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Ｈ２２熊谷バイパス他除草
作業

自）埼玉県鴻巣市箕田
至）埼玉県深谷市西田　外
２箇所

167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

2010/7/1 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 52,972,500 43,785,000 82.66%

Ｈ２２坂室トンネル受変電
設備工事

長野県茅野市宮川地先 260日間 受変電設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/7/1 （株）有電社東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷１
－７－８

一般競争入札 有 59,241,000 50,925,000 85.96%

みはらしの里ポンプ設備
設置工事

国営常陸海浜公園内 91日間
暖冷房衛生設備
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

2010/7/1 （株）大成設備工業
茨城県ひたちなか市後台
４５４－５

一般競争入札 有 20,506,500 14,595,000 71.17%

Ｈ２２樹林地管理工事 国営常陸海浜公園内 242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

2010/7/1 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０５－
２１

一般競争入札 有 30,544,500 22,575,000 73.91%

圏央道木更津地区環境整
備その６工事

自）千葉県木更津市真里
谷　至）千葉県木更津市下
郡

266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

2010/7/2
多田建設（株）第三事業本
部

東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 263,340,000 231,000,000 87.72%

東京国道管内防災鉄塔設
置工事

東京都品川区八潮１丁目
地先

202日間 通信設備工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/7/2 電気興業（株）東京支店
埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ
岡１－１－１

一般競争入札 有 35,962,500 34,387,500 95.62%

さがみ縦貫葉山島地区改
良（その１）工事

神奈川県相模原市緑区葉
山島地先

120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

2010/7/2 木本建興（株）
神奈川県相模原市中央３
－３－１５

一般競争入札 有 36,907,500 33,463,500 90.67%

平成２２年度高浜周辺維
持工事

那珂導水路管内、利根導
水路管内

269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

2010/7/5 （株）鈴徳 千葉県香取市九美上１２ 一般競争入札 有 7,948,500 7,035,000 88.51%

平成２２年度骨材運搬工
事

栃木県日光市日向地先お
よび西川地先

148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 2010/7/5 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新町
１８０

一般競争入札 有 98,332,500 82,950,000 84.36%

堀之内地区改良その１５
工事

千葉県市川市堀之内２丁
目地先

269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 2010/7/5 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 218,284,500 194,250,000 88.99%

相武国道管内植栽他工事 相武国道事務所管内 92日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/7/5 （株）野崎造園
東京都東久留米市柳窪四
丁目１４番２２号

一般競争入札 有 13,335,000 10,080,000 75.59%

さがみ縦貫一之宮第六高
架橋工事

神奈川県高座郡寒川町一
之宮地先

830日間 鋼橋上部工事 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

2010/7/5
さがみ縦貫一之宮第六高
架橋工事東骨・片山特定
建設工事共同企業体

東京都港区芝浦四丁目１
８番３２号

一般競争入札 有 3,316,803,000 2,929,500,000 88.32%

国道１号虎ノ門立坑構築
工事

東京都港区虎ノ門１丁目
地先

262日間 一般土木工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南１
－２－１

2010/7/6 （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 225,414,000 189,000,000 83.85%

Ｈ２２中部横断改良保全工
事

自）山梨県南巨摩郡南部
町福士　　至）山梨県西八
代郡市川三郷町岩間

268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

2010/7/6 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 144,417,000 129,990,000 90.01%

環境調査研修所宿泊棟他
建築改修その他工事

埼玉県所沢市並木３－３ 236日間 建築工事 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

2010/7/7 （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 400,050,000 349,650,000 87.40%

Ｈ２２遅沢川第三床固工工
事

群馬県吾妻郡長野原町 260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

2010/7/8 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 145,278,000 134,400,000 92.51%

Ｈ２２中部横断自動車道道
路情報処理設備工事

長野県佐久市桜井地先 260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

2010/7/8 富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目
５番２号

一般競争入札 有 114,502,500 106,050,000 92.62%

真岡管内光ケーブル管路
布設工事

栃木県真岡市君島地先 195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

2010/7/9 佐藤工業（株）
栃木県下都賀郡壬生町大
字壬生甲２２３０

一般競争入札 有 30,208,500 25,147,500 83.25%

関東安全衛生技術セン
ター電気設備改修その他
工事

千葉県市原市能満２０８９
－１４７

144日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花１－２４
－１

2010/7/9 東進電気（株）
東京都荒川区西日暮里２
－２５－１

一般競争入札 有 24,265,500 18,900,000 77.89%

日本バイオアッセイ研究セ
ンター平成２２年度機械設
備改修その他工事

神奈川県　秦野市平沢字
芝原２４４５

264日間
暖冷房衛生設備
工事

横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町３７－９

2010/7/9 第一工業（株）
東京都千代田区丸の内３
－３－１

一般競争入札 有 196,560,000 192,150,000 97.76%

沼田統計・情報センター屋
上防水改修工事

群馬県沼田市東倉内７７５
－２外

83日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町５０
－３

2010/7/9 （株）豊田工務店 群馬県藤岡市藤岡１７３６ 一般競争入札 有 3,192,000 2,992,500 93.75%

Ｈ２１入間川寺山上堤防補
強工事

埼玉県川越市上寺山地先 218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

2010/7/12 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 90,468,000 76,650,000 84.73%

Ｈ２２北千葉第一機場外ポ
ンプ設備修繕工事

千葉県印西市発作地先外
１ヶ所

256日間 機械設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/7/12
（株）荏原由倉ハイドロテッ
ク

東京都中央区日本橋室町
１－５－３三越前福島ビル

一般競争入札 有 193,294,500 189,000,000 97.78%

管内予定地管理その他工
事

川崎国道事務所管内 262日間 維持修繕工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷２－３－３

2010/7/12 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 67,326,000 65,940,000 97.94%
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４号馬場地区改良舗装工
事

栃木県さくら市馬場地先 230日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/7/13 剋真建設（株）
栃木県真岡市田町１５１５
－４

一般競争入札 有 178,521,000 151,725,000 84.99%

Ｈ２２中津川管理道路新設
工事

神奈川県愛甲郡清川村
宮ヶ瀬地先

108日間 一般土木工事
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

2010/7/13 （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 52,857,000 42,735,000 80.85%

国道５０号下館ＢＰ標識設
置工事

茨城県　筑西市 107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

2010/7/14 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細田
１－１２

一般競争入札 有 40,099,500 37,800,000 94.27%

Ｈ２２保川工事用道路工事
山梨県南巨摩郡早川町保
地先

201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

2010/7/14 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 121,411,500 105,000,000 86.48%

大森税務署エレベーター
設備工事

東京都大田区中央７－７３
－２

107日間 機械設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/7/14
（株）日立製作所都市開発
システム社

東京都千代田区外神田４
－１４－１　秋葉原ＵＤＸ

一般競争入札 有 13,125,000 11,130,000 84.80%

Ｈ２２朴の木上流砂防堰堤
工事

山梨県北杜市白州町柳澤
地先

259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

2010/7/15 丹澤建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三郷
町市川大門２７９０

一般競争入札 有 254,887,500 246,750,000 96.81%

新４号五霞地区舗装工事
茨城県猿島郡五霞町小福
田地先

150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 2010/7/16 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 103,120,500 89,250,000 86.55%

１６号相模原市上鶴間（３）
電線共同溝工事

自：神奈川県相模原市南
区上鶴間二丁目
至：神奈川県相模原市南

360日間
アスファルト舗装
工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/7/16 （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 201,799,500 184,590,000 91.47%

千葉港湾合同庁舎外１件
平成２２年度機械設備改
修その他工事

千葉県千葉市中央区中央
港１－１２－２、千葉県千
葉市中央区中央港１－１１

227日間
暖冷房衛生設備
工事

東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花１－２４
－１

2010/7/16 （株）早見設備
千葉県松戸市二ツ木二葉
町１９８－２

一般競争入札 有 83,044,500 75,915,000 91.41%

横浜税関監視部分庁舎外
１件機械設備改修その他
工事

神奈川県横浜市中区海岸
通１－１　神奈川県横浜市
鶴見区大黒町４－３１

227日間
暖冷房衛生設備
工事

横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町３７－９

2010/7/16 （株）神奈川産業
神奈川県横浜市南区宿町
３－５５

一般競争入札 有 31,426,500 29,400,000 93.55%

Ｈ２２入間川釘無築堤工事
埼玉県　比企郡川島町
釘無地先

211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

2010/7/20 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 100,317,000 87,150,000 86.87%

さがみ縦貫藤木沢第二橋
下部工事

神奈川県相模原市緑区葉
山島地先

180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

2010/7/20 亀井工業（株）
神奈川県茅ヶ崎市南湖１
－４－２５

一般競争入札 有 176,053,500 149,940,000 85.17%

坂室改良舗装工事 長野県茅野市宮川地先 255日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/7/20 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 221,602,500 196,350,000 88.60%

坂室トンネル舗装他工事 長野県茅野市宮川地先 255日間
セメント・コンク
リート工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/7/20 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 264,033,000 248,640,000 94.17%

Ｈ２２坂室トンネル防災設
備工事

長野県茅野市宮川地先 248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

2010/7/20 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１－
５－４６

一般競争入札 有 109,021,500 98,280,000 90.15%

Ｈ２２中部横断自動車道非
常電話設備工事

長野県佐久市長土呂地先
ほか　中部横断自動車道

248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

2010/7/20 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３－
９－１

一般競争入札 有 67,977,000 60,900,000 89.59%

Ｈ２２中部横断自動車道気
象他観測設備工事

長野県佐久市長土呂地先
ほか　中部横断自動車道

248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

2010/7/20 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３－
９－１

一般競争入札 有 94,752,000 81,900,000 86.44%

五十里ダム小容量放流設
備改修工事

栃木県日光市川治温泉川
治２９５－１

241日間 機械設備工事
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

2010/7/20 西田鉄工（株）関東支店
東京都墨田区太平３－３
－１２　アドバンス喜月ビ
ル

一般競争入札 有 152,376,000 150,150,000 98.54%

圏央道東高架橋下部その
５工事

茨城県稲敷郡河内町十三
間戸地先

190日間 一般土木工事 常総国道事務所
茨城県土浦市川口１－１
－２６

2010/7/21 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 134,169,000 115,500,000 86.09%

湯西川ダム管理用制御処
理設備ほか設置工事

栃木県日光市西川地先ほ
か２箇所

611日間 通信設備工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/7/21 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２
－７－３

一般競争入札 有 198,996,000 167,475,000 84.16%

Ｈ２２沼田管内耐震補強工
事

群馬県利根郡みなかみ町
地先

247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 2010/7/21
ショーボンド建設（株）関東
支店

埼玉県さいたま市北区宮
原町１－５０１－１

一般競争入札 有 142,233,000 136,500,000 95.97%

Ｈ２２荒川下流流域自治体
光接続工事

荒川下流河川事務所管内 156日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所
東京都北区志茂５－４１－
１

2010/7/21 池野通建（株） 東京都北区岸町１－９－４ 一般競争入札 有 89,754,000 87,675,000 97.68%

Ｈ２２防雷設備設置工事
東京都西多摩郡瑞穂町南
平地先他３箇所

132日間 電気設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/7/21 北総電機産業（株） 千葉県船橋市本郷町７２０ 一般競争入札 有 15,393,000 10,479,000 68.08%

Ｈ２２松井田地区防災工事
群馬県安中市松井田町入
山

250日間 一般土木工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/7/22 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 89,712,000 89,250,000 99.49%
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Ｈ２２碓氷バイパス耐震補
強工事

群馬県安中市松井田町地
先

246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 2010/7/22 三井造船鉄構工事（株）
東京都江戸川区西葛西８
－４－６

一般競争入札 有 131,701,500 114,450,000 86.90%

Ｈ２２金杉橋・代々木管内
歩道橋塗装工事

金杉橋出張所管内及び
代々木出張所管内

231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

2010/7/22 山谷塗装（株）
東京都渋谷区代々木１－
４３－７

一般競争入札 有 36,529,500 33,600,000 91.98%

圏央道八王子南ＩＣ床版
（その１）工事

東京都八王子市南浅川町
地先

245日間 鋼橋上部工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2010/7/23 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 247,600,500 244,650,000 98.81%

水郷大橋下部耐震補強そ
の１工事

千葉県香取市佐原地先 368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

2010/7/26 （株）大本組東京支店
東京都千代田区永田町２
－１７－３

一般競争入札 有 299,869,500 262,500,000 87.54%

堀金・穂高地区烏川Ａ橋上
部工事

長野県安曇野市穂高地先 242日間 鋼橋上部工事
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

2010/7/26
古河産機システムズ（株）
北関東営業所

栃木県小山市若木町１－
２３－１５

一般競争入札 有 162,729,000 150,150,000 92.27%

千葉港湾合同庁舎平成２
２年度建築改修工事

千葉県千葉市中央区中央
港１－１２－２

217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

2010/7/26 （株）羽原工務店
茨城県龍ケ崎市川原代町
３９７５

一般競争入札 有 140,385,000 125,475,000 89.38%

足利労働基準監督署外１
件機械設備改修その他工
事

栃木県足利市大正町８６４ 147日間
暖冷房衛生設備
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

2010/7/26 青木設備工業（株） 栃木県佐野市朝日町８５３ 一般競争入札 有 25,147,500 24,622,500 97.91%

国道１７号大和町電線共
同溝路面復旧工事

自）東京都板橋区仲宿
至）東京都板橋区大和町

213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

2010/7/27
北川ヒューテック（株）東京
本社

東京都中央区日本橋人形
町２－１４－９

一般競争入札 有 135,030,000 114,450,000 84.76%

湯島地区他交差点改良工
事

自）東京都文京区湯島地
先
至）東京都文京区本郷地

216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

2010/7/27
（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 107,961,000 102,900,000 95.31%

Ｈ２２新相模大橋橋面防水
補修工事

神奈川県海老名市上郷字
向川原地先

216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

2010/7/27
フジタ道路（株）首都圏支
店

東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 101,472,000 86,730,000 85.47%

堀金・穂高地区北駐車場
整備工事

長野県安曇野市穂高地先 241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

2010/7/27 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０－１
５－７

一般競争入札 有 156,334,500 137,760,000 88.12%

Ｈ２２昭和園路舗装改修他
工事

東京都立川市及び昭島市
地内

188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

2010/7/27 加勢造園（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷３
－６１－５

一般競争入札 有 54,999,000 54,075,000 98.32%

Ｈ２２滝川横断歩道橋設置
工事

茨城県笠間市小原地先 246日間 鋼橋上部工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/7/28 日立造船（株）東京本社
東京都品川区南大井６－
２６－３

一般競争入札 有 104,674,500 98,700,000 94.29%

平成２２年度共同溝維持
工事

東京国道事務所管内 246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

2010/7/28
日本ユーティリティサブウェ
イ（株）

東京都中央区日本橋小伝
馬町１１－９

一般競争入札 有 50,232,000 49,350,000 98.24%

Ｈ２２鶴見川管内河川維持
管理工事

鶴見・新横浜出張所管内 246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

2010/7/28
スバル興業（株）神奈川営
業所

神奈川県横浜市都筑区折
本町２１５３

一般競争入札 有 35,752,500 34,650,000 96.92%

柏法務支局増築棟建築そ
の他工事

千葉県柏市柏６－１０－２
５他

246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

2010/7/28 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 142,905,000 125,475,000 87.80%

柏法務支局増築棟機械設
備その他工事

千葉県柏市柏６－１０－２
５他

246日間
暖冷房衛生設備
工事

東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花１－２４
－１

2010/7/28 櫻井工業（株）
東京都江東区深川２―８
－１９

一般競争入札 有 90,583,500 84,000,000 92.73%

東京障害者職業能力開発
校電気設備改修工事

東京都小平市小川西町２
－３４－１

125日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/7/28 （株）昇電社
東京都江戸川区松江４－
２２－２０

一般競争入札 有 10,993,500 7,825,335 71.18%

Ｈ２２倉見川第四砂防堰堤
改良工事

群馬県沼田市利根町根利
地先

244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

2010/7/29 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 159,516,000 141,750,000 88.86%

Ｈ２２砂川砂防堰堤改良工
事

群馬県沼田市利根町青木
地先

239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

2010/7/29 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 159,547,500 158,550,000 99.37%

松ヶ丘橋他橋面補修工事
松ヶ丘橋：千葉市中央区
松ヶ丘町地先　貝塚橋：千
葉市若葉区貝塚町地先

120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

2010/7/29
東亜道路工業（株）関東支
社

東京都港区六本木７－３
－７

一般競争入札 有 49,539,000 44,100,000 89.02%

国立感染症研究所村山庁
舎平成２２年度機械設備
改修その他工事

東京都武蔵村山市学園４
－７－１

245日間
暖冷房衛生設備
工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/7/29 （株）精研東京支店
東京都文京区小石川１－
１２－１４

一般競争入札 有 397,215,000 372,750,000 93.84%

Ｈ２２川治地区トンネル情
報管路耐火防護他工事

栃木県日光市川治温泉川
治地先

182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

2010/7/30
エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット（株）栃木支店

栃木県宇都宮市東宿郷４
－２－２４

一般競争入札 有 192,769,500 189,000,000 98.04%

関東管区警察学校第６生
徒寮空調機更新その他工
事

東京都小平市喜平町２－
５－１

123日間
暖冷房衛生設備
工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/7/30 ニッポー設備（株）
東京都国立市富士見台３
－２３－１６

一般競争入札 有 48,531,000 41,769,000 86.07%
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国立感染症研究所村山庁
舎第１研究棟他建築改修
その他工事

東京都武蔵村山市学園４
－７－１

244日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/7/30 （株）さとうベネック
大分県大分市松原町３－
４－１６

一般競争入札 有 108,045,000 94,815,000 87.76%


