/4/1 （株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区
岸町５－７－１１

一般競争入札 有 173,019,000 150,150,000 86.78%

Ｈ２２圏央道鶴ヶ島桶川地
区除草・環境整備工事

自）埼玉県鶴ヶ島市藤金
至）埼玉県桶川市川田谷 365日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 84,787,500 76,545,000 90.28%

Ｈ２２上尾道路除草・環境
整備工事

自）埼玉県さいたま市西区
宮前町　至）埼玉県北本市
石戸宿

365日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 （株）ケージーエム 埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 93,051,000 80,010,000 85.99%

Ｈ２２圏央道桶川白岡地区
除草・環境整備工事

自）埼玉県桶川市川田谷
至）埼玉県南埼玉郡白岡
町下大崎

365日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 （株）島村工業 埼玉県比企郡川島町大字
牛ケ谷戸４８９番地

一般競争入札 有 96,484,500 81,585,000 84.56%

Ｈ２２・２３大宮維持管理工
事

大宮国道事務所　大宮出
張所管内 731日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ埼玉統括事
業所

埼玉県川口市柳崎２－１９
－９

一般競争入札 有 159,705,000 157,500,000 98.62%

Ｈ２２浦和維持管理工事 大宮国道事務所　浦和出
張所管内 365日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 102,501,000 96,600,000 94.24%

Ｈ２２熊谷維持管理工事 大宮国道事務所　熊谷国
道出張所管内 365日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 小川工業（株） 埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 137,151,000 118,020,000 86.05%

Ｈ２２春日部維持管理工事 大宮国道事務所　春日部
国道出張所管内 365日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 （株）ニューテック康和 東京都北区中里２－９－５ 一般競争入札 有 134,778,000 117,495,000 87.18%

Ｈ２２熊谷照明維持管理工
事

大宮国道事務所　熊谷国
道出張所管内 365日間

維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/4/1 （株）リード街路灯 埼玉県熊谷市四方寺西田
１３７－３

一般競争入札 有 21,462,000 20,370,000 94.91%

Ｈ２２浦和・大宮・春日部照
明維持管理工事

大宮国道事務所　浦和・大
宮・春日部国道出張所管
内

365日間
維持修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県さいたま市北区吉

野町１－４３５
2010/4/1 （株）丸電 埼玉県さいたま市西区三

橋５－１８３４－１
一般競争入札 有 53,917,500 48,772,500 90.46%

圏央道他埼玉地区道路予
定地管理工事

自）埼玉県久喜市菖蒲町
上大崎　　至）埼玉県幸手
市木立　他

365日間

維持修繕工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/4/1 川上建設（株） 栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 75,400,500 73,500,000 97.48%

圏央道茨城地区道路予定
地管理工事

自）茨城県猿島郡五霞町
幸主　至）茨城県坂東市冨
田

365日間
維持修繕工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４

－１５
2010/4/1 日本ハイウエイ・サービス

（株）
東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 72,208,500 67,200,000 93.06%

平成２２年度国道２９８号
維持工事

自）埼玉県和光市新倉
至）埼玉県三郷市高州４丁
目

365日間
維持修繕工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４

－１５
2010/4/1 （株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区

岸町５－７－１１
一般競争入札 有 90,405,000 88,200,000 97.56%

平成２２年度国道２９８号
道路照明設備維持修繕工
事

自）埼玉県和光市新倉
至）埼玉県三郷市高州４丁
目

365日間
維持修繕工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４

－１５
2010/4/1 宝生工業（株） 東京都中央区日本橋蛎殻

町１－３２－９
一般競争入札 有 22,890,000 22,050,000 96.33%

平成２２年度国道２９８号
道路清掃作業

自）埼玉県和光市新倉
至）埼玉県三郷市高洲４丁
目

365日間
維持修繕工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４

－１５
2010/4/1 ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市木曽根５０６ 一般競争入札 有 60,805,500 48,300,000 79.43%

Ｈ２２銚子管内維持工事 銚子出張所管内
365日間

維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/4/1 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 21,861,000 21,315,000 97.50%

Ｈ２２北千葉管内維持工事 北千葉導水路管理支所管
内 365日間

維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/4/1 （株）ケイミックス 東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 60,448,500 52,290,000 86.50%

Ｈ２２利根川下流管内植栽
維持工事

利根川下流河川事務所管
内 365日間

造園工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/4/1 常盤造園建設（株） 茨城県取手市駒場４－５
－２２

一般競争入札 有 23,940,000 19,897,500 83.11%

Ｈ２２運河河川維持（その
２）工事

江戸川河川事務所運河出
張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 金杉建設（株） 埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 66,192,000 57,750,000 87.25%

Ｈ２２中川下流河川維持工
事

中川下流出張所管内
364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 （株）潮 埼玉県八潮市大字中馬場
２８

一般競争入札 有 45,654,000 43,942,500 96.25%
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Ｈ２２江戸川上流河川維持
（その２）工事

江戸川河川事務所江戸川
上流出張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 川村建設（株） 埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 75,537,000 64,050,000 84.79%

Ｈ２２三郷河川維持工事 江戸川河川事務所三郷出
張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 （株）織田 埼玉県八潮市中央１－３
－１３

一般競争入札 有 61,488,000 50,190,000 81.63%

Ｈ２２松戸河川維持（その
１）工事

江戸川河川事務所松戸出
張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 愛宕建設工業（株） 千葉県野田市野田７９２ 一般競争入札 有 41,338,500 39,690,000 96.01%

Ｈ２２運河河川維持（その
１）工事

江戸川河川事務所運河出
張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 戸邊建設（株） 千葉県野田市中野台３９７ 一般競争入札 有 79,222,500 66,885,000 84.43%

Ｈ２２江戸川河口河川維持
工事

江戸川河川事務所江戸川
河口出張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 日産緑化（株） 東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 71,841,000 60,060,000 83.60%

Ｈ２２江戸川上流河川維持
（その１）工事

江戸川河川事務所江戸川
上流出張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 松浦建設（株） 千葉県野田市東金野井９
５７－１

一般競争入札 有 91,402,500 74,025,000 80.99%

Ｈ２２中川河川維持工事 江戸川河川事務所中川出
張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 宇田建設（株） 埼玉県越谷市大里７２６ 一般競争入札 有 53,035,500 50,400,000 95.03%

Ｈ２２松戸河川維持（その
２）工事

江戸川河川事務所松戸出
張所管内 364日間

維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/4/1 名倉建設（株） 埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 65,425,500 55,440,000 84.74%

Ｈ２２首都国道２９８号改良
舗装工事

自）千葉県松戸市上矢切
至）千葉県市川市高谷 365日間

一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花８６ 2010/4/1 大林道路（株）関東支店 東京都千代田区神田小川
町３－２０

一般競争入札 有 113,956,500 97,650,000 85.69%

Ｈ２２首都国道２９８号緑地
管理工事

自）千葉県松戸市上矢切
至）千葉県市川市高谷 365日間

造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花８６ 2010/4/1 （株）新松戸造園 千葉県松戸市大橋８０９ 一般競争入札 有 23,719,500 19,740,000 83.22%

酒々井維持工事 酒々井出張所管内（一般
国道５１号） 365日間

維持修繕工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/1 （株）ニューテック康和 東京都北区中里２－９－５ 一般競争入札 有 106,029,000 93,240,000 87.94%

千葉維持工事 千葉出張所管内（一般国
道１６号、５１号、１２６号、
３５７号）

365日間

維持修繕工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/1 （株）ニューテック康和 東京都北区中里２－９－５ 一般競争入札 有 138,012,000 119,700,000 86.73%

柏・金町維持工事 柏維持修繕出張所管内
首都国道事務所金町国道
出張所管内

365日間

維持修繕工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/1 常盤工業（株）関東支店 埼玉県三郷市新和４－４９
０－１

一般競争入札 有 138,484,500 137,550,000 99.33%

木更津維持工事 木更津出張所管内（国道１
６号、同１２７号、同４０９
号）

365日間

維持修繕工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/1 日本道路（株）千葉支店 千葉県千葉市中央区都町
１－１９－１

一般競争入札 有 111,814,500 110,250,000 98.60%

船橋維持工事 船橋出張所管内（一般国
道１４号、１６号、３５７号） 365日間

維持修繕工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/1 日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 139,366,500 122,850,000 88.15%

平成２２年度小名木川管
内（左岸）除草及び維持工
事

小名木川出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂５－４１－
１

2010/4/1 関口工業（株） 埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 63,903,000 54,600,000 85.44%

平成２２年度岩淵管内（左
岸）除草及び維持工事

岩淵出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂５－４１－
１

2010/4/1 （株）ケイミックス 東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 97,114,500 85,575,000 88.12%

平成２２年度岩淵管内（右
岸）除草及び維持工事

岩淵出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂５－４１－
１

2010/4/1 日産緑化（株） 東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 75,495,000 68,250,000 90.40%

平成２２年度小名木川管
内（右岸）除草及び維持工
事

小名木川出張所管内
365日間

維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂５－４１－
１

2010/4/1 キムラ工業（株） 茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 65,278,500 56,700,000 86.86%

Ｈ２２代々木維持工事 代々木出張所管内（国道２
０号、２４６号） 365日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/1 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 80,514,000 75,600,000 93.90%

Ｈ２２万世橋維持工事 万世橋出張所管内（国道１
７号、２５４号） 365日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/1 昭和建設（株）東京支店 東京都文京区千石４－１４
－８

一般競争入札 有 80,808,000 78,750,000 97.45%

Ｈ２２金杉橋維持工事 金杉橋出張所管内（国道１
号、１５号、３５７号） 365日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/1 新光建設（株）東京支店 東京都千代田区飯田橋１
－４－１

一般競争入札 有 90,289,500 90,090,000 99.78%

Ｈ２２亀有維持工事 亀有出張所管内（国道４
号、６号、１４号） 365日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ東京統括事
業所

東京都品川区東品川３－
３２－２０

一般競争入札 有 90,111,000 89,985,000 99.86%

Ｈ２２道路照明維持工事 東京国道事務所管内
365日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/1 東照工業（株） 東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 39,994,500 39,900,000 99.76%

Ｈ２２道路照明維持工事 相武国道事務所管内
365日間

維持修繕工事 相武国道事務所 東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/4/1 東照工業（株） 東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 37,674,000 36,750,000 97.55%

Ｈ２２　２０号道路管理工事 日野出張所管理区間内
（東京都調布市仙川地先
～神奈川県相模原市藤野
町地先）

365日間

維持修繕工事 相武国道事務所 東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/4/1 日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 94,773,000 87,150,000 91.96%
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Ｈ２２　１６号道路管理工事 八王子国道出張所管理区
間内　（東京都町田市鶴間
地先～東京都西多摩郡瑞
穂町二本木地先）

365日間

維持修繕工事 相武国道事務所 東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/4/1 世紀東急工業（株）東京支
店

東京都渋谷区渋谷１－１６
－１４

一般競争入札 有 93,849,000 93,450,000 99.57%

Ｈ２２貯水池周辺維持工事 相模川水系広域ダム管理
事務所管内 365日間

維持修繕工事 相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県相模原市津久井
町青山字南山２１４５－５０

2010/4/1 （株）山善 神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 48,678,000 48,615,000 99.87%

Ｈ２２多摩川上流維持管理
工事

多摩川上流出張所管内
365日間

維持修繕工事 京浜河川事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/4/1 （株）ケイミックス 東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 64,774,500 61,425,000 94.83%

Ｈ２２多摩川中流維持管理
工事

多摩出張所管内
365日間

維持修繕工事 京浜河川事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/4/1 日産緑化（株） 東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 74,245,500 70,350,000 94.75%

Ｈ２２相模川維持管理工事 相模出張所管内
365日間

維持修繕工事 京浜河川事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/4/1 （株）池田建設 神奈川県伊勢原市笠窪４
２１－２０

一般競争入札 有 48,363,000 47,250,000 97.70%

Ｈ２２多摩川下流維持管理
工事

田園調布出張所管内
365日間

維持修繕工事 京浜河川事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/4/1 スバル興業（株）多摩営業
所

東京都府中市四谷２－２５
－２１

一般競争入札 有 84,462,000 84,000,000 99.45%

Ｈ２２厚木維持管理工事 厚木出張所管内
365日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/1 東京鋪装工業（株）関東支
社

埼玉県越谷市七左町８－
２０４－１

一般競争入札 有 104,884,500 99,750,000 95.10%

Ｈ２２金沢維持管理工事 金沢国道出張所管内
335日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/1 東建設（株） 神奈川県横須賀市池上
３ー２ー６

一般競争入札 有 105,882,000 103,950,000 98.18%

Ｈ２２神奈川維持管理工事 神奈川出張所管内
365日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/1 （株）日工 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央４－３２－１５

一般競争入札 有 109,441,500 103,950,000 94.98%

Ｈ２２保土ヶ谷維持管理工
事

保土ヶ谷出張所管内
365日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/1 （株）神奈川フェンス土木 神奈川県横浜市戸塚区汲
沢町３０２

一般競争入札 有 107,362,500 104,454,000 97.29%

Ｈ２２小田原維持管理工事 小田原出張所管内
365日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/1 （株）エス・ケイ・ディ 神奈川県平塚市四之宮１
－８－５６

一般競争入札 有 102,952,500 102,165,000 99.24%

Ｈ２２照明施設維持工事 横浜国道事務所管内
365日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/1 東照工業（株） 東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 107,268,000 101,850,000 94.95%

Ｈ２２笛吹川維持工事 山梨県西八代郡市川三郷
町大塚地先～山梨県山梨
市七日市場地先

365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 （株）中村工務店 山梨県笛吹市境川町藤垈
８８０－１

一般競争入札 有 68,334,000 65,835,000 96.34%

Ｈ２２富士川下流維持工事 静岡県富士市五貫島地先
～静岡県富士宮市長貫地
先

365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 （株）西尾組 静岡県富士市入山瀬２－
２－６

一般競争入札 有 43,732,500 42,000,000 96.04%

Ｈ２２富士川上流維持第２
工事

山梨県南アルプス市鏡中
条地先～山梨県韮崎市水
神一丁目地先

365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 （株）新光土木 山梨県甲斐市竜王２４７６
－１

一般競争入札 有 69,846,000 68,880,000 98.62%

Ｈ２２富士川中流維持工事 山梨県南巨摩郡南部町万
沢地先～山梨県南巨摩郡
富士川町鰍沢地先

365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 （株）高山工業所 山梨県南巨摩郡身延町相
又４９７－１

一般競争入札 有 82,666,500 80,325,000 97.17%

Ｈ２２富士川上流維持工事 山梨県南巨摩郡富士川町
鰍沢地先～山梨県南アル
プス市鏡中条地先

365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 砂田建設工業（株） 山梨県西八代郡市川三郷
町上野２６３９－１

一般競争入札 有 65,509,500 64,050,000 97.77%

Ｈ２２富士吉田道路維持工
事

富士吉田国道出張所管内
365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 （株）大森工務所 山梨県富士吉田市ときわ
台１－４－５

一般競争入札 有 70,182,000 68,250,000 97.25%

Ｈ２２大和道路維持工事 大和国道出張所管内
365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 日本道路建装（株） 山梨県大月市笹子町黒野
田６６７－１

一般競争入札 有 50,106,000 48,090,000 95.98%

Ｈ２２大月道路維持工事 大月出張所管内
365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 山英建設（株） 山梨県都留市法能宮原中
野２５０４

一般競争入札 有 55,125,000 54,600,000 99.05%

Ｈ２２甲府道路維持工事 甲府出張所管内
365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 （株）早野組 山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 65,163,000 64,890,000 99.58%

Ｈ２２峡南道路維持工事 峡南国道出張所管内
365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/1 （株）八木沢興業 山梨県南巨摩郡身延町上
八木沢９８

一般競争入札 有 55,083,000 54,075,000 98.17%

Ｈ２２早川出張所管内整備
工事

山梨県南アルプス市及び
山梨県南巨摩郡早川町内 183日間

維持修繕工事 富士川砂防事務所 山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/4/1 早邦建設（株） 山梨県南巨摩郡早川町高
住６４５－２７

一般競争入札 有 19,971,000 18,900,000 94.64%

Ｈ２２白州出張所管内整備
工事

山梨県北杜市及び山梨県
韮崎市地先 183日間

維持修繕工事 富士川砂防事務所 山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/4/1 道村建設（株） 山梨県北杜市白州町白須
７－１

一般競争入札 有 19,803,000 19,530,000 98.62%

Ｈ２２釜無川出張所管内整
備工事

山梨県北杜市及び長野県
諏訪郡富士見町内 183日間

維持修繕工事 富士川砂防事務所 山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/4/1 富士島建設（株） 山梨県韮崎市富士見３－
７－２９

一般競争入札 有 19,981,500 19,425,000 97.21%

Ｈ２２長野維持工事 長野出張所管内
365日間

維持修繕工事 長野国道事務所 長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/4/1 （株）サンタキザワ 長野県飯山市大字木島１
１４４

一般競争入札 有 89,712,000 85,732,500 95.56%
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Ｈ２２岡谷維持工事 岡谷維持修繕出張所管内
365日間

維持修繕工事 長野国道事務所 長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/4/1 常盤工業（株）諏訪支店 長野県諏訪市諏訪２－１１
－３６

一般競争入札 有 75,495,000 73,500,000 97.36%

Ｈ２２信州新町維持工事 信州新町出張所管内
365日間

維持修繕工事 長野国道事務所 長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/4/1 （株）小池組 長野県長野市信州新町里
穂刈４－１

一般競争入札 有 81,186,000 78,750,000 97.00%

Ｈ２２上田維持工事 上田出張所管内
365日間

維持修繕工事 長野国道事務所 長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/4/1 （株）木下組 長野県佐久市中込３０８－
５

一般競争入札 有 104,338,500 103,950,000 99.63%

Ｈ２２長野国道管内道路照
明維持工事

長野国道事務所管内
365日間

維持修繕工事 長野国道事務所 長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/4/1 （株）ユアーテクノ 長野県松本市大字和田３
９６７－１８

一般競争入札 有 42,336,000 40,110,000 94.74%

Ｈ２２国営アルプスあづみ
の公園維持工事

国営アルプスあづみの公
園事務所 365日間

造園工事 国営アルプスあづみの公
園事務所

長野県安曇野市穂高牧１
４９－１２

2010/4/1 （株）緑化センター 長野県松本市大字和田１
７５８

一般競争入札 有 59,356,500 49,350,000 83.14%

Ｈ２２常陸海浜公園維持工
事

国営常陸海浜公園内
365日間

造園工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県ひたちなか市馬渡
字大沼６０５－４

2010/4/1 （株）成美造園 茨城県常総市豊岡町乙１
２３４－１８

一般競争入札 有 37,873,500 32,445,000 85.67%

Ｈ２２藤原ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町
夜後地先他 365日間

維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町５
９３－１

2010/4/1 須田建設（株） 群馬県利根郡みなかみ町
湯原４５

一般競争入札 有 15,970,500 14,700,000 92.04%

Ｈ２２相俣ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町
相俣地先他 365日間

維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町５
９３－１

2010/4/1 沼田土建（株） 群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 14,563,500 14,490,000 99.50%

Ｈ２２薗原ダム維持工事 群馬県沼田市利根町園原
地先他 365日間

維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町５
９３－１

2010/4/1 萬屋建設（株） 群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 15,729,000 14,595,000 92.79%

Ｈ２２利根統光ケーブル設
備維持工事

利根川ダム統合管理事務
所管内 365日間

通信設備工事 利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町５
９３－１

2010/4/1 菅谷電気工事（株） 群馬県前橋市大渡町１－
２３－１５

一般競争入札 有 9,712,500 8,925,000 91.89%

Ｈ２２五十里ダム管内維持
工事

栃木県日光市川治温泉川
治地先 365日間

維持修繕工事 鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県宇都宮市平出工業
団地１４－３

2010/4/1 （株）野澤實業 栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 49,224,000 47,250,000 95.99%

Ｈ２２二瀬ダム維持管理工
事

埼玉県秩父市大滝地先
183日間

維持修繕工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝３８７５
－１

2010/4/1 （株）サンセイ 埼玉県秩父市中宮地町２
９－２１

一般競争入札 有 18,511,500 18,123,000 97.90%

Ｈ２２昭和自然資源管理そ
の他工事

東京都立川市及び昭島市
地内 365日間

造園工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町３１７３
番地

2010/4/1 日産緑化（株） 東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 121,716,000 102,753,000 84.42%

長野農政事務所地域第三
課建築改修その他工事

長野県佐久市瀬戸字西原
１２０１ 60日間

建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町５０
－３

2010/4/1 （株）木下組 長野県佐久市中込３０８－
５

一般競争入札 有 47,796,000 35,490,000 74.25%

Ｈ２２西の洲甘田入地区整
備外工事

茨城県　稲敷市　西の州
甘田入地先 359日間

維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/5 高橋建設（株） 茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 48,604,500 43,890,000 90.30%

利根川橋外路面補修工事 自）埼玉県北葛飾郡栗橋
町栗橋　至）茨城県古河市
中田 外１箇所

178日間
アスファルト舗装
工事

宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/4/5 初雁興業（株） 埼玉県川越市鯨井１７０５
－２

一般競争入札 有 91,087,500 73,500,000 80.69%

千葉管内歩道整備他工事 千葉県千葉市若葉区和泉
町地先 256日間

維持修繕工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/5 （株）竹中道路東京本店 東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 59,619,000 49,350,000 82.78%

大杉電線共同溝工事 自）東京都江戸川区大杉２
丁目、至）東京都江戸川区
大杉３丁目

205日間

アスファルト舗装
工事

東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/7 （株）協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷３－２９
－２０

一般競争入札 有 140,059,500 120,750,000 86.21%

Ｈ２２川治・川俣ダム管内
維持工事

栃木県日光市川治温泉川
治地先及び川俣地先 358日間

維持修繕工事 鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県宇都宮市平出工業
団地１４－３

2010/4/7 （株）阿部工務店 栃木県日光市湯西川９７４ 一般競争入札 有 49,245,000 36,645,000 74.41%

Ｈ２２道路照明施設等維持
工事

甲府河川国道事務所管内
365日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/8 堀内電気（株） 山梨県都留市上谷２－３
－９

一般競争入札 有 52,237,500 33,810,000 64.72%

Ｈ２１管内水文観測所補修
工事

群馬県太田市古戸地先外
82日間

通信設備工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番１２号

2010/4/9 （株）拓和営業統括本部 東京都千代田区内神田１
－４－１５

一般競争入札 有 34,324,500 30,450,000 88.71%

平成２２年度国道２９８号
緑地管理その２工事

自）埼玉県川口市大字西
新井宿　至）埼玉県草加市
旭町１丁目

356日間
造園工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４

－１５
2010/4/9 （株）内田緑化興業 埼玉県さいたま市緑区東

浦和１－２１－３
一般競争入札 有 21,777,000 18,795,000 86.31%

気象大学校第１校舎他建
築改修その他工事

千葉県柏市旭７－４－８１
52日間

建築工事 東京第二営繕事務所 東京都墨田区立花１－２４
－１

2010/4/9 （株）シックオン 千葉県柏市柏１０２０－１３ 一般競争入札 有 14,941,500 8,319,150 55.68%

Ｈ２２八ッ場ダム右岸地区
管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字横壁地先外 171日間

一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県吾妻郡長野原町大
字与喜屋１１

2010/4/12 （株）シノ 群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 15,361,500 14,700,000 95.69%

Ｈ２２八ッ場ダム右岸地区
管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字横壁地先外 217日間

維持修繕工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県吾妻郡長野原町大
字与喜屋１１

2010/4/12 飯塚緑地（株） 群馬県渋川市横堀７７５ 一般競争入札 有 16,138,500 14,700,000 91.09%

Ｈ２２八ッ場ダム左岸地区
管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字長野原地先外 217日間

維持修繕工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県吾妻郡長野原町大
字与喜屋１１

2010/4/12 中島建設（株） 群馬県吾妻郡長野原町大
字川原畑２６５

一般競争入札 有 16,579,500 15,750,000 95.00%

Ｈ２２八ッ場ダム左岸地区
管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字長野原地先外 171日間

一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県吾妻郡長野原町大
字与喜屋１１

2010/4/12 中島建設（株） 群馬県吾妻郡長野原町大
字川原畑２６５

一般競争入札 有 15,361,500 13,440,000 87.49%

平成２２年度国道２９８号
緑地管理その３工事

自）埼玉県草加市八幡町
至）埼玉県三郷市番匠免２
丁目

364日間

造園工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/4/12 （株）前島植物園 埼玉県川口市安行１１４０ 一般競争入札 有 23,236,500 21,525,000 92.63%

Ｈ２２万世橋道路外清掃作
業

万世橋出張所管内（国道１
７号、２５４号） 353日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/12 日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 21,378,000 18,900,000 88.41%



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称 部局所在地 契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
一般競争入札・
指名競争入札の別

総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２２代々木万世橋緑地管
理工事

代々木出張所管内及び万
世橋出張所管内 353日間

造園工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/12 （株）昭和造園 東京都杉並区和泉４－４２
－３３

一般競争入札 有 80,146,500 65,940,000 82.27%

Ｈ２２金杉橋道路外清掃作
業

金杉橋出張所管内（国道１
号、１５号、３５７号） 353日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/12 スバル興業（株） 東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 24,832,500 24,675,000 99.37%

Ｈ２２代々木道路外清掃作
業

代々木出張所管内（国道２
０号、２４６号） 353日間

維持修繕工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/12 日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７－
４

一般競争入札 有 28,329,000 26,880,000 94.89%

Ｈ２２横浜国道道路排水施
設等清掃作業

横浜国道事務所管内
353日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/12 日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７－
４

一般競争入札 有 23,278,500 23,100,000 99.23%

Ｈ２２横浜国道西地区道路
清掃作業

厚木出張所・小田原出張
所管内 353日間

維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/12 新日本ロードメンテナンス
（株）

東京都世田谷区玉川台２
－１－１５

一般競争入札 有 15,298,500 14,910,000 97.46%

Ｈ２２横浜国道東地区道路
清掃作業

神奈川出張所・金沢国道
出張所・保土ヶ谷出張所
管内

353日間
維持修繕工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区

三ツ沢西町１３－２
2010/4/12 （株）ケイミックス 東京都港区虎ノ門２－２－

５
一般競争入札 有 22,008,000 21,315,000 96.85%

Ｈ２１境島地区波浪対策工
事

茨城県　稲敷市　境島地
先 201日間

一般土木工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/13 （株）波崎建設 茨城県神栖市波崎３７２６
－２

一般競争入札 有 138,967,500 118,650,000 85.38%

Ｈ２２緑地管理その２工事 大月出張所・富士吉田国
道出張所・大和国道出張
所管内

352日間
造園工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－

１０－１
2010/4/13 （株）帯金造園 山梨県甲府市池田２－１１

－１２
一般競争入札 有 18,564,000 17,325,000 93.33%

Ｈ２２甲府管内道路清掃作
業

甲府河川国道事務所管内
352日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/13 道路技術サービス（株）東
京支店

東京都台東区浅草橋４－
１５－５山信ビル２０２号

一般競争入札 有 33,967,500 33,600,000 98.92%

さがみ縦貫三栗山改良（そ
の４）工事

神奈川県相模原市城山町
葉山島地先 220日間

一般土木工事 相武国道事務所 東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/4/14 キムラ工業（株） 茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 143,997,000 115,395,000 80.14%

国道６号千代田石岡ＢＰ改
良管理工事

自）茨城県かすみがうら市
市川地先
至）茨城県石岡市東大橋
地先

350日間

一般土木工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/15 福井建設（株） 茨城県石岡市茨城３－１７
－４

一般競争入札 有 15,477,000 14,595,000 94.30%

Ｈ２２蓮花川排水機場主ポ
ンプ駆動設備更新工事

栃木県　下都賀郡藤岡町
藤岡地先 349日間

機械設備工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番１８号

2010/4/15 （株）荏原由倉ハイドロテッ
ク北関東支店

埼玉県さいたま市北区奈
良町１４－３

一般競争入札 有 128,614,500 123,900,000 96.33%

１２７号金谷地区法面他工
事

自　千葉県安房郡鋸南町
吉浜地先
至　千葉県富津市佐貫地
先

76日間

一般土木工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/15 片岡工業（株） 千葉県長生郡一宮町一宮
３１７８

一般競争入札 有 199,605,000 162,750,000 81.54%

平成橋塗装工事 千葉県館山市高井地先～
千葉県館山市正木地先 200日間

塗装工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/15 東邦塗装工業（株） 千葉県千葉市中央区末広
３－７－９

一般競争入札 有 59,661,000 34,650,000 58.08%

Ｈ２１中部横断自動車道光
ケーブル敷設工事

長野県佐久市長土呂地先
ほか　中部横断自動車道 330日間

通信設備工事 長野国道事務所 長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/4/15 矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合
２０３６

一般競争入札 有 81,039,000 64,260,000 79.30%

国道５１号潮来ＢＰ改良管
理工事

自）茨城県潮来市小泉南
地先
至）茨城県潮来市延方西
地先

349日間

一般土木工事 常陸河川国道事務所 茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/4/16 （株）菱木土建 茨城県潮来市釜谷４６４－
１

一般競争入札 有 8,851,500 8,158,500 92.17%

Ｈ２２佐原管内維持工事 佐原出張所管内
349日間

維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/4/16 室田建設（株） 千葉県香取市扇島６６－１ 一般競争入札 有 87,685,500 67,882,500 77.42%

Ｈ２２竜ヶ崎管内維持工事 竜ヶ崎出張所管内
349日間

維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/4/16 菊地植木建設（株） 茨城県取手市桑原１１０４ 一般競争入札 有 59,913,000 47,250,000 78.86%

小川水防拠点整備工事 栃木県那須郡那珂川町小
川地先 60日間

一般土木工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/19 冨士越建設（株） 栃木県那須郡那珂川町小
川２７６２

一般競争入札 有 74,235,000 47,775,000 64.36%

Ｈ２１大山地区水防拠点整
備工事

茨城県　稲敷郡美浦村
大山地先 225日間

一般土木工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/4/19 長谷川建設（株） 茨城県東茨城郡茨城町小
鶴１３９３

一般競争入札 有 90,709,500 69,510,000 76.63%

常代地区他交通対策工事 千葉県君津市常代２丁目
～木更津市桜井 242日間

維持修繕工事 千葉国道事務所 千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/4/19 （株）竹中道路東京本店 東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 48,940,500 40,740,000 83.24%

Ｈ２２緑地管理その１工事 甲府出張所・峡南国道出
張所管内 346日間

造園工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/19 （株）富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹３－１
－３

一般競争入札 有 30,555,000 29,925,000 97.94%

烏山城東浸水対策工事 栃木県那須烏山市城東地
先 51日間

一般土木工事 常陸河川国道事務所 茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/4/20 （株）佐藤工務店 栃木県芳賀郡二宮町石島
７８６－１

一般競争入札 有 51,849,000 37,590,000 72.50%

さがみ縦貫寒川北ＩＣラン
プ橋下部（その２）工事

神奈川県高座郡寒川町宮
山地先 339日間

一般土木工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/20 （株）新井組東京支店 東京都渋谷区恵比寿１－
１９－１５

一般競争入札 有 291,175,500 248,850,000 85.46%

Ｈ２２大谷川護岸補強工事 栃木県　日光市地先
343日間

維持修繕工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面２３９
０

2010/4/22 船生建設（株） 栃木県塩谷郡塩谷町大字
船生３４３４－４

一般競争入札 有 18,774,000 13,545,000 72.15%

Ｈ２２高規格堤防維持工事 川俣、大利根、目吹、守谷
出張所管内 343日間

維持修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北
二丁目１９番６号

2010/4/22 （株）青木建設 茨城県猿島郡五霞町山王
山２７８－１

一般競争入札 有 62,653,500 55,650,000 88.82%

平成２２年度国道２９８号
緑地管理その４工事

自）埼玉県三郷市番匠免２
丁目　至）埼玉県三郷市高
州４丁目

343日間

造園工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/4/22 （株）内田緑化興業 埼玉県さいたま市緑区東
浦和１－２１－３

一般競争入札 有 23,667,000 18,396,000 77.73%



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

平成２２年度国道２９８号
緑地管理その１工事

自）埼玉県和光市新倉
至）埼玉県川口市大字西
新井宿

343日間

造園工事 北首都国道事務所 埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/4/22 新都市緑化建設（株） 埼玉県川口市西立野５５６
－１

一般競争入札 有 22,438,500 17,062,500 76.04%

Ｈ２２湯西川ダム下流部樹
木伐採工事

栃木県日光市西川地先
606日間

一般土木工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/4/23 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 211,165,500 208,425,000 98.70%

Ｈ２１昭和バーベキュー
ガーデン受変電設備設置
工事

東京都昭島市地内
190日間

受変電設備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町３１７３
番地

2010/4/23 （株）新電気 埼玉県三郷市早稲田４－
７－９

一般競争入札 有 29,904,000 7,875,000 26.33%

Ｈ２１小松川大橋塗装工事 東京都江戸川区小松川４
丁目地先 332日間

塗装工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/27 （株）マミヤ 神奈川県川崎市川崎区小
田栄１－９－２５

一般競争入札 有 132,520,500 109,620,000 82.72%

さがみ縦貫寒川北ＩＣラン
プ橋下部（その３）工事

神奈川県高座郡寒川町宮
山地先 332日間

一般土木工事 横浜国道事務所 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町１３－２

2010/4/27 奈良建設（株） 神奈川県横浜市港北区新
横浜１－１３－３

一般競争入札 有 226,548,000 191,730,000 84.63%

Ｈ２２金杉橋亀有緑地管理
工事

金杉出張所管内及び亀有
出張所管内 337日間

造園工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/4/28 （株）日比谷アメニス 東京都港区三田４－７－２
７

一般競争入札 有 98,196,000 59,850,000 60.95%

中原横断歩道橋補修工事 山梨県富士吉田市新西原
地先 231日間

維持修繕工事 甲府河川国道事務所 山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/4/28 トライアン（株） 長野県長野市松岡２－６
－１８

一般競争入札 有 20,370,000 19,425,000 95.36%

Ｈ２２湯西川ダム赤下沢樹
木伐採工事

栃木県日光市西川地先
599日間

一般土木工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/4/30 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 258,510,000 241,710,000 93.50%

１６号福生市熊川改良擁
壁その他工事

自）東京都昭島市拝島町２
丁目
至）東京都福生市熊川

240日間

一般土木工事 相武国道事務所 東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/4/30 （株）中山組東京支店 東京都中央区新富２－１４
－７　新光ビル１　６階

一般競争入札 有 216,552,000 198,450,000 91.64%


