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付替県道トンネル非常警
報設備設置工事

栃木県日光市西川地先ほ
か３箇所

270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 2010/11/1
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 207,805,500 180,600,000 86.91%

吾妻橋塗装塗替工事 群馬県渋川市金井町地先 144日間 塗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/11/1 （株）鈴木塗装工務店
東京都足立区柳原２－３０
－１４

一般競争入札 有 71,935,500 60,553,500 84.18%

Ｈ２２荒川古谷本郷中築堤
工事

埼玉県　川越市古谷本郷
地先

85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

2010/11/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 102,774,000 87,990,000 85.62%

Ｈ２２荒川西区土屋下築堤
他工事

埼玉県さいたま市西区大
字二ツ宮地先

144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

2010/11/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 195,006,000 165,480,000 84.86%

Ｈ２２十日川排水機場ポン
プ設備修繕工事

千葉県成田市安西地先 144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

2010/11/1
（株）電業社機械製作所営
業本部

東京都大田区大森北１－
５－１

一般競争入札 有 31,479,000 30,450,000 96.73%

Ｈ２１江戸川浚渫工事 埼玉県三郷市茂田井地先 150日間
河川しゅんせつ
工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/11/1
りんかい日産建設（株）東
京支店

東京都港区芝２－３－８
臨海ビル７Ｆ

一般競争入札 有 107,971,500 90,405,000 83.73%

堀之内地区函渠その３工
事

千葉県市川市堀之内２丁
目地先

1240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 2010/11/1 鉄建建設（株）東京支店
東京都千代田区三崎町２
－５－３　鉄建ビル７Ｆ

一般競争入札 有 4,019,935,500 3,490,725,000 86.84%

Ｈ２２船橋管内交通対策工
事

船橋出張所管内 123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

2010/11/1 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 36,508,500 31,395,000 85.99%

Ｈ２２宮ヶ瀬ダム放流警報
設備改修工事

神奈川県相模原市緑区青
山字南山２１４５－５０

150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

2010/11/1 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 19,530,000 18,900,000 96.77%

Ｈ２２殿町地区堤防整備工
事

神奈川県川崎市川崎区殿
町３丁目地先

129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

2010/11/1 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 196,255,500 171,360,000 87.31%

Ｈ２２上田管内交通安全施
設他工事

上田出張所管内 133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

2010/11/1 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 131,922,000 111,300,000 84.37%

宇都宮税務署増築棟電気
設備工事

栃木県　宇都宮市昭和２
－１－７

394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

2010/11/1 光陽電気工事（株）
栃木県宇都宮市宝木町２
－８８０

一般競争入札 有 54,836,381 54,600,000 99.57%

大町簡易裁判所建築改修
その他工事

長野県大町市大字大町４
２２２－１

149日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町５０
－３

2010/11/1 （株）傳刀組 長野県大町市平７８４０ 一般競争入札 有 49,035,000 46,095,000 94.00%

Ｈ２２圏央道川田谷東改良
工事

埼玉県桶川市川田谷地先
及び埼玉県桶川市上日出
谷地先

149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

2010/11/2 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 201,106,500 183,330,000 91.16%

辰巳（その２）共同溝照明
設備改修工事

自：東京都江東区辰巳２丁
目地先
至：東京都江東区辰巳１丁

132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

2010/11/2 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 24,885,000 24,150,000 97.05%

大磯１号電線共同溝路面
復旧工事

神奈川県中郡大磯町高麗
２丁目地先他１箇所

128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

2010/11/2 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 103,383,000 99,225,000 95.98%

Ｈ２２管内車両用防護柵設
置工事

横浜国道事務所管内 149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

2010/11/2 （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 148,176,000 123,474,750 83.33%

木曽福島簡裁建築改修そ
の他工事

長野県木曽福島６２０５－
１３

148日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町５０
－３

2010/11/2 （株）アスピア
長野県松本市宮渕１－３
－３０

一般競争入札 有 26,040,000 24,675,000 94.76%

長野地方・家庭裁判所飯
田支部建築改修その他工
事

長野県飯田市江戸町１－
２１

148日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町５０
－３

2010/11/2 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 69,258,000 65,940,000 95.21%

国立感染症研究所村山庁
舎１０号棟（仮称）建築工
事

東京都武蔵村山市学園４
－７－１

149日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/11/2 （株）清水組
東京都日野市日野本町４
－６－６

一般競争入札 有 194,145,000 176,925,000 91.13%

Ｈ２２三杉川排水樋管外機
械設備修繕工事

栃木県佐野市高山町地先 146日間 機械設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町６６１
－３

2010/11/4 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 27,552,000 27,300,000 99.09%

Ｈ２２利根砂防情報設備等
整備工事

利根川水系砂防事務所管
内

141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

2010/11/4 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 33,358,500 33,075,000 99.15%

新４号下野地区道路休憩
施設新築工事

栃木県下野市薬師寺地先 140日間 建築工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/11/5 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 180,495,000 153,195,000 84.87%

Ｈ２２貯水池流入堤補修工
事

栃木県栃木市藤岡町内野
地先

140日間
アスファルト舗装
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

2010/11/5 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 172,998,000 150,150,000 86.79%
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日川第三水門撤去工事 茨城県神栖市日川地先 137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 2010/11/8 （株）松？土木 茨城県潮来市須賀南１１７ 一般競争入札 有 44,646,000 41,790,000 93.60%

Ｈ２２四条排水樋管改築工
事

埼玉県越谷市東町３丁目
地先

296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 2010/11/8 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 255,244,500 217,350,000 85.15%

Ｈ２１利根運河地区環境整
備工事

千葉県柏市大青田地先 112日間
河川しゅんせつ
工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/11/8
りんかい日産建設（株）東
京支店

東京都港区芝２－３－８
臨海ビル７Ｆ

一般競争入札 有 69,205,500 63,840,000 92.25%

塩田町他植栽工事
千葉県千葉市中央区塩田
町地先

90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

2010/11/8 （株）マスヤ 千葉県富津市更和７９ 一般競争入札 有 6,027,000 4,830,000 80.14%

２０号日野市多摩平（３）電
線共同溝工事

自）東京都日野市多摩平３
丁目
至）東京都日野市旭ヶ丘２

300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

2010/11/8 （株）佐藤渡辺関東支店
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 147,084,000 124,740,000 84.81%

Ｈ２２釜無川笹野地区工事
用道路工事

長野県諏訪郡富士見町落
合地先

137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

2010/11/8 松本土建（株）
長野県松本市島立６３５－
１

一般競争入札 有 147,252,000 138,600,000 94.12%

Ｈ２２豊野ー赤川除雪作業
Ｒ１８　長野市豊野町蟹沢
～上水内郡信濃町大字野
尻

143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

2010/11/8 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島１
１４４

一般競争入札 有 66,013,500 52,353,000 79.31%

千葉県警察学校電気設備
改修工事

千葉県東金市士農田２８
－１

142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

2010/11/8 （株）電機産業
千葉県市川市南八幡１－
２４－１２

一般競争入札 有 25,179,000 23,625,000 93.83%

日本社会事業大学竹丘校
舎外１件機械設備改修そ
の他工事

東京都清瀬市竹丘３－１
－３０外

143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 2010/11/8 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 315,840,000 280,350,000 88.76%

Ｈ２２南畑排水機場発電機
等修繕工事

埼玉県富士見市南畑新田
地先

142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

2010/11/9
（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 68,250,000 67,725,000 99.23%

さがみ縦貫宮山第五高架
橋工事

神奈川県高座郡寒川町宮
山地先

598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

2010/11/9 高田機工（株）東京本社
東京都中央区日本橋大伝
馬町３－２

一般競争入札 有 2,321,476,500 2,010,750,000 86.62%

上武道路渕名高架橋上部
その２工事

自）群馬県伊勢崎市境上
渕名　至）群馬県伊勢崎市
境三室町

506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 2010/11/10 日本橋梁（株）東京本社
東京都中央区日本橋兜町
２２－６

一般競争入札 有 1,191,456,000 1,036,245,000 86.97%

さがみ縦貫城山ＩＣランプ
橋下部（その２）工事

神奈川県相模原市緑区小
倉地先

499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

2010/11/10 大成建設（株）横浜支店
神奈川県横浜市西区みな
とみらい３－６－３

一般競争入札 有 1,004,178,000 861,630,000 85.80%

Ｈ２２殿町三丁目堤防整備
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

2010/11/10 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 193,893,000 173,565,000 89.52%

Ｈ２２二ヶ領宿河原堰ゲー
ト設備修繕工事

川崎市多摩区宿河原地
先、狛江市緒方地先

110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

2010/11/10 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 20,727,000 19,635,000 94.73%

Ｈ２２相模出張所電気設備
設置工事

神奈川県平塚市中堂２４６
－２　相模出張所

128日間 電気設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/11/10 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－１１
－６

一般競争入札 有 32,424,000 12,390,000 38.21%

さがみ縦貫寒川北ＩＣＢラン
プ橋床版他工事

神奈川県高座郡寒川町宮
山地先　他３箇所

135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

2010/11/10 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 104,926,500 100,800,000 96.07%

宇都宮税務署増築棟機械
設備工事

栃木県宇都宮市昭和２－
１－７

385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

2010/11/10 鬼怒川空調（株）
栃木県宇都宮市簗瀬３丁
目２番３号

一般競争入札 有 90,720,000 88,200,000 97.22%

Ｈ２２水防演習会場等整備
工事

茨城県取手市小文間地先 216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

2010/11/11 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 98,710,500 85,480,500 86.60%

平成２２年度構内緑地管
理工事

千葉県松戸市五香西、船
橋市東船橋

134日間 造園工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西６－
１２－１

2010/11/11 （株）新松戸造園 千葉県松戸市大橋８０９ 一般競争入札 有 8,305,500 7,980,000 96.08%

Ｈ２２大浜地区高潮堤防工
事

神奈川県平塚市須賀地先 138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

2010/11/12 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－６
－５

一般競争入札 有 180,106,500 156,240,000 86.75%

Ｈ２２堰一丁目護岸工事
神奈川県川崎市多摩区堰
一丁目地先

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

2010/11/12 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－６
－５

一般競争入札 有 111,930,000 94,500,000 84.43%

西部交通安全対策工事
甲府出張所、峡南国道出
張所管内

139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

2010/11/12 （株）中村建設 山梨県甲斐市万才３００ 一般競争入札 有 65,625,000 64,575,000 98.40%

大沢川貯砂ダム設置工事
群馬県吾妻郡中之条町大
字入山地先

139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

2010/11/12 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 164,535,000 156,450,000 95.09%
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九段第２合同庁舎平成２２
年度外３件建築改修その
他工事

東京都千代田区九段南１
－１－１５　他

135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

2010/11/15 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 132,510,000 115,500,000 87.16%

Ｈ２１深井新田地先ポンプ
設備工事

千葉県流山市深井新田地
先

136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 2010/11/15 （株）鶴見製作所東京本社
東京都台東区台東１－３３
－８

一般競争入札 有 45,769,500 38,850,000 84.88%

新葛飾橋上部耐震・補修
その１工事

東京都葛飾区金町３丁目
地先

136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

2010/11/15
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 168,210,000 145,950,000 86.77%

Ｈ２２小田原管内改良他工
事

神奈川県中郡大磯町東小
磯　地先

136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

2010/11/15 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 99,351,000 95,130,000 95.75%

横浜法務総合庁舎建築改
修その他工事

神奈川県横浜市中区日本
大通９

350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

2010/11/15 東洋建設（株）関東支店
東京都江東区青海２－４
－２４

一般競争入札 有 342,405,000 301,350,000 88.01%

富士吉田公共職安都留出
張所外１件建築改修工事

山梨県都留市下谷３－７
－３１　外

120日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/11/15 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－１１
－２２

一般競争入札 有 31,248,000 30,975,000 99.13%

Ｈ２２甘柿橋他橋梁補修工
事

神奈川県秦野市堀西地先
他

129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

2010/11/16
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 143,902,500 126,721,350 88.06%

Ｈ２２二瀬ダム放流設備修
繕工事

埼玉県秩父市大滝３８７５
－１

129日間 機械設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝３８７５
－１

2010/11/16 （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 11,224,500 10,920,000 97.29%

Ｈ２１山王地区整備工事
茨城県猿島郡五霞町山王
地先

79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 2010/11/17 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区東
浦和１－２１－３

一般競争入札 有 34,188,000 25,095,000 73.40%

Ｈ２２市之台排水施設ポン
プ設備修繕工事

茨城県つくば市市之台地
先

133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

2010/11/18 （株）鶴見製作所東京本社
東京都台東区台東１－３３
－８

一般競争入札 有 28,696,500 27,090,000 94.40%

Ｈ２２新笹子トンネル補修
工事

自：大月市笹子町黒野田
至：甲州市大和町初鹿野

133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

2010/11/18 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 196,402,500 166,635,000 84.84%

Ｈ２２昭和電気通信設備改
修工事

東京都立川市緑町３１７３
番地　国営昭和記念公園
事務所

102日間 通信設備工事 国営昭和記念公園事務所
東京都立川市緑町３１７３
番地

2010/11/18
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 24,790,500 24,675,000 99.53%

烏山野上低水護岸工事
栃木県那須烏山市野上地
先

126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

2010/11/19 （株）岡工務店
栃木県那須烏山市大金１
８４

一般競争入札 有 56,910,000 56,700,000 99.63%

付替林道（フリウギ沢）工
事

栃木県日光市湯西川地先 498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 2010/11/19 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上１
１４０

一般競争入札 有 262,500,000 220,500,000 84.00%

Ｈ２２片品川管内整備工事
利根川水系砂防事務所
片品出張所管内

126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

2010/11/19 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須賀
川７－１

一般競争入札 有 36,949,500 32,550,000 88.09%

Ｈ２２上草柳高架橋塗装工
事

神奈川県大和市上草柳字
篠山地先

116日間 塗装工事 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

2010/11/19 大道産業（株）
神奈川県川崎市中原区下
新城１－３－１１

一般競争入札 有 177,040,500 153,300,000 86.59%

Ｈ２２中部横断南部ＩＣラン
プ橋上部工事

山梨県南巨摩郡南部町中
野地先

132日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘１－
１０－１

2010/11/19 大日本土木（株）東京支店
東京都新宿区西新宿６－
１６－６

一般競争入札 有 32,907,000 28,035,000 85.19%

Ｈ２２森林公園園路舗装等
工事

埼玉県比企郡滑川町及び
熊谷市地内

132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

2010/11/19 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３－
２２－４

一般競争入札 有 86,047,500 76,545,000 88.96%

Ｈ２２昭和修景施設改修他
工事

東京都昭島市　地内 132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

2010/11/19 東光園緑化（株）
東京都渋谷区恵比寿南３
－７－５

一般競争入札 有 33,988,500 32,550,000 95.77%

西川土捨場排水施設整備
工事

栃木県日光市西川地先 129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 2010/11/22 柴田建設（有）
栃木県日光市宮小来川２
７６０

一般競争入札 有 44,730,000 43,711,500 97.72%

清水バイパス導水管補修・
補強工事

栃木県　日光市 220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 2010/11/22 （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 104,895,000 89,355,000 85.19%

川俣ダム予備発電設備設
置工事

栃木県日光市川俣６４６－
１　川俣ダム管理支所

116日間 受変電設備工事
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

2010/11/22 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－１８
－１０

一般競争入札 有 34,419,000 30,240,000 87.86%

千葉県警第二機動隊待機
寮電気設備工事

千葉県千葉市稲毛区長沼
原町８５０

128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

2010/11/22 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 166,860,120 152,250,000 91.24%

千葉県警第二機動隊待機
寮機械設備工事

千葉県千葉市稲毛区長沼
原８５０

128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

2010/11/22 酒井工業（株）
東京都文京区大塚６－１１
－１２

一般競争入札 有 136,815,000 130,200,000 95.17%



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

財務省税関研修所平成２
２年度機械設備改修工事

千葉県柏市柏の葉６－４
－２

128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

2010/11/22 （株）佐藤設備工業
千葉県松戸市小金原９－
２９－４

一般競争入札 有 35,920,500 33,600,000 93.54%

Ｈ２２矢切宿舎外壁改修工
事

千葉県松戸市上矢切１１９ 124日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/11/24 呉光塗装（株）
千葉県松戸市中根長津町
２５

一般競争入札 有 11,602,500 9,345,000 80.54%

日本橋地下歩道（その２）
工事

自）東京都中央区日本橋
室町一丁目
至）東京都中央区日本橋

852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

2010/11/24
清水建設（株）土木東京支
店

東京都港区芝浦１－２－３
－１２

一般競争入札 有 1,051,543,500 910,350,000 86.57%

電源設備監視装置設置工
事

栃木県宇都宮市平出工業
団地１４－３　鬼怒川ダム
統合管理事務所 他３箇

114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

2010/11/24 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１７５
６－３８１

一般競争入札 有 11,413,500 10,468,500 91.72%

Ｈ２２長岡道路情報表示設
備改修工事

茨城県東茨城郡茨城町長
岡地先

126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

2010/11/25 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 15,687,000 15,435,000 98.39%

上武道路渕名高架橋上部
その１工事

自）群馬県伊勢崎市境下
渕名　至）群馬県伊勢崎市
境上渕名

491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 2010/11/25
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 1,022,080,500 883,575,000 86.45%

小山公共職業安定所構内
整備工事

栃木県小山市若木町１－
２３－２２

95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

2010/11/25 エステート住宅産業（株）
栃木県宇都宮市駅前通り
１－１－５

一般競争入札 有 29,200,500 26,775,000 91.69%

Ｈ２２牛久沼排水機場受変
電設備工事

茨城県龍ヶ崎市小通幸谷
地先　牛久沼排水機場

119日間 受変電設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ４１４
９

2010/11/26 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－１８
－１０

一般競争入札 有 31,542,000 30,450,000 96.54%

Ｈ２２栗橋出張所構内整備
その他工事

埼玉県久喜市栗橋北２－
２０－１外１ヶ所

91日間 建築工事 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７号

2010/11/29 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 24,927,000 22,207,500 89.09%

前橋渋川バイパス他環境
整備工事

自：群馬県前橋市上細井
町　至：群馬県渋川市半田
他

121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 2010/11/30 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 142,821,000 120,330,000 84.25%

高崎河川国道管内緑化工
事

自：群馬県前橋市上細井
町　至：群馬県渋川市半田
他

121日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町６－４１ 2010/11/30 飯塚緑地（株） 群馬県渋川市横堀７７５ 一般競争入札 有 13,335,000 11,550,000 86.61%

Ｈ２２八ッ場ダム右岸地区
管内整備（その２）工事

群馬県吾妻郡長野原町字
川原湯地先外

121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

2010/11/30 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 16,495,500 15,540,000 94.21%

Ｈ２２八ッ場ダム左岸地区
管内整備（その２）工事

群馬県吾妻郡長野原町大
字長野原地先外

121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

2010/11/30 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町大
字川原畑２６５

一般競争入札 有 16,495,500 15,540,000 94.21%


