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国道５０号下館ＢＰ神分改
良工事

茨城県　筑西市　神分地
先

187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

2010/9/1 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市絹
の台２－２－３

一般競争入札 有 53,487,000 49,350,000 92.27%

蒲田立体擁壁（その６）工
事

東京都大田区南蒲田二丁
目～東京都大田区東六郷
一丁目

576日間 一般土木工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷２－３－３

2010/9/1 安藤建設（株）土木本部
東京都港区芝浦３－１２－
８

一般競争入札 有 393,120,000 340,515,000 86.62%

会計検査院安中研修所平
成２２年度機械設備改修
その他工事

群馬県安中市嶺３８－１
（会計検査院安中研修所）

114日間
暖冷房衛生設備
工事

長野営繕事務所
長野県長野市早苗町５０
－３

2010/9/1 信建総合設備（株） 群馬県高崎市貝沢町６２５ 一般競争入札 有 50,211,000 44,100,000 87.83%

関東管区警察学校外２件
宿舎棟建築改修工事

東京都小平市喜平町２－
５－１、２－４

180日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/9/1 （株）シミズ・ビルライフケア
東京都港区芝浦１－２－３
シーバンスＳ館

一般競争入札 有 178,605,000 157,500,000 88.18%

Ｈ２２管内簡易型交通量計
測設備設置工事

茨城県　水戸市 106日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/9/2 テクノ産業（株）
栃木県宇都宮市中里町１
６７－１

一般競争入札 有 10,458,000 10,290,000 98.39%

川治ダムクレストゲート設
備塗装工事

栃木県日光市川治温泉川
治３１９－６

151日間 塗装工事
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

2010/9/2 （株）ヤオテック東京支店
東京都大田区蒲田本町２
－１５－１

一般競争入札 有 24,937,500 21,892,500 87.79%

付替県道舗装等工事 栃木県　日光市 320日間
アスファルト舗装
工事

湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/9/3
（株）ＮＩＰＰＯ栃木統括事
業所

栃木県宇都宮市京町９－
５０

一般競争入札 有 163,947,000 144,690,000 88.25%

Ｈ２２末広町河道掘削工事
神奈川県横浜市鶴見区末
広町地先

136日間
河川しゅんせつ
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

2010/9/3
五洋建設（株）東京土木支
店

東京都文京区後楽２－２
－８

一般競争入札 有 151,399,500 133,350,000 88.08%

小山管内交通安全対策工
事

小山出張所管内 175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 2010/9/6 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 53,077,500 49,140,000 92.58%

Ｈ２２松木山腹（久蔵）工事 栃木県日光市足尾町地先 177日間 法面処理工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/9/6 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 104,286,000 93,975,000 90.11%

Ｈ２２みなかみ地区防災工
事

群馬県利根郡みなかみ町
永井地先

204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 2010/9/6 日特建設（株）群馬営業所
群馬県前橋市鳥羽町３８
－１

一般競争入札 有 101,461,500 93,240,000 91.90%

Ｈ２２古戸樋管外ゲート設
備工事

群馬県邑楽郡大泉町仙石
地先外１箇所

193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

2010/9/6 （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 33,946,500 29,925,000 88.15%

Ｈ２２御殿山橋他補修工事
東京都品川区北品川４丁
目地先他

200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

2010/9/6
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 69,163,500 68,775,000 99.44%

相武管内耐震補強補修そ
の１工事

神奈川県相模原市緑区千
木良地先他

180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

2010/9/6
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 36,981,000 36,750,000 99.38%

相武管内耐震補強補修そ
の２工事

神奈川県相模原市緑区千
木良地先

180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

2010/9/6
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 59,944,500 58,695,000 97.92%

Ｈ２２高幡護岸工事 東京都日野市高幡地先 175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

2010/9/6 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 188,779,500 164,850,000 87.32%

Ｈ２２南平５丁目低水護岸
工事

東京都日野市南平５丁目
地先

175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

2010/9/6 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 240,366,000 210,000,000 87.37%

Ｈ２２上田低水護岸工事 東京都日野市上田地先 175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

2010/9/6 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－１
－１

一般競争入札 有 194,554,500 165,690,000 85.16%

Ｈ２２金沢国道・小田原管
内交通安全対策他工事

横浜国道事務所　金沢国
道出張所管内及び小田原
出張所管内

191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

2010/9/6 （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 161,952,000 147,000,000 90.77%

Ｈ２２神奈川管内交通安全
対策他工事

横浜国道事務所　神奈川
出張所管内

191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

2010/9/6 （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 148,302,000 129,150,000 87.09%

Ｈ２２新４号薬師寺地区他
植栽工事

栃木県下野市薬師寺地先
他

199日間 造園工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/7 （株）落合東光園
栃木県河内郡上三川町川
中子９２１

一般競争入札 有 14,185,500 12,915,000 91.04%

新４号石橋宇都宮ＢＰ平出
第一跨道橋北改良工事

栃木県宇都宮市平出地先 199日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/7 光洋建設（株） 栃木県小山市喜沢６８９ 一般競争入札 有 101,472,000 88,200,000 86.92%

新４号石橋宇都宮ＢＰ小原
地区改良工事

栃木県宇都宮市平出地先 199日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/7 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 102,837,000 90,090,000 87.60%

新４号下野地区道路休憩
施設駐車場整備工事

栃木県下野市薬師寺地先 192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 2010/9/7 （株）増渕組
栃木県宇都宮市簗瀬町２
５００－１５

一般競争入札 有 180,295,500 153,300,000 85.03%
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新４号下野地区道路休憩
施設道路改修工事

栃木県下野市薬師寺地先 192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 2010/9/7
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 127,554,000 111,615,000 87.50%

Ｈ２２舟渡高架橋補修工事
東京都板橋区坂下１丁目
地先

199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

2010/9/7 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 105,147,000 92,263,500 87.75%

さがみ縦貫相模原ＩＣ当麻
地区改良工事

神奈川県相模原市南区当
麻地先

388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

2010/9/7 （株）吉田組東京支店
東京都中央区日本橋堀留
町１－５－９

一般競争入札 有 276,549,000 252,630,000 91.35%

Ｈ２２保土ヶ谷・厚木管内
交通安全対策他工事

横浜国道事務所　保土ヶ
谷出張所管内及び厚木出
張所管内

190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

2010/9/7 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－２０
－２８

一般競争入札 有 141,351,000 120,750,000 85.43%

Ｈ２２多摩川大橋歩道拡幅
工事

神奈川県川崎市幸区小向
仲野町　地先

570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

2010/9/7
松尾エンジニヤリング（株）
東京支店

千葉県八千代市大和田新
田６８６－３

一般競争入札 有 274,470,000 259,350,000 94.49%

Ｈ２２横浜国道管内光ケー
ブル敷設工事

横浜国道事務所管内 143日間 通信設備工事 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

2010/9/7 （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 43,470,000 37,275,000 85.75%

Ｈ２２坂室バイパスほか光
ケーブル敷設工事

長野県茅野市宮川地先ほ
か２箇所

174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

2010/9/7 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 55,408,500 45,885,000 82.81%

湯西川ダム管理施設設備
工事

栃木県日光市西川地先 387日間
暖冷房衛生設備
工事

湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/9/8 日神工業（株）
栃木県宇都宮市東塙田２
－８－４１

一般競争入札 有 114,355,500 91,350,000 79.88%

Ｈ２２吾妻川流域砂防整備
工事

利根川水系砂防事務所
長野原出張所管内

154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

2010/9/8 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 51,859,500 50,400,000 97.19%

Ｈ２２越辺川北浅羽低水路
整備工事

埼玉県坂戸市北浅羽地先 198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

2010/9/8 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 176,830,500 152,250,000 86.10%

平成２２年度幸魂大橋下り
線塗装工事

埼玉県戸田市美女木地先 198日間 塗装工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/9/8
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 93,660,000 80,430,000 85.87%

上泉地区改良その２工事 群馬県前橋市上泉町地先 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 2010/9/9 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 163,023,000 150,150,000 92.10%

扇二丁目緩傾斜堤防（Ｈ２
２）工事

東京都足立区扇二丁目地
先

197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

2010/9/9 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 279,909,000 238,350,000 85.15%

相原高架ランプ橋耐震補
強補修工事

神奈川県相模原市緑区元
橋本町地先

180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

2010/9/9 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区小
雀町１２９－３

一般競争入札 有 87,979,500 86,478,000 98.29%

砂田高架橋耐震補強（２）
工事

栃木県　宇都宮市　平塚
町地先

385日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/10 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 270,438,000 241,500,000 89.30%

矢場川橋補修工事 栃木県足利市南大町地先 196日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/10 横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４－
１４－５

一般競争入札 有 24,601,500 24,150,000 98.16%

Ｈ２２大宮管内橋梁補修工
事

大宮出張所管内 171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

2010/9/10
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 73,951,500 68,250,000 92.29%

酒々井管内交通対策工事 酒々井出張所管内 161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

2010/9/10 奥村建設（株）
千葉県安房郡鋸南町下佐
久間９７９

一般競争入札 有 28,203,000 24,150,000 85.63%

Ｈ２２赤羽橋・池上橋塗装
工事

金杉橋出張所管内 194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

2010/9/10 久保田塗装（株）
東京都豊島区池袋３－１９
－８

一般競争入札 有 57,183,000 46,515,000 81.34%

Ｈ２２橋梁塗装工事
神奈川県相模原市緑区青
山地先

143日間 塗装工事
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

2010/9/10 （株）コーケン
神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町１２－７

一般競争入札 有 24,591,000 20,857,200 84.82%

Ｈ２２宮ヶ瀬ダム通信設備
改修工事

相模川水系広域ダム管理
事務所管内

143日間 通信設備工事
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

2010/9/10
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 24,486,000 24,150,000 98.63%

新福士川橋補修工事
山梨県南巨摩郡南部町福
士地先

202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

2010/9/10
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 162,246,000 138,075,000 85.10%

中部横断自動車道　中佐
都ＩＣ他緑化工事

自）長野県小諸市御影新
田　至）長野県佐久市根々
井

196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

2010/9/10 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８８３
－３

一般競争入札 有 53,382,000 45,990,000 86.15%

国道６号千代田石岡ＢＰ東
田中高架橋下部工事

茨城県石岡市東田中地先 158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

2010/9/13 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２－
１０－７

一般競争入札 有 67,620,000 57,435,000 84.94%
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今宮排水樋管改築工事
茨城県結城郡八千代町今
宮地先

290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

2010/9/13 （株）小薬建設 茨城県筑西市稲野辺４５ 一般競争入札 有 181,734,000 178,185,000 98.05%

圏央道清水橋下部その１
工事

茨城県稲敷市清水地先 199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

2010/9/13 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 152,859,000 139,440,000 91.22%

Ｈ２２新４号大和田地区環
境整備工事

自）茨城県古河市柳橋
至）茨城県古河市大和田

168日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/13 幸武建設（株）
茨城県神栖市神栖４－５
－３１

一般競争入札 有 116,025,000 106,050,000 91.40%

Ｈ２２西那須野道路他環境
整備工事

自）栃木県さくら市馬場
至）栃木県那須塩原市西
富山

199日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/13 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 52,395,000 51,450,000 98.20%

砂田高架橋耐震補強（３）
工事

栃木県　宇都宮市　平塚
町～西刑部町地先

382日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/13 東武建設（株） 栃木県日光市大桑町１３８ 一般競争入札 有 215,418,000 187,950,000 87.25%

天狗沢下流第１砂防堰堤
工事

栃木県日光市日光地先 623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

2010/9/13 村本建設（株）東京支店
東京都千代田区二番町３
－４

一般競争入札 有 335,212,500 293,475,000 87.55%

Ｈ２２荒川行人樋管改築工
事

埼玉県鴻巣市大間地先 262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

2010/9/13 （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 367,783,500 320,250,000 87.08%

国道２９８号ＣＣＴＶ設備他
工事

自）埼玉県さいたま市南区
辻　至）埼玉県三郷市鷹野
自）埼玉県草加市花栗

198日間 通信設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/9/13 （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 94,384,500 81,900,000 86.77%

交通量データ監視設備設
置工事

東京国道事務所　ほか１
箇所

150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

2010/9/13
住友電工システムソリュー
ション（株）

東京都文京区関口１－４３
－５

一般競争入札 有 22,060,500 22,050,000 99.95%

鶴見地区・神奈川地区電
線共同溝路面復旧工事

神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央３丁目地先他２箇
所

178日間
アスファルト舗装
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

2010/9/13 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 68,943,000 57,540,000 83.46%

Ｈ２２今泉第１高架橋他橋
梁補修工事

神奈川県海老名市国分字
北原地先他

140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

2010/9/13
松尾エンジニヤリング（株）
東京支店

千葉県八千代市大和田新
田６８６－３

一般競争入札 有 101,503,500 87,045,000 85.76%

砂田高架橋耐震補強（６）
工事

栃木県　宇都宮市　西刑
部町地先

381日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14 村本建設（株）東京支店
東京都千代田区二番町３
－４

一般競争入札 有 226,201,500 198,345,000 87.69%

５０号小山大橋右岸耐震
補強工事

栃木県小山市大字大行寺
地先

265日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14 （株）斉藤組 栃木県小山市飯塚４８４ 一般競争入札 有 176,032,500 152,250,000 86.49%

５０号小山大橋左岸耐震
補強工事

自：栃木県小山市大字大
行寺地先　　至：栃木県小
山市大字神鳥谷地先

265日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14
ショーボンド建設（株）宇都
宮営業所

栃木県宇都宮市鶴田町１
４２７－１９

一般競争入札 有 254,320,500 220,500,000 86.70%

Ｈ２２新４号下坪山地区環
境整備工事

自）栃木県下野市国分寺
至）栃木県下野市薬師寺

167日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 114,250,500 95,550,000 83.63%

４号鬼怒川橋耐震補強工
事

栃木県塩谷郡高根沢町大
字宝積寺地先

269日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 189,714,000 164,640,000 86.78%

砂田高架橋耐震補強（４）
工事

栃木県　宇都宮市　西刑
部町地先

381日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14 （株）奥村組東京支店 東京都港区芝５－６－１ 一般競争入札 有 220,132,500 197,956,500 89.93%

国道４号橋梁補修工事
栃木県塩谷郡高根沢町宝
積寺地先　外２箇所

192日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14
ショーボンド建設（株）宇都
宮営業所

栃木県宇都宮市鶴田町１
４２７－１９

一般競争入札 有 63,724,500 63,000,000 98.86%

国分寺管内交通安全対策
工事

国分寺出張所管内 198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 2010/9/14 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 89,817,000 84,000,000 93.52%

五霞地区橋梁補修工事
茨城県猿島郡五霞町大字
大福田地先

198日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/14 横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４－
１４－５

一般競争入札 有 244,450,500 220,500,000 90.20%

Ｈ２２羽川電線共同溝工事 栃木県小山市羽川地先 533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 2010/9/14 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 190,722,000 163,065,000 85.50%

関の沢第４床固工事 栃木県日光市関の沢地先 625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

2010/9/14 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 447,877,500 396,270,000 88.48%

Ｈ２２利根砂防管内光ケー
ブル維持その２工事

利根川水系砂防事務所管
内

198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

2010/9/14 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 20,160,000 18,375,000 91.15%

Ｈ２２・２３戸田橋橋梁補修
工事

自）東京都板橋区舟渡３丁
目　至）埼玉県戸田市川岸
３丁目

258日間
アスファルト舗装
工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/9/14
（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 138,936,000 116,025,000 83.51%
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Ｈ２２上尾道路照明設備他
設置工事

埼玉県上尾市壱丁目地先 192日間 電気設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/9/14 （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 24,958,500 20,737,500 83.09%

さがみ縦貫都畑・中沢地
区改良工事

自）神奈川県相模原市緑
区城山３丁目　至）神奈川
県相模原市緑区中沢

756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

2010/9/14 （株）淺沼組東京本店 東京都新宿区荒木町５ 一般競争入札 有 979,723,500 848,400,000 86.60%

Ｈ２２本谷崩壊地対策施設
工事

長野県諏訪郡富士見町落
合地先

409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

2010/9/14 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 172,483,500 156,240,000 90.58%

Ｈ２２藤原ダム表面取水設
備開閉装置改修工事

群馬県利根郡なかみみ町
夜後地先

167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

2010/9/14 （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 36,487,500 35,700,000 97.84%

Ｈ２２藤原ダムクレストゲー
ト開度計更新工事

群馬県利根郡みなかみ町
夜後地先

133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

2010/9/14 （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 24,853,500 24,150,000 97.17%

秩父法務支局増築棟平成
２２年度エレベーター設備
工事

埼玉県秩父市桜木町１２
－２８

167日間 機械設備工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町３－
２８－８

2010/9/14 横浜エレベータ（株）
神奈川県横浜市中区松影
町２－８－６

一般競争入札 有 11,319,000 10,920,000 96.47%

Ｈ２２千波立体冠水監視設
備更新工事

茨城県水戸市千波地先外
１箇所

166日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/9/15 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 36,141,000 33,600,000 92.97%

Ｈ２２氏家矢板バイパス植
栽工事

自）栃木県さくら市蒲須坂
至）栃木県矢板市乙畑

100日間 造園工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/9/15 （株）礒造園土木
栃木県真岡市中２０１４－
１

一般競争入札 有 11,245,500 9,345,000 83.10%

Ｈ２２長野原通信用鉄塔そ
の他設置工事

利根川水系砂防事務所管
内

191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

2010/9/15 （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 52,636,500 45,622,500 86.67%

Ｈ２２行人樋管ゲート設備
改築工事

埼玉県鴻巣市大間地先 252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

2010/9/15
旭イノベックス（株）関東営
業所

東京都荒川区荒川２－３
－１－２０５

一般競争入札 有 62,202,000 61,950,000 99.59%

広丘舗装他管内改良工事
松本国道出張所管内、信
州新町出張所管内、岡谷
維持修繕出張所管内

197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

2010/9/15 松本土建（株）
長野県松本市島立６３５－
１

一般競争入札 有 70,098,000 68,250,000 97.36%

中部横断自動車道　佐久
南ＩＣ他緑化工事

自）長野県佐久市根々井
至）長野県佐久市伴野

191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

2010/9/15 （株）信濃美植 長野県大町市平１２０１ 一般競争入札 有 62,527,500 54,915,000 87.83%

Ｈ２２信州新町交通安全施
設他工事

信州新町出張所管内 166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

2010/9/15 （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 101,976,000 93,450,000 91.64%

Ｈ２２薗原ダム法面対策工
事

群馬県沼田市利根町園原
地先

190日間 法面処理工事
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

2010/9/15 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 78,844,500 65,100,000 82.57%

Ｈ２２　柴又排水樋管撤去
工事

東京都葛飾区柴又地先 560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 2010/9/16 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 223,293,000 193,305,000 86.57%

簡易型交通量計測設備設
置工事

甲府河川国道事務所管内 165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

2010/9/16
名古屋電機工業（株）東京
支店

東京都中央区八丁堀１－
８－１０

一般競争入札 有 28,486,500 26,250,000 92.15%

Ｈ２２管内電話交換設備改
修工事

茨城県水戸市千波町１９６
２－２　常陸河川国道事務
所外５箇所

136日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/9/17 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 9,786,000 9,345,000 95.49%

清滝床固群前庭保護工事
栃木県　日光市　清滝地
先

189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

2010/9/17 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５ー４ 一般競争入札 有 176,347,500 149,100,000 84.55%

新久芳橋下部その２工事 群馬県安中市中宿地先 286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 2010/9/17 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２－
４

一般競争入札 有 99,991,500 91,350,000 91.36%

新久芳橋下部その３工事 群馬県安中市中宿地先 286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 2010/9/17 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２－
４

一般競争入札 有 63,315,000 56,700,000 89.55%

Ｈ２２入間川西谷築堤工事
埼玉県比企郡川島町大字
曲師地先

174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

2010/9/17 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 186,459,000 159,600,000 85.60%

岩槻他電線共同溝路面復
旧工事

埼玉県さいたま市岩槻区
加倉地先他

530日間
アスファルト舗装
工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/9/17
（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 298,494,000 252,000,000 84.42%

Ｈ２２上尾道路東西連絡地
下道改良舗装工事

埼玉県上尾市壱丁目地先 195日間
アスファルト舗装
工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/9/17
三井住建道路（株）関東支
店

東京都新宿区余丁町１３
－２７

一般競争入札 有 239,799,000 203,175,000 84.73%

Ｈ２１田尻五丁目地区高潮
堤防工事

千葉県市川市田尻地先 189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 2010/9/17 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 110,544,000 99,750,000 90.24%
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八王子簡易裁判所庁舎機
械設備その他工事

東京都八王子市明神町４
－２１－１

195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 2010/9/17 酒井工業（株）
東京都文京区大塚６－１１
－１２

一般競争入札 有 104,884,500 91,182,000 86.94%

動物検疫所成田支所羽田
空港出張所動物舎（仮称）
新営工事

東京都大田区羽田空港３
丁目

194日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/9/17 （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 198,555,000 185,010,000 93.18%

文部科学省航鷹寮（１０）
建築改修その他工事

東京都調布市深大寺東町
７－４３－３

195日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/9/17 （株）シミズ・ビルライフケア
東京都港区芝浦１－２－３
シーバンスＳ館

一般競争入札 有 64,743,000 57,960,000 89.52%

千代田石岡ＢＰ東田中改
良（２）工事

茨城県石岡市東田中地先 170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

2010/9/21 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 201,978,000 176,400,000 87.34%

Ｈ２２高浜沖浚渫工事
茨城県　石岡市　石川地
先

557日間
河川しゅんせつ
工事

霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/9/21
五洋建設（株）東京土木支
店

東京都文京区後楽２－２
－８

一般競争入札 有 1,382,587,500 1,229,550,000 88.93%

圏央道東高架橋上部その
４工事

自）茨城県稲敷市町田
至）茨城県稲敷郡河内町
十三間戸

430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

2010/9/21
日鉄トピーブリッジ（株）東
京営業所

東京都品川区大崎１－５
－１

一般競争入札 有 545,349,000 471,450,000 86.45%

瀬尾低水護岸工事
栃木県　日光市　所野地
先

180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

2010/9/21 斉藤建設（株）
栃木県日光市鬼怒川温泉
大原坂の下８７２－４

一般競争入札 有 123,795,000 107,100,000 86.51%

水尻床固群前庭保護工事
栃木県　日光市　清滝地
先

185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

2010/9/21 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 122,272,500 103,320,000 84.50%

今市低水護岸工事
栃木県　日光市　今市地
先

170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

2010/9/21 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 127,270,500 109,200,000 85.80%

皇宮警察本部坂下護衛署
第３待機所新営その他工
事

東京都千代田区千代田１
－３

190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

2010/9/21 （株）シミズ・ビルライフケア
東京都港区芝浦１－２－３
シーバンスＳ館

一般競争入札 有 109,620,000 109,200,000 99.62%

八王子簡易裁判所庁舎建
築その他工事

東京都八王子市明神町４
－２１－１

191日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/9/21 （株）森本組東京支店
東京都新宿区早稲田鶴巻
町５４０　キリン１ｓｔ　ビル

一般競争入札 有 439,320,000 399,630,000 90.97%

Ｈ２２入間川下大屋敷築堤
工事

埼玉県比企郡川島町下大
屋敷地先

184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

2010/9/22 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 192,706,500 163,800,000 85.00%

さがみ縦貫城山ＩＣランプ
橋下部（その１）工事

神奈川県相模原市緑区小
倉地先

548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

2010/9/22 （株）間組関東土木支店
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 1,352,148,000 1,168,377,000 86.41%

大津電線共同溝路面復旧
工事

自）神奈川県横須賀市三
春町四丁目地先　　至）神
奈川県横須賀市三春町二

190日間
アスファルト舗装
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

2010/9/22 鹿島道路（株）横浜支店
神奈川県横浜市西区北軽
井沢６３

一般競争入札 有 129,171,000 118,650,000 91.85%

Ｈ２２薗原ダム主放流設備
開閉装置他改修工事

群馬県沼田市利根町園原
地先

174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

2010/9/22 （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 76,051,500 73,500,000 96.65%

Ｈ２２昭和公園施設改修工
事

東京都立川市及び昭島市
地内

174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

2010/9/22 （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 79,411,500 78,750,000 99.17%

千葉地方合同庁舎エレ
ベーター設備改修その他
工事

千葉県千葉市中央区中央
港１－１１－３

159日間 機械設備工事 東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花１－２４
－１

2010/9/22
日本オーチス・エレベータ
（株）関東支社

東京都文京区本駒込２－
２８－８

一般競争入札 有 66,853,500 66,150,000 98.95%

九段第２合同庁舎平成２２
年度外１件電気設備改修
その他工事

東京都千代田区九段南１
－１－１５　他

188日間 電気設備工事 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

2010/9/24 東光電気工事（株）
東京都千代田区西神田１
－４－５

一般競争入札 有 414,750,000 387,450,000 93.42%

飯富根固設置工事 茨城県水戸市飯富町地先 143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

2010/9/24 （株）鶴田組
茨城県那珂市菅谷４４５８
－７３

一般競争入札 有 11,140,500 11,025,000 98.96%

Ｈ２２水戸国道管内交通安
全施設整備工事

水戸国道出張所管内 130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

2010/9/24 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細田
１－１２

一般競争入札 有 40,236,000 31,500,000 78.29%

Ｈ２２新高橋塗装（その２）
工事

東茨城郡茨城町奥谷地先 182日間 塗装工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/9/24 呉光塗装（株）
千葉県松戸市中根長津町
２５

一般競争入札 有 48,100,500 32,739,000 68.06%

Ｈ２２新高橋塗装（その１）
工事

東茨城郡茨城町奥谷地先 182日間 塗装工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/9/24 呉光塗装（株）
千葉県松戸市中根長津町
２５

一般競争入札 有 58,716,000 38,514,000 65.59%

Ｈ２２岩瀬国道管内交通安
全施設整備工事

岩瀬国道出張所管内 120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

2010/9/24 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細田
１－１２

一般競争入札 有 40,435,500 32,550,000 80.50%

Ｈ２１　柴又地区堤防整備
工事

東京都葛飾区柴又地先 174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 2010/9/24 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 112,108,500 110,680,500 98.73%
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Ｈ２２須賀排水樋管外１カ
所ゲート設備工事

埼玉県吉川市須賀地先 182日間 機械設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/9/24 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和区
岸町７－１－７

一般競争入札 有 24,045,000 22,050,000 91.70%

Ｈ２２首都国道橋梁補修工
事

千葉県松戸市小山地先 167日間 塗装工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花８６ 2010/9/24 （株）平野塗装
千葉県千葉市若葉区金親
町２０６番地３ー１０３号

一般競争入札 有 31,101,000 25,378,500 81.60%

交通安全環境研究所交通
システム安全性研究棟新
営工事

東京都調布市深大寺東町
７－４２－２７

187日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/9/24 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 113,085,000 100,590,000 88.95%

ひたちなか市公共下水道
雨水吐樋管新設工事

茨城県ひたちなか市勝倉
地先

276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

2010/9/27 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 106,438,500 93,975,000 88.29%

Ｈ２２鹿嶋国道管内交通安
全施設整備工事

鹿嶋国道出張所管内 145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

2010/9/27 大有建設（株）東京支店
東京都中央区新川２－８
－４

一般競争入札 有 35,983,500 28,875,000 80.25%

河川ＣＣＴＶ画像蓄積設備
設置工事

茨城県水戸市千波町１９６
２－２　常陸河川国道事務
所

79日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/9/27 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 25,525,500 20,790,000 81.45%

勝瓜頭首工魚道整備工事
栃木県河内郡上三川町東
汗地先

276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

2010/9/27 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新町
１８０

一般競争入札 有 290,157,000 246,750,000 85.04%

前新田低水護岸工事
栃木県　日光市　今市地
先

179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

2010/9/27 小島土建（株）
栃木県塩谷郡塩谷町風見
１１８８

一般競争入札 有 85,638,000 72,240,000 84.36%

安養寺跨道橋上部工事 群馬県太田市安養寺町 276日間 鋼橋上部工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/9/27
片山ストラテック（株）東京
本社

東京都中央区日本橋人形
町１－２－５

一般競争入札 有 161,962,500 139,125,000 85.90%

Ｈ２２入間川出丸中郷築堤
工事

埼玉県比企郡川島町出丸
中郷地先

164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

2010/9/27 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 192,234,000 165,060,000 85.86%

北千葉道路松崎集水路橋
下部その３工事

千葉県成田市北須賀地先 185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

2010/9/27 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南町
２－１３－１２

一般競争入札 有 294,262,500 255,150,000 86.71%

Ｈ２２情報コンセント改修そ
の他工事

東京都北区志茂５－４１－
１　荒川下流河川事務所
ほか３１箇所

164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

2010/9/27
日本無線（株）ソリューショ
ン営業部

東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 87,412,500 84,000,000 96.10%

２０号日野市多摩平電線
共同溝路面復旧工事

自）東京都日野市神明２丁
目　至）東京都日野市多摩
平７丁目

164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

2010/9/27 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 102,070,500 98,700,000 96.70%

Ｈ２２東古市場地区高規格
堤防工事

神奈川県川崎市幸区東古
市場地先

154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

2010/9/27 相模興業（株）
神奈川県海老名市中新田
１７６２

一般競争入札 有 118,776,000 103,719,000 87.32%

Ｈ２２松本交通安全施設他
工事

松本国道出張所管内 154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

2010/9/27 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村５
５２３

一般競争入札 有 107,698,500 105,000,000 97.49%

Ｈ２２中部横断自動車道非
常用発電設備工事

長野県小諸市桜井地先 179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

2010/9/27 （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 26,638,500 22,050,000 82.77%

Ｈ２２受変電設備改修工事
茨城県　ひたちなか市　国
営ひたち海浜公園

173日間 受変電設備工事 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

2010/9/27 あきら（株）
東京都中央区東日本橋３
－３－１１

一般競争入札 有 88,819,500 80,850,000 91.03%

大森税務署建築改修その
他工事

東京都大田区中央７－７３
－２

84日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/9/27 日本装芸（株）
東京都大田区矢口１－４
－１０

一般競争入札 有 57,561,000 53,550,000 93.03%

警視庁警察学校講堂他建
築改修その他工事

東京都府中市朝日町３－
１５－１

154日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/9/27 （株）くりいく
東京都三鷹市大沢１－１
－２１

一般競争入札 有 40,530,000 38,850,000 95.85%

国道６号千代田石岡ＢＰ東
田中改良工事

茨城県石岡市東田中地先 183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

2010/9/28 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２－
１０－７

一般競争入札 有 85,932,000 78,540,000 91.40%

Ｈ２２日立国道管内交通安
全施設整備工事

日立国道出張所管内 120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

2010/9/28 日本道路（株）北関東支店
埼玉県さいたま市見沼区
春岡１丁目１番地１０

一般競争入札 有 46,137,000 37,485,000 81.25%

Ｈ２２日暮沢第一号砂防堰
堤工事

群馬県桐生市川内町地先 178日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/9/28 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 155,746,500 141,750,000 91.01%

Ｈ２２馬門町地先外堤防法
面補修工事

栃木県佐野市馬門町地先
外

178日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/9/28 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 139,965,000 118,440,000 84.62%

Ｈ２２長野原通信設備等整
備工事

利根川水系砂防事務所管
内

178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

2010/9/28
日本テクニカル・サービス
（株）北関東支社

埼玉県桶川市泉１－６－２
０

一般競争入札 有 33,778,500 33,600,000 99.47%
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Ｈ２２笹目橋（下り線）橋梁
補修工事

東京都板橋区三園２丁目
地先

153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

2010/9/28 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 44,488,500 38,325,000 86.15%

Ｈ２２押付高規格堤防整備
工事

茨城県北相馬郡利根町押
付地先

169日間 一般土木工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/9/28 あおみ建設（株）東京支店
東京都港区海岸３－１８－
２１ブライトイースト芝浦

一般競争入札 有 269,566,500 230,895,000 85.65%

Ｈ２１半割地区基盤整備工
事

埼玉県吉川市半割地先 160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 2010/9/28 戸邊建設（株） 千葉県野田市中野台３９７ 一般競争入札 有 73,626,000 70,665,000 95.98%

Ｈ２２庁舎外壁その他改修
工事

千葉県野田市宮崎１３４ 164日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/9/28 山本建設工業（株） 千葉県野田市野田８０７ 一般競争入札 有 69,646,500 66,570,000 95.58%

Ｈ２２所内ネットワーク設備
改修工事

東京都北区志茂５－４１－
１荒川下流河川事務所ほ
か３箇所

153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

2010/9/28
富士通ネットワークソ
リューションズ（株）公共統
括部公共営業部

神奈川県川崎市川崎区日
進町７－１

一般競争入札 有 16,842,000 15,750,000 93.52%

汲沢町電線共同溝工事
自）神奈川県横浜市戸塚
区戸塚町地先　　至）神奈
川県横浜市戸塚区汲沢町

172日間
アスファルト舗装
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

2010/9/28 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区新
横浜１－１３－３

一般競争入札 有 109,242,000 93,240,000 85.35%

堀金・穂高地区屋外展示
エリア他園路・広場整備工
事

長野県安曇野市穂高地先 178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

2010/9/28 金森建設（株）
長野県大町市大町１２５２
－５

一般競争入札 有 102,039,000 85,575,000 83.86%

関東安全衛生技術セン
ター建築改修工事

千葉県市原市能満２０８９
－１４７

63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

2010/9/28 （株）田辺工務店
千葉県館山市亀ケ原５４７
－５

一般競争入札 有 25,368,000 17,640,000 69.54%

Ｈ２１青山水門外遠隔監視
操作制御設備工事

千葉県我孫子市青山地先
外

177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

2010/9/29 （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 33,033,000 32,550,000 98.54%

Ｈ２２管内河川ネットワーク
設備工事

茨城県水戸市千波町１９６
２－２　常陸河川国道事務
所外４箇所

123日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/9/30 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 14,532,000 10,500,000 72.25%

Ｈ２２戸田橋耐震補強工事
東京都板橋区舟渡３丁目
地先

182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

2010/9/30 あおみ建設（株）東京支店
東京都港区海岸３－１８－
２１ブライトイースト芝浦

一般競争入札 有 62,653,500 59,850,000 95.53%

Ｈ２２春日部管内橋梁補修
工事

春日部国道出張所管内 151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

2010/9/30
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 85,386,000 84,630,000 99.11%

花見川橋補修・塗装工事
自）千葉県千葉市美浜区
真砂５丁目地先
至）千葉県千葉市美浜区

181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

2010/9/30
ショーボンド建設（株）千葉
営業所

千葉県千葉市中央区中央
港１－９－５　ダイトー千葉
ポートセンター１Ｆ

一般競争入札 有 170,110,500 142,275,000 83.64%

Ｈ２２四ヶ村堰用水樋管撤
去工事

山梨県甲斐市下今井地先 258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

2010/9/30 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４７６
－１

一般競争入札 有 99,393,000 97,650,000 98.25%

Ｈ２２黒桂河内工事用道路
工事

山梨県南巨摩郡早川町黒
桂地先

148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

2010/9/30 （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 71,988,000 71,085,000 98.75%

Ｈ２２貯水池維持管理工事 埼玉県秩父市大滝地先 182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

2010/9/30 （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 14,028,000 12,264,000 87.43%

税務大学校東京研修所校
舎棟建築改修その他工事

千葉県船橋市行田２－６
－５

182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

2010/9/30 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 463,995,000 404,250,000 87.12%


