
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

新田地区高規格堤防（Ｈ２
２）工事

東京都足立区新田３丁目
地先～北区豊島５丁目地
先

202日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所
東京都北区志茂５－４１－
１

2010/6/1 ＳＭＣシビルテクノス（株）
東京都新宿区新宿５－１５
－５

一般競争入札 有 206,671,500 183,750,000 88.91%

Ｈ２１新小松川大橋塗装工
事

東京都江戸川区小松川４
丁目地先

297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

2010/6/1 東亜塗装工業（株）
東京都豊島区東池袋１－
４８－１０

一般競争入札 有 194,491,500 161,700,000 83.14%

市川大橋橋脚補強その３
工事

千葉県市川市上妙典地先 392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

2010/6/3
オリエンタル白石（株）東京
支店

東京都江東区豊洲５－６
－５２

一般競争入札 有 181,629,000 178,500,000 98.28%

Ｈ２２田川橋耐震補強工事
長野県塩尻市大字桟敷地
先

170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

2010/6/3 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２－
２５

一般競争入札 有 31,594,500 30,240,000 95.71%

慈観下流山腹基礎工工事
栃木県　日光市　野州原
地先

226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

2010/6/4 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 72,355,500 71,400,000 98.68%

湯沢工事用道路工事
栃木県　日光市　川俣地
先他

201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

2010/6/4 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 71,620,500 66,150,000 92.36%

稲荷川工事用道路他工事
栃木県　日光市　日光地
先

203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

2010/6/4 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 77,416,500 74,025,000 95.62%

Ｈ２１路車間情報集約設備
工事

埼玉県さいたま市中央区
新都心２－１　さいたま新
都心合同庁舎２号館 関

291日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心２－１さいたま新都
心合同庁舎二号館

2010/6/7
（株）日立製作所公共シス
テム営業統括本部

東京都江東区新砂１－６
－２７　新砂プラザ

一般競争入札 有 161,469,000 134,400,000 83.24%

Ｈ２２荒川上流光ケーブル
維持工事

荒川上流河川事務所管内 293日間 通信設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/6/11 （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 51,754,500 48,510,000 93.73%

Ｈ２２香沢流域工事用道路
改良工事

群馬県利根郡片品村大字
小川地先

190日間 一般土木工事 利根川水系砂防事務所
群馬県渋川市渋川１２１－
１

2010/6/14 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 104,548,500 102,900,000 98.42%

Ｈ２２メリ沢左岸法面対策
工事

山梨県南巨摩郡早川町新
倉地先

228日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/6/17 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 187,729,500 168,840,000 89.94%

Ｈ２２小武川上流崩壊地対
策工事

山梨県韮崎市青木清哲町
地先

200日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/6/18 日特建設（株）東京支店
東京都中央区明石町１３
－１８

一般競争入札 有 210,882,000 184,537,500 87.51%

新４号栄橋ランプ橋下部工
事

茨城県古河市大字久能地
先

283日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/6/21 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１－
７－１

一般競争入札 有 93,313,500 81,585,000 87.43%

Ｈ２２綾瀬水門ゲート設備
改修工事

東京都葛飾区堀切地先 245日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所
東京都北区志茂５－４１－
１

2010/6/21 飯田鉄工（株）関東支店
埼玉県さいたま市上落合２
－３－２－９０１

一般競争入札 有 71,841,000 53,025,000 73.81%

龍ヶ崎法務支局庁舎電気
設備改修工事

茨城県龍ヶ崎市２９８５ 39日間 電気設備工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜５－１
－１３宇都宮地方合同庁
舎５階

2010/6/21 河村電気工事（株）
茨城県龍ケ崎市馴馬町５
０９

一般競争入札 有 24,990,000 16,327,500 65.34%

新４号上三川地区横断函
渠設置工事

栃木県河内郡上三川町大
字上三川

282日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/6/22 （株）増渕組
栃木県宇都宮市簗瀬町２
５００－１５

一般競争入札 有 233,730,000 204,750,000 87.60%

北千葉道路環境整備その
４工事

自）千葉県成田市北須賀
地先　至）千葉県成田市押
畑地先

282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

2010/6/22 （株）淺川組東京支店
東京都品川区南大井６－
１２－１３　淺川ビル

一般競争入札 有 249,270,000 219,240,000 87.95%

国道２４６号大橋地区共同
溝耐震補強工事

自）東京都目黒区大橋１丁
目　至）東京都世田谷区三
軒茶屋１丁目

276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

2010/6/22 （株）奥村組東京支店 東京都港区芝５－６－１ 一般競争入札 有 277,903,500 235,830,000 84.86%

東池袋３丁目電線共同溝
工事

自）東京都豊島区東池袋３
丁目　至）東京都豊島区東
池袋１丁目

276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

2010/6/22 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１－
１２－８

一般競争入札 有 145,351,500 134,400,000 92.47%

Ｈ２２朴の木下流砂防堰堤
工事

山梨県北杜市白州町柳澤
地先

282日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/6/22 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－１１
－２２

一般競争入札 有 203,815,500 188,475,000 92.47%

Ｈ２２鹿嶋国道管内緑地管
理工事

鹿嶋国道出張所管内 264日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/6/24 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０５－
２１

一般競争入札 有 10,059,000 8,715,000 86.64%

Ｈ２２八斗島右岸河川維持
工事

八斗島出張所管内 280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

2010/6/24 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０－３
３

一般競争入札 有 45,412,500 34,650,000 76.30%

付替県道穴田地区改良・８
号トンネル舗装工事

栃木県日光市西川地先 276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 2010/6/28 （株）星野建設
栃木県日光市南小来川２
２９－２

一般競争入札 有 131,869,500 131,250,000 99.53%

Ｈ２２幡ヶ谷陸橋補修他工
事

東京都渋谷区幡ヶ谷１丁
目地先他

269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

2010/6/29 大和小田急建設（株）
東京都新宿区西新宿４－
３２－２２

一般競争入札 有 165,973,500 143,850,000 86.67%
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国道２４６号南青山１丁目
電線共同溝路面復旧工事

自）東京都港区南青山１丁
目　至）東京都港区南青山
２丁目

243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

2010/6/30 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 127,585,500 115,290,000 90.36%

Ｈ２２梅田立体橋耐震補強
工事

東京都足立区梅田１丁目
地先

266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

2010/6/30
オリエンタル白石（株）東京
支店

東京都江東区豊洲５－６
－５２

一般競争入札 有 110,617,500 102,900,000 93.02%


