
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大宮国道管内道路清
掃作業（その２）

大宮国道事務所　春日部
国道出張所管内 325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

2010/5/10 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 14,878,500 14,175,000 95.27%

Ｈ２２中部横断自動車道敷
地管理工事

自）長野県小諸市御影新
田　至）長野県南佐久郡佐
久穂町大字千代里

325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

2010/5/10 畑八開発（株） 長野県南佐久郡佐久穂町
大字畑３２９

一般競争入札 有 103,530,000 88,830,000 85.80%

Ｈ２２大宮国道管内道路清
掃作業（その１）

大宮国道事務所　浦和出
張所管内及び熊谷国道出
張所管内

324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

2010/5/11 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 21,136,500 20,370,000 96.37%

Ｈ２２利根川下流管内情報
配管工事

千葉県銚子市三軒町地先
～茨城県神栖市波崎地先 230日間

通信設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/5/12 エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット（株）千葉支店

千葉県千葉市中央区祐光
２－９－１７

一般競争入札 有 34,996,500 34,650,000 99.01%

Ｈ２２森林公園里山管理工
事

埼玉県比企郡滑川町及び
熊谷市　国営武蔵丘陵森
林公園

310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

2010/5/12 塩味ランドスケープ（株） 埼玉県朝霞市溝沼５－１９
－５

一般競争入札 有 94,206,000 67,200,000 71.33%

氏家（下）築堤工事 栃木県　さくら市　大中地
先 271日間

一般土木工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/5/14 片柳建設・いなば建設
（共）

栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 30,303,000 25,413,874 83.87%

Ｈ２２管内改築区間管理
（その１）工事

横浜国道事務所　大磯出
張所、藤沢出張所、小田
原出張所管内

318日間

造園工事 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

2010/5/17 湘南造園（株） 神奈川県平塚市万田５９６
－１

一般競争入札 有 32,497,500 27,184,500 83.65%

Ｈ２２管内改築改良（その
２）工事

横浜国道事務所　上依知
監督官管内 317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

2010/5/18 川上建設（株） 栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 59,598,000 54,075,000 90.73%

Ｈ２２松本国道維持工事 松本国道出張所管内
304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

2010/5/20 （株）藤澤組 長野県松本市大字島内１
２６０－１０

一般競争入札 有 77,983,500 77,070,000 98.83%

相武国道管内改良その他
工事

相武国道事務所管内
314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

2010/5/21 （株）竹中道路 東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 147,798,000 131,040,000 88.66%

圏央道八王子南ＩＣ改良
（その６）工事

東京都八王子市南浅川地
先 308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

2010/5/21 多田建設（株） 東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 256,767,000 236,250,000 92.01%

１６号相模原市両国橋改
良（その４）工事

神奈川県相模原市元橋本
町地先 310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

2010/5/21 松尾建設（株）東京支店 東京都杉並区高円寺南２
－１６－１３

一般競争入札 有 146,979,000 139,650,000 95.01%

堀金・穂高地区烏川Ｂ橋
上部工事

長野県安曇野市穂高地先
213日間

プレストレスト・コ
ンクリート工事

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

2010/5/21 北野建設（株） 長野県長野市県町５２４ 一般競争入札 有 100,474,500 88,200,000 87.78%

上湯原地区宅内道路橋梁
上部工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字川原湯地先 214日間

鋼橋上部工事 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

2010/5/24 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３ 一般競争入札 有 112,289,625 106,050,000 94.44%

中央通り照明灯設置（その
３）工事

自：東京都中央区日本橋
室町４丁目　　至：東京都
中央区銀座８丁目

294日間

電気設備工事 東京国道事務所 東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/5/24 タツヲ電気（株） 東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 298,378,500 251,475,000 84.28%

みはらしの里外構他工事 国営常陸海浜公園内
129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

2010/5/24 中嶋産業（株） 茨城県結城市小田林１４２
４

一般競争入札 有 31,857,000 25,021,500 78.54%

大事沢砂防堰堤群改築工
事

栃木県　日光市　川俣地
先 252日間

一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面２３９
０

2010/5/25 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 115,668,000 103,425,000 89.42%

Ｈ２２長野原出張所庁舎新
築その他工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字長野原字久々戸乙１３４
６他

98日間

建築工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川１２１－
１

2010/5/25 沼田土建（株） 群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 82,110,000 80,850,000 98.47%

Ｈ２２上湯原地区擁壁工事 群馬県吾妻郡長野原町大
字川原湯地先 180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

2010/5/26 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 264,012,000 248,850,000 94.26%

県道林・長野原線（上原地
区その２）新設工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字林地先 156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

2010/5/26 （株）グランドリサーチ竹内
組

群馬県吾妻郡長野原町大
字林２３９

一般競争入札 有 276,664,500 267,750,000 96.78%

上湯原地区函渠他工事 群馬県吾妻郡長野原町大
字川原湯地先 308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

2010/5/27 瑞穂建設（株） 群馬県渋川市渋川４４１３
－１

一般競争入札 有 152,796,000 139,650,000 91.40%

付替国道１４５号（立馬地
区その３）改良他工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字林地先 156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

2010/5/27 吉澤建設（株） 群馬県吾妻郡長野原町大
字大津１２７

一般競争入札 有 232,848,000 216,300,000 92.89%

湯西川ダム管理施設整備
工事

栃木県日光市西川地先
490日間

建築工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/5/28 佐田建設（株）栃木支店 栃木県小山市城北５－３
－２４

一般競争入札 有 220,710,000 207,900,000 94.20%

Ｈ２２管内改築区間管理
（その３）工事

横浜国道事務所　上依知
監督官　管内 307日間

造園工事 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

2010/5/28 藤造園建設（株） 神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢中町６番７号

一般競争入札 有 56,500,500 45,465,000 80.47%

Ｈ２２管内改築改良（その
１）工事

横浜国道事務所　大磯出
張所、藤沢出張所、小田
原出張所管内

304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

2010/5/31 （株）ガイアートＴ・Ｋ関東支
店

東京都新宿区新小川町８
－２７

一般競争入札 有 98,868,000 81,690,000 82.63%

Ｈ２２管内改築区間管理
（その２）工事

横浜国道事務所　藤沢出
張所管内 304日間

造園工事 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

2010/5/31 生駒造園土木（株） 神奈川県横浜市戸塚区小
雀町１９５６－１

一般競争入札 有 61,341,000 45,150,000 73.60%

Ｈ２２浅川新橋床版修繕他
工事

長野県長野市豊野町浅野
地先 304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

2010/5/31 ショーボンド建設（株）東京
支店

東京都江東区南砂２－２
－１７

一般競争入札 有 246,960,000 236,250,000 95.66%


