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Ｈ２２栢ヶ舞工事用道路工
事

群馬県藤岡市譲原地先 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

2010/8/2 三興建設（株）
群馬県桐生市広沢町２－
２９６１

一般競争入札 有 61,267,500 50,715,000 82.78%

Ｈ２２常用洪水吐予備ゲー
ト設備修繕工事

神奈川県愛甲郡愛川町半
原地先

182日間 機械設備工事
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

2010/8/2 （株）イスミック関東支店
東京都江東区東陽５－３０
－１３

一般競争入札 有 34,744,500 34,650,000 99.73%

中部横断自動車道　大石
川橋下部４工事

長野県南佐久郡佐久穂町
大字千代里地先

235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

2010/8/2 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 210,966,000 186,900,000 88.59%

警視庁第三機動隊道場棟
建築改修その他工事

東京都目黒区大橋２－１７
－１６

182日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/8/2 酒井建設（株）
東京都豊島区東池袋１－
３２－４

一般競争入札 有 47,859,000 33,337,500 69.66%

柳沢地先他低水護岸災害
復旧工事

茨城県ひたちなか市柳沢
地先他１箇所

206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

2010/8/3 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白方
５３８－２

一般競争入札 有 38,776,500 32,970,000 85.03%

下館バイパス栗島中舘照
明工事

自：茨城県筑西市栗島地
先　至：茨城県筑西市中舘
地先

101日間 電気設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/8/3 宇田電機（株）
茨城県水戸市住吉町２９８
－２

一般競争入札 有 14,469,000 9,870,000 68.21%

水郷大橋上部耐震・補修
その１工事

千葉県香取市佐原地先 331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

2010/8/3 駒井鉄工（株）東京本社
東京都台東区上野１－１９
－１０

一般競争入札 有 183,718,500 181,650,000 98.87%

Ｈ２２香草中和工場外修繕
工事

群馬県吾妻郡草津白根国
有林１５８林班内（香草中
和工場）　　　群馬県吾妻

209日間 機械設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津６０４－１

2010/8/3 三菱マテリアルテクノ（株）
東京都千代田区九段北１
－１４－１６

一般競争入札 有 32,455,500 32,025,000 98.67%

圏央道東高架橋上部その
３工事

茨城県稲敷郡河内町十三
間戸地先

460日間 鋼橋上部工事 常総国道事務所
茨城県土浦市川口１－１
－２６

2010/8/4 （株）東京鐵骨橋梁
東京都港区芝浦４－１８－
３２

一般競争入札 有 656,491,500 585,900,000 89.25%

Ｈ２２新４号他環境整備工
事

自）茨城県猿島郡五霞町
幸主　至）栃木県宇都宮市
平出工業団地 他１箇所

226日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/8/4 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 56,406,000 56,175,000 99.59%

Ｈ２２九十九川水門ゲート
設備新設工事

埼玉県東松山市正代地先 294日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/8/4 佐藤鉄工（株）東京営業所
東京都中央区日本橋小伝
馬町４－１

一般競争入札 有 220,174,500 195,300,000 88.70%

Ｈ２２南畑排水樋管ゲート
設備修繕工事

埼玉県富士見市南畑新田
地先

239日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/8/4 宇野重工（株）東京営業所
東京都港区浜松町２－２
－３

一般競争入札 有 88,683,000 75,180,000 84.77%

２０号相模原市緑区吉野
歩道整備工事

神奈川県相模原市緑区吉
野地先

208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

2010/8/4 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 38,860,500 38,325,000 98.62%

Ｈ２２井倉地区改良舗装工
事

自）山梨県都留市玉川
至）山梨県都留市井倉

208日間
アスファルト舗装
工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/8/4 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 119,899,500 108,675,000 90.64%

Ｈ２２管内ネットワーク設備
工事

甲府河川国道事務所管内 133日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/8/4
アンリツ（株）ネットワーク
ス営業本部第１営業部

神奈川県厚木市田村町８
番５号

一般競争入札 有 52,657,500 45,675,000 86.74%

Ｈ２２枝川跨道橋他補修工
事

茨城県ひたちなか市大字
枝川地先

204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

2010/8/5 カジマ・リノベイト（株）
東京都新宿区住吉町１－
２０

一般競争入札 有 106,312,500 95,340,000 89.68%

Ｈ２２大洗跨道橋他補修工
事

茨城県東茨城郡大洗町大
貫町地先

204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

2010/8/5 株木建設（株）茨城本店
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 21,126,000 18,900,000 89.46%

華厳上流桟橋製作工事
栃木県　日光市　中宮祠
地先

232日間 鋼橋上部工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面２３９
０

2010/8/5 トライアン（株）
長野県長野市松岡２－６
－１８

一般競争入札 有 29,368,500 28,035,000 95.46%

Ｈ２２圏央道江川右岸調整
池工事

埼玉県桶川市川田谷地先 227日間 一般土木工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/8/5 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 209,391,000 177,975,000 85.00%

小松川高規格堤防地盤改
良（Ｈ２２）工事

東京都　江戸川区　小松
川地先

238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

2010/8/5 若築建設（株）東京支店
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 310,138,500 271,005,000 87.38%

大町・松川地区渓流レクリ
エーションゾーン舗装工事

長野県大町市常盤地先 137日間
アスファルト舗装
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

2010/8/5 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２－
２５

一般競争入札 有 50,127,000 45,654,000 91.08%

Ｈ２２二瀬ダム砂礫搬出工
事

埼玉県秩父市大滝地先 117日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝３８７５
－１

2010/8/5 （株）磯田建設
埼玉県秩父市荒川上田野
７６６－１

一般競争入札 有 70,392,000 62,895,000 89.35%

華厳上流護岸工事
栃木県　日光市　中宮祠
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

2010/8/6 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 71,326,500 61,950,000 86.85%

Ｈ２２倉賀野町下地先護岸
工事

群馬県高崎市倉賀野町地
先

231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 2010/8/6 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 68,680,500 59,850,000 87.14%
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Ｈ２２管内標識区画線設置
工事

高崎河川国道事務所管内 237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 2010/8/6 （株）中井産業
群馬県高崎市八千代町２
－４－２６

一般競争入札 有 38,619,000 37,800,000 97.88%

Ｈ２２圏央道江川左岸調整
池工事

埼玉県桶川市上日出谷地
先

226日間 一般土木工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/8/6 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 195,573,000 171,150,000 87.51%

Ｈ２２大宮・春日部管内交
通安全対策工事

大宮出張所管内（さいたま
市を含む）及び春日部国
道出張所管内

206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

2010/8/6 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 115,594,500 108,360,000 93.74%

Ｈ２１坂川宮園地区環境整
備工事

千葉県流山市宮園地先 223日間 一般土木工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/8/6 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 92,484,000 78,750,000 85.15%

扇大橋他自然再生（Ｈ２２）
工事

東京都足立区扇二丁目地
先他

237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

2010/8/6 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 83,800,500 81,375,000 97.11%

２０号調布市歩道バリアフ
リー化（その１）工事

東京都調布市国領町１丁
目地先

206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

2010/8/6 地崎道路（株）東京支店
東京都港区港南２－１３－
３１

一般競争入札 有 170,541,000 143,535,000 84.16%

１６号大野台地区交通安
全対策工事

神奈川県相模原市南区大
野台六丁目他１箇所

105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

2010/8/6 福田道路（株）東京本店
東京都新宿区坂町２８　三
廣ビル

一般競争入札 有 20,422,500 17,010,000 83.29%

下諏訪路面補修工事
長野県諏訪郡下諏訪町高
木地先

136日間
アスファルト舗装
工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/8/6 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２－
２５

一般競争入札 有 63,966,000 59,325,000 92.74%

富士見路面補修工事
長野県諏訪郡富士見町富
士見地先他１箇所

136日間
アスファルト舗装
工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/8/6 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－１
－１７

一般競争入札 有 65,100,000 56,175,000 86.29%

大町・松川地区渓流レクリ
エーションゾーン電気通信
設備工事

長野県大町市常盤地先
国営アルプスあづみの公
園　大町・松川地区

178日間 通信設備工事
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

2010/8/6 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３－
９－１

一般競争入札 有 68,796,000 57,750,000 83.94%

国立女性教育会館機械設
備改修工事

埼玉県比企郡嵐山町菅谷
７２８

236日間
暖冷房衛生設備
工事

東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町３－
２８－８

2010/8/6 エルゴテック（株）
神奈川県横浜市中区尾上
町１－４－１

一般競争入札 有 571,095,000 550,515,000 96.40%

湯西川ダム電気設備設置
工事

栃木県日光市西川地先ほ
か１箇所

592日間 受変電設備工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/8/9 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－１
－１

一般競争入札 有 248,671,500 213,150,000 85.72%

Ｈ２２高松地先護岸工事 群馬県高崎市高松町地先 228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 2010/8/9 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 84,063,000 72,555,000 86.31%

Ｈ２２半田電線共同溝工事 群馬県渋川市半田 219日間
アスファルト舗装
工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/8/9 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 96,579,000 94,290,000 97.63%

Ｈ２２品木ダム浚渫土運搬
盛土工事

群馬県吾妻郡中之条町大
字入山地先

175日間 一般土木工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津６０４－１

2010/8/9 （株）武藤組
群馬県吾妻郡草津町大字
草津２６６－１４

一般競争入札 有 65,541,000 63,000,000 96.12%

Ｈ２２宇国管内光ケーブル
敷設他工事

宇都宮国道事務所管内 171日間 通信設備工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/8/10 池野通建（株） 東京都北区岸町１－９－４ 一般競争入札 有 45,171,000 42,840,000 94.84%

Ｈ２２倉賀野町中地先護岸
工事

群馬県高崎市倉賀野町地
先

227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 2010/8/10 小林建設工業（株） 群馬県太田市石橋町３１ 一般競争入札 有 87,286,500 73,290,000 83.96%

葛西共同溝補強その１工
事

東京都江戸川区臨海町６
丁目地先

227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

2010/8/10 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 202,398,000 178,500,000 88.19%

Ｈ２２中部横断身延ＩＣ改良
工事

山梨県南巨摩郡身延町上
八木沢地先

227日間 一般土木工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/8/10 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井之
上１５１１

一般競争入札 有 87,045,000 84,000,000 96.50%

Ｈ２２昭和こもれびの里農
家付属施設建築工事

東京都立川市地内 599日間 木造建築工事 国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１７３
番地

2010/8/10 砂川建設（株）
東京都立川市砂川町５－
１７－８

一般競争入札 有 122,608,500 115,500,000 94.20%

税務大学校東京研修所電
気設備改修その他工事

千葉県船橋市行田２－６
－５

232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

2010/8/10 大崎電設（株）
千葉県市原市八幡北町１
－１１－４

一般競争入札 有 54,306,000 36,225,000 66.71%

国立女性教育会館電気設
備改修工事

埼玉県比企郡嵐山町菅谷
７２８

226日間 電気設備工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町３－
２８－８

2010/8/16 （株）中電工東京本部
広島県広島市中区小網町
６－１２

一般競争入札 有 345,975,000 325,500,000 94.08%

Ｈ２２相俣ダムクレスト予
備ゲート設置工事

群馬県利根郡みなかみ町
相俣地先

219日間 機械設備工事
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

2010/8/18 （株）イスミック関東支店
東京都江東区東陽５－３０
－１３

一般競争入札 有 52,689,000 48,300,000 91.67%

Ｈ２２譲原地すべり観測機
器交換工事

群馬県藤岡市譲原地先 218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

2010/8/19
日本工営（株）電力事業本
部

東京都千代田区麹町５－
４

一般競争入札 有 117,673,500 99,435,000 84.50%
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Ｈ２２越辺川長岡河道整正
工事

埼玉県鳩山町赤沼地先 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

2010/8/19 （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 254,593,500 217,350,000 85.37%

Ｈ２２坂室トンネル照明設
備工事

長野県茅野市宮川地先 218日間 電気設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/8/19 （株）小松電気設備
長野県塩尻市大字桟敷３
５３

一般競争入札 有 75,652,500 66,780,000 88.27%

Ｈ２２昭和園路広場改修工
事

東京都立川市及び昭島市
地内

193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

2010/8/19 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３－
２２－４

一般競争入札 有 40,750,500 36,687,000 90.03%

さいたま法務総合庁舎平
成２２年度機械設備改修
その他工事

埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－１６－５８

223日間
暖冷房衛生設備
工事

東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町３－
２８－８

2010/8/19 アネス（株） 東京都北区栄町１－３ 一般競争入札 有 139,650,000 131,250,000 93.98%

Ｈ２２大利根左岸河川維持
工事

大利根出張所管内 223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

2010/8/20 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 40,698,000 27,930,000 68.63%

Ｈ２２佐原地区補修工事
千葉県香取市本宿耕地地
先

102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

2010/8/20 （株）菱木土建
茨城県潮来市釜谷４６４－
１

一般競争入札 有 13,083,000 12,474,000 95.35%

地理院画像工学精密機械
試験場（１０）機械設備改
修その他工事

茨城県つくば市北郷１ 219日間
暖冷房衛生設備
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

2010/8/23 関彰エンジニアリング（株）
茨城県つくば市東新井１２
－２

一般競争入札 有 50,536,500 47,880,000 94.74%

Ｈ２２荒川古谷本郷下築堤
工事

埼玉県川越市古谷本郷地
先

190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

2010/8/23 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 245,500,500 215,250,000 87.68%

幸魂大橋上り線防護柵改
修その他工事

埼玉県和光市新倉～埼玉
県三郷市高州２丁目

186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

2010/8/23
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 180,558,000 153,825,000 85.19%

Ｈ２２木挽崩沢崩壊地対策
工事

山梨県　南巨摩郡早川町
奈良田地先

214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

2010/8/23 ライト工業（株）関東支社
東京都千代田区九段北４
－２－３５

一般競争入札 有 106,701,000 90,615,000 84.92%

上田地区他植栽工事 上田出張所管内 214日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/8/23 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８８３
－３

一般競争入札 有 16,285,500 13,629,000 83.69%

Ｈ２２常名高架橋他補修工
事

茨城県土浦市常名地先 154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

2010/8/24 （株）奥村組東京支店 東京都港区芝５－６－１ 一般競争入札 有 61,194,000 54,600,000 89.22%

高崎第一陸橋補修工事 群馬県高崎市並榎町地先 213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 2010/8/24 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 113,904,000 109,725,000 96.33%

付替道路（横壁地区他）改
良工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字横壁地先外

160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

2010/8/24 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 195,142,500 194,250,000 99.54%

国立女性教育会館建築改
修工事

埼玉県比企郡嵐山町菅谷
７２８

218日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町３－
２８－８

2010/8/24
佐田建設（株）さいたま支
店

埼玉県さいたま市大宮区
浅間町２－２５２

一般競争入札 有 544,320,000 510,300,000 93.75%

Ｈ２２白砂川道路改良工事
群馬県吾妻郡中之条町大
字入山

134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

2010/8/25 北部土建工業（株） 群馬県渋川市半田３２２５ 一般競争入札 有 95,098,500 88,200,000 92.75%

横浜海上防災基地機械設
備改修その他工事

神奈川県横浜市中区新港
１－２－１

217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

2010/8/25
第一設備工業（株）横浜支
店

神奈川県横浜市中区三吉
町３－８

一般競争入札 有 324,240,000 291,375,000 89.86%

横浜海上防災基地建築改
修工事

神奈川県横浜市中区新港
１－２－１

217日間 建築工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町３７－９

2010/8/25 （株）小俣組
神奈川県横浜市南区新川
町５－２８

一般競争入札 有 263,655,000 241,500,000 91.60%

Ｈ２２烏川流域砂防整備工
事

利根川水系砂防事務所
榛名出張所管内

211日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所
群馬県渋川市渋川１２１－
１

2010/8/26 （株）広友土建
群馬県高崎市下室田町９
７０

一般競争入札 有 32,560,500 31,500,000 96.74%

Ｈ２２稲戸井土砂改良工事 茨城県守谷市高野地先 186日間 一般土木工事 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

2010/8/26 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 230,821,500 202,335,000 87.66%

中部横断自動車道　佐久
穂工事用道路１工事

自）長野県南佐久郡佐久
穂町大字高野町　至）長野
県南佐久郡佐久穂町大字

211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

2010/8/26 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－１
－１７

一般競争入札 有 284,844,000 241,290,000 84.71%

上田長野管内改良工事
上田出張所管内、長野出
張所管内

217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

2010/8/26 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 58,275,000 49,350,000 84.68%

Ｈ２２道路情報通信設備工
事

埼玉県さいたま市中央区
新都心２－１　関東地方整
備局　外　２箇所

185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

2010/8/27 （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 75,873,000 64,575,000 85.11%

幸魂大橋斜張橋主塔その
他耐震補強工事

埼玉県戸田市美女木地先 210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

2010/8/27 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 115,321,500 99,750,000 86.50%
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Ｈ２２駒岡５丁目堤防補強
工事

神奈川県横浜市鶴見区駒
岡５丁目地先

213日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/8/27 （株）ナカノフドー建設
東京都千代田区九段北４
－２－２８

一般競争入札 有 144,700,500 126,420,000 87.37%

Ｈ２２長野国道管内無線中
継所雷害対策工事

長野県松本市入山辺字
美ヶ原８９４６　美ヶ原無線
中継所　他３箇所

117日間 電気設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

2010/8/27 （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 15,267,000 12,600,000 82.53%

関東管区警察学校外２件
宿舎棟機械設備改修その
他工事

東京都小平市喜平町２－
５－１、２－４

188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 2010/8/27 （株）新和
東京都八王子市長房町１
５２９－５

一般競争入札 有 110,775,000 102,900,000 92.89%

前橋赤城線跨道橋下部他
工事

群馬県前橋市上細井町地
先

192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 2010/8/30 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 97,272,000 91,455,000 94.02%

坂室バイパス標識設置工
事

長野県　茅野市 214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

2010/8/30 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 44,058,000 38,640,000 87.70%

下川島低水護岸災害復旧
工事

茨城県筑西市下川島地先 148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

2010/8/31 （株）山中組
栃木県小山市大字間々田
１５６７

一般競争入札 有 18,711,000 15,246,000 81.48%

Ｈ２２篠山救急排水施設修
繕工事

茨城県常総市篠山地先 181日間 機械設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/8/31
（株）日立プラントテクノロ
ジー機械システム営業本
部

東京都豊島区東池袋４－
５－２

一般競争入札 有 29,284,500 27,825,000 95.02%

亀泉地区他改良舗装工事
自）群馬県前橋市亀泉町
至）群馬県前橋市上泉町

191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 2010/8/31 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 158,676,000 144,900,000 91.32%

勝沢横断函渠他工事
自）群馬県前橋市勝沢町
至）群馬県前橋市小神明
町

304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 2010/8/31 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 103,719,000 92,925,000 89.59%

五代川橋上部工事 群馬県前橋市五代町地先 303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 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/8/31
（株）富士ピー・エス関東支
店

東京都江東区亀戸２－２６
－１０　立花亀戸ビル

一般競争入札 有 34,072,500 29,053,500 85.27%

Ｈ２２神流川流域砂防整備
工事

利根川水砂防事務所　万
場出張所管内

199日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所
群馬県渋川市渋川１２１－
１

2010/8/31 田畑建設（株） 群馬県藤岡市小林３２６ 一般競争入札 有 46,557,000 46,200,000 99.23%

Ｈ２２第一調節池管理設備
修繕工事

埼玉県さいたま市桜区田
島地先

212日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町３－
１２

2010/8/31
（株）荏原製作所首都圏営
業所

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 121,254,000 109,200,000 90.06%

管内標識設置他工事
東京都新宿区西新宿三丁
目地先他

181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

2010/8/31 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－２０
－２８

一般競争入札 有 94,426,500 82,425,000 87.29%

Ｈ２２新鶴見橋他橋梁補修
工事

神奈川県横浜市鶴見区元
宮地先他

181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

2010/8/31
大和小田急建設（株）横浜
支店

神奈川県横浜市西区平沼
１－１９－５

一般競争入札 有 94,059,000 78,592,500 83.56%


