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乗附町地先外堤防補強工
事

群馬県高崎市乗附町地先
外、藤岡市中島地先

180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 2010/10/1 上原建設（株）
群馬県甘楽郡下仁田町大
字川井１９６－２

一般競争入札 有 62,391,000 54,075,000 86.67%

圏央道久喜地区改良工事
自）埼玉県久喜市除堀地
先
至）埼玉県久喜市原地先

175日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/10/1 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 133,318,500 115,710,000 86.79%

圏央道菖蒲地区改良工事
自）埼玉県久喜市菖蒲町
上大崎地先
至）埼玉県久喜市菖蒲町

175日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/10/1 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 132,384,000 112,875,000 85.26%

２０号相模原市緑区小渕
路面復旧工事

神奈川県相模原市緑区小
渕

110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

2010/10/1 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 36,739,500 33,600,000 91.45%

１６号橋本陸橋他補修工
事

神奈川県相模原市緑区南
橋本及び西橋本地先

150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

2010/10/1 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３－
１８－５

一般競争入札 有 234,444,000 208,740,000 89.04%

２０号八王子市並木町（３）
電線共同溝工事

東京都八王子市東浅川町
地先

270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

2010/10/1 中部土木（株）東京支店
東京都中央区日本橋大伝
馬町２－１

一般競争入札 有 140,269,500 123,900,000 88.33%

増穂防災ステーション整備
工事

山梨県富士川町中河原地
先

181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

2010/10/1 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡増穂町小
室２３１２

一般競争入札 有 71,295,000 66,675,000 93.52%

佐野公共職業安定所建築
改修その他工事

栃木県佐野市天明町２５５
２

80日間 建築工事 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

2010/10/1 （株）佐藤工務店
栃木県芳賀郡二宮町石島
７８６－１

一般競争入札 有 26,260,500 22,470,000 85.57%

本町築堤工事
茨城県常総市水海道本町
地先

169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

2010/10/4 （株）小薬建設 茨城県筑西市稲野辺４５ 一般競争入札 有 110,460,000 97,335,000 88.12%

寺畑築堤工事
茨城県つくばみらい市寺
畑地先

158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

2010/10/4 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 109,000,500 95,025,000 87.18%

４号馬場～片岡照明設置
工事

自）栃木県さくら市馬場地
先　　到）栃木県矢板市片
岡地先

147日間 電気設備工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/10/4 松本電気工事（株）
栃木県宇都宮市下川俣町
２０９－６６

一般競争入札 有 19,194,000 17,325,000 90.26%

湯西川ダム通信設備工事
栃木県日光市西川地先ほ
か５箇所

536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 2010/10/4 （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 251,401,500 239,400,000 95.23%

Ｈ２２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

172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

2010/10/4 （株）ゼンテック
東京都墨田区東駒形２－
１３－３

一般競争入札 有 276,297,000 241,500,000 87.41%

Ｈ２２相模川環境整備工事
神奈川県高座郡寒川町田
端地先

118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

2010/10/4 馬淵建設（株）東京支店
東京都中央区日本橋本町
４－１５－９

一般競争入札 有 42,829,500 39,480,000 92.18%

南部高架橋補修他工事
山梨県南巨摩郡南部町南
部地先

178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

2010/10/4 丸浜舗道（株）
山梨県甲府市東光寺１－
７－８

一般競争入札 有 71,767,500 61,635,000 85.88%

Ｈ２２湯川第三砂防堰堤工
事

右岸：山梨県南巨摩郡早
川町奈良田地先
左岸：山梨県南巨摩郡富

422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

2010/10/4 扶桑建設（株）
山梨県南巨摩郡身延町大
島１５２１

一般競争入札 有 187,320,000 185,850,000 99.22%

Ｈ２２釜無川第３崩壊地対
策工事

山梨県北杜市白州町鳥原
地先

178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

2010/10/4 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 113,914,500 100,800,000 88.49%

水力発電設備監視制御装
置設置工事

栃木県日光市川治温泉川
治３１９－６

165日間 通信設備工事
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

2010/10/4 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－１
－１

一般競争入札 有 35,721,000 35,700,000 99.94%

Ｈ２２下館河川事務所管内
応急対策工事

茨城県筑西市上野地先外
１２箇所

157日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/10/5 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 一般競争入札 有 63,315,000 58,275,000 92.04%

Ｈ２２神梅床固群工事
群馬県みどり市大間々町
塩原地先

171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

2010/10/5 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 87,885,000 83,475,000 94.98%

Ｈ２２野栗沢床固群魚道設
置工事

群馬県多野郡上野村大字
新羽地先

169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

2010/10/5 田畑建設（株） 群馬県藤岡市小林３２６ 一般競争入札 有 96,495,000 94,500,000 97.93%

Ｈ２２熊谷管内交通安全対
策工事

熊谷国道出張所管内 156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

2010/10/5 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 89,691,000 80,850,000 90.14%

久慈川下流部河道掘削工
事

茨城県日立市神田町地先
他１箇所

160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

2010/10/6 サコー建設（株）
茨城県北茨城市磯原町磯
原１９３１－７

一般競争入札 有 49,759,500 40,950,000 82.30%

日光砂防事務所無線局舎
他補修工事

栃木県日光市萩垣面２３９
０

79日間 建築工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面２３９
０

2010/10/6 （有）ヒルキング
栃木県足利市井草町２４０
３－６

一般競争入札 有 15,561,000 12,075,000 77.60%
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草加地区他電線共同溝路
面復旧工事

埼玉県草加市谷塚町地先
他

527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

2010/10/6 日瀝道路・ニチレキ（共）
東京都千代田区九段北４
－３－２９

一般競争入札 有 298,641,000 262,500,000 87.90%

Ｈ２２釜無川出張所管内砂
防整備工事

山梨県北杜市及び長野県
諏訪郡富士見町

170日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/10/6 富士島建設（株）
山梨県韮崎市富士見３－
７－２９

一般競争入札 有 19,582,500 19,425,000 99.20%

久慈川下流出張所改修そ
の他工事

茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１外１箇所

144日間 建築工事 常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一
町７００－１

2010/10/7 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田町
１５－３

一般競争入札 有 26,533,500 19,845,000 74.79%

国道６号千代田石岡ＢＰ環
境整備工事

茨城県石岡市田島地先～
茨城県石岡市東田中地先

165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

2010/10/7 千代田建設（株）
茨城県石岡市府中５－１
－２７

一般競争入札 有 23,793,000 19,740,000 82.97%

Ｈ２２穂波整正工事 茨城県稲敷市西の洲地先 134日間 一般土木工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/10/7 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 166,572,000 142,170,000 85.35%

Ｈ２２川尻地区築堤工事 茨城県神栖市川尻地先 160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

2010/10/7 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 203,185,500 175,350,000 86.30%

船橋管内緑地管理工事
船橋出張所管内（国道１４
号、１６号、３５７号）

144日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/10/7 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区幕
張本郷６－２１－１１

一般競争入札 有 6,720,000 4,187,400 62.31%

富士川砂防事務所設備外
改修工事

山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

174日間
暖冷房衛生設備
工事

富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/10/7 日本パイピング工業（株）
山梨県甲府市住吉３－２６
－１６

一般競争入札 有 48,489,000 45,255,000 93.33%

Ｈ２２長野交通安全施設他
工事

長野出張所管内 153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

2010/10/7 日本道路（株）北信越支店
新潟県新潟市中央区笹口
２－１２－７

一般競争入札 有 94,237,500 79,485,000 84.35%

Ｈ２２利根統無停電電源設
備工事

群馬県前橋市元総社町５
９３－１　利根川ダム統合
管理事務所　外１箇所

154日間 受変電設備工事
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

2010/10/7 大島電気（株）
新潟県十日町市明石町２
５

一般競争入札 有 35,479,500 32,235,000 90.86%

Ｈ２２藤原ダム地震情報設
備工事

群馬県利根郡みなかみ町
夜後字洞永２６　藤原ダム
管理支所外１箇所

116日間 通信設備工事
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

2010/10/7 （株）拓和営業統括本部
東京都千代田区内神田１
－４－１５

一般競争入札 有 11,056,500 11,025,000 99.72%

Ｈ２１向古河上流築堤工事 埼玉県加須市向古河地先 157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

2010/10/8 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 81,081,000 69,090,000 85.21%

Ｈ２２渡良瀬遊水池映像監
視設備設置工事

栃木県栃木市内野地先
貯水池機場ほか１箇所

168日間 通信設備工事 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１７号

2010/10/8
日本フィールド・エンジニア
リング（株）

東京都品川区西五反田１
－１４－８

一般競争入札 有 25,305,000 24,675,000 97.51%

Ｈ２２越辺川赤沼築堤工事
埼玉県比企郡鳩山町大字
赤沼地先

168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

2010/10/8 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 166,078,500 140,385,000 84.53%

Ｈ２２荒川上流河川情報設
備改修工事

荒川上流河川事務所管内 168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

2010/10/8
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 48,415,500 47,775,000 98.68%

Ｈ２２上尾地下道排水設備
工事

埼玉県上尾市壱丁目地先 173日間 機械設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/10/8
（株）日立テクノロジーアン
ドサービス

茨城県土浦市神立町６０３ 一般競争入札 有 36,498,000 34,650,000 94.94%

１４号千葉地区植栽工事
千葉県千葉市稲毛区黒砂
地先

115日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/10/8 千葉砂防植産（株）
千葉県千葉市中央区仁戸
名町３５７－３０

一般競争入札 有 4,777,500 3,307,500 69.23%

Ｈ２２管内道路照明灯改修
工事

東京国道事務所管内 157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

2010/10/8 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 54,957,000 54,600,000 99.35%

Ｈ２２平山床固改築工事
東京都日野市豊田２丁目
地先

157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

2010/10/8 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 269,146,500 231,000,000 85.83%

国道２４６号橋梁他工事
神奈川県足柄上郡山北町
向原地先

174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

2010/10/8 （株）本間組東京支店
東京都千代田区神田岩本
町４　神田北辰ビル

一般競争入札 有 175,980,000 154,455,000 87.77%

串橋・落合地区電線共同
溝路面復旧工事

神奈川県伊勢原市大住台
１丁目地先他１箇所

174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

2010/10/8 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 58,506,000 57,750,000 98.71%

Ｈ２２金沢共同溝附帯設備
設置工事

自）神奈川県横浜市磯子
区新杉田町地先
至）神奈川県横浜市金沢

161日間 電気設備工事 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

2010/10/8 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 290,976,000 283,500,000 97.43%

Ｈ２２白州出張所管内砂防
整備工事

山梨県北杜市及び韮崎市 168日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/10/8 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白須
７－１

一般競争入札 有 19,330,500 18,900,000 97.77%

Ｈ２２利根統放流警報表示
設備工事

群馬県利根郡みなかみ町
月夜野地先

140日間 通信設備工事
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

2010/10/8
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 38,125,500 34,650,000 90.88%



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利根統ＣＣＴＶ設備工
事

群馬県利根郡みなかみ町
藤原地先外１０箇所

168日間 通信設備工事
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

2010/10/8 三六電設（株）
神奈川県海老名市大谷北
１－９－２７

一般競争入札 有 55,975,500 47,145,000 84.22%

Ｈ２２森林公園排水設備整
備工事

埼玉県比企郡滑川町及び
熊谷市地内

143日間
暖冷房衛生設備
工事

国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１７３
番地

2010/10/8 （株）オキナヤ
埼玉県熊谷市江南中央２
－１７－１

一般競争入札 有 159,663,000 142,779,000 89.43%

有ヶ池用水樋管撤去工事
茨城県那珂市額田東郷地
先

164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

2010/10/12 （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 84,220,500 74,235,000 88.14%

東海護岸整備工事
茨城県那珂郡東海村石神
内宿地先

164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

2010/10/12 （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 93,828,000 84,315,000 89.86%

Ｈ２２下館河川事務所管内
上流維持管理工事

栃木県さくら市上阿久津地
先外６箇所

150日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/10/12 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 68,334,000 60,900,000 89.12%

Ｈ２２下館河川事務所管内
下流維持管理工事

茨城県つくば市吉沼地先
外２箇所

150日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/10/12 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 68,145,000 62,475,000 91.68%

新４号新利根川橋上部（そ
の２）工事

自）茨城県猿島郡五霞町
大字大福田地先
至）茨城県古河市水海字

602日間 鋼橋上部工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/10/12
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 1,512,619,500 1,300,950,000 86.01%

平成２２年度湯西川ダム管
内維持修繕工事

栃木県日光市西川地先他 170日間 維持修繕工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/10/12 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 18,480,000 18,375,000 99.43%

Ｈ２２越辺川赤沼下築堤工
事

埼玉県比企郡鳩山町赤沼
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

2010/10/12 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 83,464,500 70,035,000 83.91%

１６号八王子市川口川橋
（その１）工事

自）東京都八王子市中野
上町一丁目
至）東京都八王子市中野

384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

2010/10/12 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 129,853,500 125,475,000 96.63%

さがみ縦貫一之宮第五高
架橋上部工事

神奈川県高座郡寒川町一
之宮地先

627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

2010/10/12
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング（株）東京支店

東京都港区港南２－１６－
５　三菱重工ビル内

一般競争入札 有 2,018,005,500 1,786,470,000 88.53%

Ｈ２２鶴見地下道改良他工
事

横浜市鶴見区鶴見中央４
丁目　地先

261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

2010/10/12 志眞建設（株）東京支店
東京都大田区大森北１－
１６－６

一般競争入札 有 227,976,000 213,339,000 93.58%

Ｈ２２早川出張所管内砂防
整備工事

山梨県南巨摩郡早川町及
び南アルプス市

164日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見２－
１２－１６

2010/10/12 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町高
住６４５－２７

一般競争入札 有 18,564,000 18,375,000 98.98%

中部横断自動車道　立入
防止柵他設置工事

自）長野県小諸市御影新
田　至）長野県佐久市伴野

164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

2010/10/12 桜井建設（株）
長野県佐久市根々井字向
田３１２－１

一般競争入札 有 123,679,500 94,048,500 76.04%

Ｈ２２相俣ダム湖中堰土砂
搬出工事

群馬県利根郡みなかみ町
猿ヶ京温泉地先

115日間 一般土木工事
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

2010/10/12 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町１
６８８－２

一般競争入札 有 11,497,500 10,500,000 91.32%

Ｈ２２川治ダムプラムライン
他設置工事

栃木県日光市川治温泉川
治３１９－６

139日間 通信設備工事
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

2010/10/12 （株）共和電業
東京都調布市調布ケ丘３
－５－１

一般競争入札 有 69,793,500 67,200,000 96.28%

５０号三杉川橋耐震補強
工事

自）栃木県佐野市高萩町
至）栃木県佐野市越名町

245日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/10/13
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 142,180,500 125,685,000 88.40%

小山出張所管内電線共同
溝路面復旧工事

栃木県下都賀郡野木町野
木地先外

138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 2010/10/13 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３２５
８

一般競争入札 有 56,290,500 49,875,000 88.60%

Ｈ２２上田長野管内照明灯
設置工事

上田出張所及び長野出張
所管内

138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

2010/10/13 （株）旭電気商会
長野県長野市大字栗田６
５３－２２

一般競争入札 有 79,317,000 65,940,000 83.13%

Ｈ２２新町松本岡谷管内照
明灯設置工事

信州新町出張所、松本国
道出張所及び岡谷維持修
繕出張所管内

138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

2010/10/13 （株）ユアーテクノ
長野県松本市大字和田３
９６７－１８

一般競争入札 有 60,795,000 50,925,000 83.77%

土浦管内中岸護岸工事
茨城県かすみがうら市崎
浜地先

168日間 一般土木工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/10/14 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 105,703,500 84,840,000 80.26%

Ｈ２２利根砂防流砂量観測
設備設置工事

利根川水系砂防事務所管
内

162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

2010/10/14 （株）拓和営業統括本部
東京都千代田区内神田１
－４－１５

一般競争入札 有 59,934,000 59,325,000 98.98%

圏央道五霞ＩＣ地盤改良そ
の３工事

茨城県　猿島郡五霞町江
川地先

157日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/10/14 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井９
５７－１

一般競争入札 有 128,856,000 109,200,000 84.75%

Ｈ２２谷田川第一排水機場
周辺整備工事

群馬県邑楽郡板倉町海老
瀬地先

168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

2010/10/15 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 223,009,500 191,310,000 85.79%
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国総研横須賀庁舎建築改
修その他工事

神奈川県　横須賀市長瀬
３丁目１－１

108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

2010/10/15 （株）タジリ住建
神奈川県相模原市城山町
向原１－２－１３

一般競争入札 有 42,231,000 41,790,000 98.96%

神奈川障害者職業能力開
発校外１件建築改修工事

神奈川県　相模原市南区
桜台１３－１

136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

2010/10/15 （株）タジリ住建
神奈川県相模原市城山町
向原１－２－１３

一般競争入札 有 31,752,000 30,135,000 94.91%

前川排水施設ＣＣＴＶ設備
他工事

千葉県香取市加藤洲地先 158日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来３５１０ 2010/10/18
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 39,165,000 38,850,000 99.20%

圏央道つくば中央ＩＣ外改
良工事

茨城県つくば市新井地先
外１箇所

164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

2010/10/18 日東エンジニアリング（株）
茨城県土浦市小松３－２４
－１６

一般競争入札 有 238,014,000 201,600,000 84.70%

横手上流床固群前庭保護
工事

栃木県　日光市　細尾地
先

158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

2010/10/18 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５ー４ 一般競争入札 有 223,513,500 194,460,000 87.00%

細尾床固群前庭保護工事
栃木県　日光市　細尾地
先

158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

2010/10/18 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 177,807,000 155,085,000 87.22%

Ｈ２２利根川下流部高水敷
整備工事

千葉県香取市下小堀地先
及び千葉県香取郡東庄町
新宿地先

133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

2010/10/18 （株）根崎工務店 茨城県行方市玉造甲８５０ 一般競争入札 有 57,235,500 37,800,000 66.04%

Ｈ２２千葉国道道路照明施
設改修工事

千葉国道事務所管内 143日間 電気設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/10/18 横川電機（株） 千葉県香取市佐原イ－８４ 一般競争入札 有 16,159,500 13,125,000 81.22%

扇大橋上流緩傾斜堤防
（Ｈ２２）工事

東京都足立区扇二丁目地
先

158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

2010/10/18 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 179,581,500 153,300,000 85.37%

さがみ縦貫中沢第一橋下
部他工事

自）神奈川県相模原市緑
区城山４丁目
至）神奈川県相模原市緑

158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

2010/10/18 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３－
１８－５

一般競争入札 有 247,842,000 242,760,000 97.95%

圏央道利根川高架橋下部
その２工事

茨城県猿島郡五霞町大福
田地先

521日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2010/10/19 （株）竹中土木
東京都江東区新砂１－１
－１

一般競争入札 有 1,072,186,500 924,000,000 86.18%

新小松川橋歩道拡幅他工
事

東京都江戸川区小松川地
先

142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

2010/10/19 日本道路（株）東京支店
東京都文京区目白台２－
６－１４

一般競争入札 有 165,228,000 139,755,000 84.58%

中部横断自動車道　佐久
南ＩＣ側道他舗装工事

自）長野県佐久市桜井
至）長野県佐久市伴野

157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

2010/10/19 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀緑
町１６３１－３

一般競争入札 有 73,279,500 63,315,000 86.40%

穂刈橋床版修繕工事
長野県　長野市　信州新
町　下市場地先

377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

2010/10/19 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２－
２５

一般競争入札 有 264,852,000 240,691,500 90.88%

厚生労働省上石神井庁舎
Ｈ２２構内整備工事

東京都練馬区上石神井４
－８－４

132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

2010/10/19 （株）ネットプラン
東京都新宿区西新宿７－
３－７

一般競争入札 有 113,400,000 98,280,000 86.67%

交通安全環境研究所自動
車試験場走行路改修工事

埼玉県熊谷市御稜威ヶ原
１－１

161日間
アスファルト舗装
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

2010/10/20 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 195,835,500 170,100,000 86.86%

Ｈ２２ひたちなか市公共下
水道雨水吐樋管ゲート設
備工事

茨城県ひたちなか市勝倉
地先

253日間 機械設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/10/20 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 20,475,000 17,850,000 87.18%

付替林道トンネル工事 栃木県日光市湯西川地先 527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 2010/10/20 （株）錢高組東京支社
東京都千代田区一番町３
１

一般競争入札 有 943,750,500 806,400,000 85.45%

Ｈ２２矢作排水樋管改築工
事

茨城県坂東市法師戸地先 294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

2010/10/20 （株）植木組東京支店
東京都千代田区神田東松
下町４１－２

一般競争入札 有 236,575,500 219,450,000 92.76%

Ｈ２２管内ネットワーク整備
工事

千葉県野田市宮崎１３４
江戸川河川事務所　ほか
１１箇所

156日間 通信設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/10/20
富士通（株）官公庁ソ
リューション事業本部

東京都港区東新橋１丁目
５番２号

一般競争入札 有 66,045,000 63,000,000 95.39%

さがみ縦貫山際地区改良
工事

神奈川県厚木市山際地先 345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

2010/10/20 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区新
横浜１－１３－３

一般競争入札 有 282,975,000 246,750,000 87.20%

Ｈ２２富士川上流護岸補修
工事

山梨県南巨摩郡富士川町
大椚地先

162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

2010/10/20 （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 78,214,500 72,450,000 92.63%

１６号住吉橋歩道拡幅他
工事

東京都八王子市片倉町地
先

140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

2010/10/21
宇野ブリッジ（株）東京支
店

東京都港区浜松町２－２
－３

一般競争入札 有 79,180,500 76,440,000 96.54%

Ｈ２２殿町第一地区高規格
堤防整備工事

神奈川県川崎市川崎区殿
町三丁目地先

140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

2010/10/21 五栄土木（株）
東京都江東区有明３－７
－２６

一般競争入札 有 154,255,500 135,450,000 87.81%
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Ｈ２２多摩川上流環境整備
工事

東京都八王子市小宮町地
先～東京都日野市大字日
野地先

140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

2010/10/21 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－８
－１８

一般競争入札 有 80,094,000 79,590,000 99.37%

栃沢洞門ほか情報管路耐
火防護工事

長野県大町市八坂地先ほ
か

144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

2010/10/21 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村５
５２３

一般競争入札 有 52,279,500 51,450,000 98.41%

付替県道６号橋床版工事
栃木県　日光市　湯西川
地先

160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 2010/10/22 東昭建設（株）
栃木県矢板市扇町２－５
－１７

一般競争入札 有 48,678,000 48,300,000 99.22%

Ｈ２２滑川上流床固群魚道
整備工事

群馬県高崎市中室田地先 153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

2010/10/22 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町水
沼乙５３

一般競争入札 有 90,720,000 87,675,000 96.64%

Ｈ２２荒川上流ＣＣＴＶ設備
改修工事

荒川上流河川事務所管内 154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

2010/10/22
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 200,130,000 165,900,000 82.90%

Ｈ２２松戸排水機場ポンプ
設備修繕工事

千葉県松戸市主水新田地
先

154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 2010/10/22
（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 144,333,000 141,750,000 98.21%

萩園樋管改築工事
神奈川県茅ヶ崎市萩園字
埋田地先

251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

2010/10/22 （株）中山組東京支店
東京都中央区新富２－１４
－７　新光ビル１　６階

一般競争入札 有 155,410,500 132,300,000 85.13%

Ｈ２２東古市場排水設備工
事

神奈川県川崎市幸区東古
市場地先

154日間 機械設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/10/22
（株）日立テクノロジーアン
ドサービスサービス統括部

茨城県土浦市神立町６０３ 一般競争入札 有 35,742,000 33,075,000 92.54%

二瀬ダム管理施設整備工
事

埼玉県秩父市大滝地先１
２２３－２外

521日間 建築工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝３８７５
－１

2010/10/22 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 397,740,000 342,300,000 86.06%

Ｈ２２荒川左岸基盤整備工
事

埼玉県さいたま市桜区大
字在家地先

143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

2010/10/25 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 112,245,000 94,500,000 84.19%

Ｈ２２小塚山植生その３工
事

千葉県市川市堀之内１丁
目地先

151日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花８６ 2010/10/25 （株）新松戸造園 千葉県松戸市大橋８０９ 一般競争入札 有 23,205,000 20,265,000 87.33%

坂本橋補修他工事
山梨県南巨摩郡身延町相
又地先

157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

2010/10/25
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 61,257,000 51,450,000 83.99%

高谷ＩＣ改良その２工事
千葉県市川市高谷３丁目
地先他１箇所

156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 2010/10/26 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町栗
山３１９５－１

一般競争入札 有 294,588,000 250,950,000 85.19%

Ｈ２２落橋防止工事
神奈川県相模原市緑区青
山地先

150日間 維持修繕工事
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

2010/10/26 東鉄工業（株）横浜支店
神奈川県横浜市西区平沼
１－４０－２６

一般競争入札 有 46,126,500 42,000,000 91.05%

五十里ダム管理用制御処
理設備改造工事

栃木県日光市川治温泉川
治２９５－１　鬼怒川ダム
統合管理事務所 五十里

143日間 通信設備工事
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

2010/10/26 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 14,910,000 14,175,000 95.07%

Ｈ２２付替県道トンネル照
明設備ほか設置工事

（自）栃木県日光市湯西川
地先
（至）栃木県日光市西川地

275日間 電気設備工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/10/27 （株）ユアテック東京本部
東京都台東区東上野２－
１８－１０日本生命上野ビ
ル８Ｆ

一般競争入札 有 251,485,500 197,400,000 78.49%

Ｈ２２吾妻川流域監視設備
等設置工事

利根川水系砂防事務所管
内

149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

2010/10/27 （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 52,731,000 33,075,000 62.72%

Ｈ２２谷田川排水機場主原
動機整備工事

群馬県邑楽郡板倉町飯野
地先

154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

2010/10/27
（株）荏原由倉ハイドロテッ
ク北関東支店

埼玉県さいたま市北区奈
良町１４－３

一般競争入札 有 24,748,500 24,150,000 97.58%

国道２９８号交通安全施設
設置工事

埼玉県八潮市八條～埼玉
県三郷市栄１丁目

134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

2010/10/27
世紀東急工業（株）北関東
支店

埼玉県さいたま市緑区東
浦和８－９－９

一般競争入札 有 33,022,500 28,350,000 85.85%

Ｈ２２石岡跨線橋補修工事 茨城県石岡市石岡地先 148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

2010/10/28
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 77,521,500 75,600,000 97.52%

Ｈ２２土浦国道管内交通安
全対策工事

土浦国道出張所管内 141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

2010/10/28 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友部
３５５４－１

一般競争入札 有 44,667,000 39,690,000 88.86%

Ｈ２２多摩川上流自然再生
工事

東京都昭島市宮沢町３丁
目地先及び東京都あきる
野市草花地先

133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

2010/10/28 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－８
－１８

一般競争入札 有 84,966,000 82,740,000 97.38%

船山橋補修他工事 韮崎市竜岡町地先他 154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

2010/10/28 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 102,921,000 85,890,000 83.45%

将林橋補修他工事
自：甲府市蓬沢町地先
至：甲府市下小河原町地
先

148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

2010/10/28 （株）中村建設 山梨県甲斐市万才３００ 一般競争入札 有 93,513,000 84,000,000 89.83%



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聖山無線鉄塔耐震補
強工事

長野県東筑摩郡麻績村坊
平８９７７－１４２　聖山無
線中継所

95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

2010/10/28
（株）デンロコーポレーショ
ン東京支店

東京都台東区東上野２－
１８－７　共同ビル８Ｆ

一般競争入札 有 7,507,500 6,090,000 81.12%

Ｈ２２国道６号小石川橋補
修工事

茨城県　日立市 147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

2010/10/29 深井建設（株）東京支店
東京都目黒区鷹番２－１８
－３

一般競争入札 有 12,852,000 12,600,000 98.04%

矢板出張所管内交通安全
対策工事

矢板出張所管内 122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 2010/10/29 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 54,316,500 45,097,500 83.03%

圏央道八王子南ＩＣ改良
（その７）工事

東京都八王子市南浅川町
地先

147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

2010/10/29 （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 174,762,000 162,750,000 93.13%

圏央道八王子南ＩＣ床版
（その２）工事

東京都八王子市南浅川町
地先

244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

2010/10/29 岩倉建設（株）東京支社
東京都千代田区内神田２
－３－３　千代田トレードセ
ンタービル

一般競争入札 有 291,070,500 250,950,000 86.22%

Ｈ２２管内道路照明灯設置
工事

相武国道事務所管内 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

2010/10/29 旭電業（株）東京支社
東京都世田谷区大原２－
２４－２２　ＰＦビル

一般競争入札 有 88,504,500 81,900,000 92.54%

Ｈ２２京浜管内ネットワーク
設備改良工事

神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１　京浜
河川事務所ほか７箇所

140日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/10/29 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 75,957,000 71,400,000 94.00%

４０９号共同溝附帯設備工
事

自）神奈川県川崎市川崎
区大師河原１丁目地先
至）神奈川県川崎市川崎

153日間 電気設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷２－３－３

2010/10/29 丸子電気工事（株）
神奈川県横浜市青葉区し
らとり台３４－１３

一般競争入札 有 195,226,500 188,370,000 96.49%

Ｈ２２波木井防災工事
山梨県　南巨摩郡身延町
波木井地先

153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

2010/10/29 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 137,077,500 126,000,000 91.92%

Ｈ２２荒川橋下部工事
山梨県　甲府市　上石田２
丁目地先

244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

2010/10/29 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 197,074,500 174,300,000 88.44%


