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清水バイパス水管橋補強
工事

栃木県日光市西川地先 303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 2010/12/1
大木建設（株）東京土木支
店

東京都江東区亀戸４－２２
－１

一般競争入札 有 187,152,000 162,750,000 86.96%

二ヶ領上河原堰操作棟新
築工事

神奈川県川崎市多摩区菅
稲田堤３－２１

114日間 建築工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央２－１８－１

2010/12/1
（株）スルガコーポレーショ
ン

神奈川県横浜市神奈川区
台町１５－１

一般競争入札 有 10,122,000 9,765,000 96.47%

Ｈ２２シーサイドライン橋梁
補修工事

自）神奈川県横浜市金沢
区幸浦二丁目地先
至）神奈川県横浜市金沢

107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

2010/12/1 名工建設（株）東京支店
東京都台東区台東３－２８
－８

一般競争入札 有 117,810,000 97,902,000 83.10%

Ｈ２２神奈川新町他歩道橋
整備工事

横浜市神奈川区神奈川新
町　他１箇所

211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

2010/12/1 （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 148,837,500 126,000,000 84.66%

Ｈ２２中部横断根岸沢川橋
上部工事

山梨県南巨摩郡南部町中
野地先

120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

2010/12/1 風間興業（株）
山梨県笛吹市八代町北１
０４７－１

一般競争入札 有 147,913,500 125,475,000 84.83%

三浦電波監視センター建
築改修その他工事

神奈川県三浦市初声町高
円坊１６９１

119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

2010/12/1 エムエフ建設（株）
神奈川県横須賀市林１－
１－１

一般競争入札 有 41,170,500 34,230,000 83.14%

前沢橋上部工事 栃木県日光市湯西川地先 266日間 鋼橋上部工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川１６４ 2010/12/2 （株）角藤 長野県長野市南屋島５１５ 一般競争入札 有 74,844,000 68,145,000 91.05%

新４号下野地区道路休憩
施設情報設備設置工事

栃木県下野市薬師寺地先
他１箇所

112日間 通信設備工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/12/3 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 49,087,500 48,825,000 99.47%

Ｈ２２新町下地先河道整正
工事

群馬県高崎市新町北原地
先

118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 2010/12/3 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０－３
３

一般競争入札 有 206,472,000 186,690,000 90.42%

Ｈ２２新町上地先河道整正
工事

群馬県高崎市新町伊勢前
地先

118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 2010/12/3 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 218,389,500 186,585,000 85.44%

高松舗装工事
群馬県　高崎市高松町地
先

90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 2010/12/3 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 56,731,500 55,650,000 98.09%

千代田跨線橋補修他舗装
工事

千葉県柏市あけぼの２丁
目地先他

112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

2010/12/3
世紀東急工業（株）東関東
支店

千葉県千葉市中央区本町
２－１－１６

一般競争入札 有 109,567,500 92,085,000 84.04%

Ｈ２２五十里ダム法面補修
工事

栃木県日光市川治温泉川
治地先

102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

2010/12/3 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 27,373,500 24,150,000 88.22%

Ｈ２２森林公園遊戯施設改
修工事

埼玉県比企郡滑川町地内 118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

2010/12/3 （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 158,151,000 133,980,000 84.72%

Ｈ２２下館河川事務所車庫
増築及び防水改修工事

茨城県筑西市二木成１７５
３

115日間 建築工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2010/12/6 （株）折本工業
茨城県土浦市港町１－１
－７

一般競争入札 有 26,680,500 26,250,000 98.39%

Ｈ２２牛久沼排水機場主原
動機設備修繕工事

茨城県龍ヶ崎市小通幸谷
地先

109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

2010/12/6
（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 8,736,000 8,505,000 97.36%

Ｈ２１利根運河地区基盤整
備工事

千葉県流山市深井新田地
先

114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 2010/12/6 （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 141,130,500 130,200,000 92.26%

中島根固設置その他工事 山梨県南部町井出地先 115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

2010/12/6 近藤工業（株）
山梨県南巨摩郡身延町波
木井１３５

一般競争入札 有 125,590,500 121,275,000 96.56%

Ｈ２２大月管内標識設置工
事

山梨県都留市井倉地先外 115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

2010/12/6 （株）甲陽
山梨県甲府市国母７－１１
－４

一般競争入札 有 62,055,000 56,490,000 91.03%

Ｈ２２岡谷管内交通安全施
設他工事

岡谷維持修繕出張所管内 109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

2010/12/6 大林道路（株）関東支店
東京都千代田区神田小川
町３－２０

一般競争入札 有 75,967,500 65,100,000 85.69%

国道２９８号区画線設置工
事

自）埼玉県戸田市美女木
東２丁目　至）埼玉県三郷
市番匠免２丁目

93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

2010/12/7 信号器材（株）
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪１６０

一般競争入札 有 14,574,000 13,020,000 89.34%

成田地区河道掘削その他
工事

山梨県笛吹市八田地先 114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

2010/12/7 （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 67,585,350 63,525,000 93.99%

Ｈ２２川治ダム管理施設設
置工事

栃木県日光市川治温泉川
治地先

98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

2010/12/7 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上１
１４０

一般競争入札 有 56,133,000 55,965,000 99.70%

圏央道江戸崎橋上部その
１工事

茨城県稲敷市江戸崎地先 640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

2010/12/8 川田工業（株）東京本社
東京都北区滝野川１－３
－１１

一般競争入札 有 660,880,500 582,750,000 88.18%
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関の沢流砂量計設置工事 栃木県日光市町谷地先 113日間 通信設備工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面２３９
０

2010/12/8 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ原
町４４－１６

一般競争入札 有 12,043,500 11,550,000 95.90%

松戸跨線橋補修他舗装工
事

千葉県松戸市松戸地先他 107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

2010/12/8
（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 92,116,500 82,845,000 89.94%

Ｈ２２駒岡防災船着場周辺
整備工事

神奈川県横浜市鶴見区駒
岡５丁目地先

107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

2010/12/8 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 123,060,000 117,600,000 95.56%

Ｈ２２樹林地整備工事 国営常陸海浜公園内 107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

2010/12/8 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５－
８－６

一般競争入札 有 27,027,000 22,365,000 82.75%

下国井流量観測設備据付
工事

茨城県　水戸市　下国井
地先　外２箇所

112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

2010/12/9 （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 14,406,000 13,965,000 96.94%

Ｈ２２大場川下流排水樋管
ゲート設備修繕工事

埼玉県三郷市鷹野地先 112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 2010/12/9
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 21,892,500 18,900,000 86.33%

Ｈ２２千葉国道道路情報提
供設備設置工事

千葉県八千代市米本４９０
５－１　道の駅やちよほか
２箇所

91日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
５－２７－１

2010/12/9 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 15,655,500 14,700,000 93.90%

井出根固設置その他工事 山梨県南部町井出地先 112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

2010/12/9 加藤建設（株）
山梨県南巨摩郡南部町十
島６５－３

一般競争入札 有 151,347,000 149,100,000 98.52%

関東管区警察学校建築改
修その他工事

東京都小平市喜平町２－
５－１

111日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/12/9
（株）まつもとコーポレー
ション東京支店

東京都港区三田３－１４－
１０　明治安田生命三田ビ
ル

一般競争入札 有 162,645,000 152,250,000 93.61%

Ｈ２２上尾道路植栽その２
工事

埼玉県さいたま市西区西
新井地先

111日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/12/10 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３－
２２－４

一般競争入札 有 28,129,500 24,045,000 85.48%

Ｈ２２上尾道路植栽その１
工事

埼玉県さいたま市西区内
野本郷地先

111日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町１－４３５

2010/12/10 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３－
２２－４

一般競争入札 有 35,500,500 28,770,000 81.04%

Ｈ２２上尾道路小敷谷改良
工事

埼玉県上尾市小敷谷地先 111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

2010/12/10 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 118,902,000 102,690,000 86.37%

新波木井橋補修他工事
自：山梨県南巨摩郡身延
町小田船原　　至：山梨県
南巨摩郡身延町波木井

111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

2010/12/10
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 251,307,000 217,350,000 86.49%

鹿島港湾合同庁舎外１件
電気設備改修その他工事

茨城県神栖市東深芝９他 111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

2010/12/10 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 50,452,500 45,675,000 90.53%

茨城農政事務所建築改修
その他工事

茨城県水戸市北見町１－
９

110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

2010/12/10 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 95,970,000 84,000,000 87.53%

新４号下野地区道路休憩
施設照明設置工事

栃木県下野市薬師寺地先 102日間 電気設備工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/12/13 南星電機（株）
栃木県鹿沼市東末広町１
９３４－１３

一般競争入札 有 14,931,000 13,440,000 90.01%

Ｈ２２管内水文観測所修繕
工事

栃木県栃木市大光寺町川
岸地先外３箇所

102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１２号

2010/12/13 （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 18,942,000 18,690,000 98.67%

Ｈ２２越谷東町地区堤防基
盤整備工事

埼玉県　越谷市　東町二
丁目地先外１箇所

108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 2010/12/13 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 100,600,500 84,315,000 83.81%

Ｈ２２大和道路補修他工事 大和国道出張所管内 108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

2010/12/13 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒野
田６６７－１

一般競争入札 有 41,086,500 40,425,000 98.39%

二瀬ダム管理施設設備工
事

埼玉県秩父大滝地先１２２
３－２外

469日間 電気設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝３８７５
－１

2010/12/13 （株）万代電気工業
埼玉県さいたま市桜区中
島２－２２－１

一般競争入札 有 133,339,500 129,990,000 97.49%

Ｈ２２利根制水門防雷設備
工事

群馬県邑楽郡大泉町古海
地先

104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

2010/12/14
（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 12,873,000 12,075,000 93.80%

Ｈ２２入間川横塚築堤工事
埼玉県比企郡川島町出丸
中郷地先

98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

2010/12/14 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 172,599,000 154,035,000 89.24%

等々力宿舎外１件（１０）機
械設備改修その他工事

東京都世田谷区野毛１－
１９～２３、杉並区南荻窪４
－２９－１５

107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 2010/12/14 坂本建設工業（株）
青森県八戸市小中野２－
４－１２

一般競争入札 有 29,683,500 27,300,000 91.97%

Ｈ２２潮来市土木事務所
（東）交差点交通安全整備
工事

茨城県潮来市潮来地先 90日間
アスファルト舗装
工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町１９６
２－２

2010/12/15 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 40,540,500 35,070,000 86.51%
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Ｈ２２松木地区法面外工事 栃木県日光市足尾町地先 100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

2010/12/15 東武建設（株） 栃木県日光市大桑町１３８ 一般競争入札 有 115,794,000 106,575,000 92.04%

Ｈ２２阿玉川閘門ゲート設
備整備工事

千葉県香取市阿玉川地先 106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

2010/12/15
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 21,357,000 19,950,000 93.41%

大井環七立体（海側）擁壁
（その１）工事

東京都大田区東海３丁目
地先

401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

2010/12/15 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 135,219,000 114,975,000 85.03%

国道５０号下館ＢＰ神分改
良（２）工事

茨城県　筑西市　神分地
先

105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

2010/12/16 北辰建設（株）
茨城県つくば市樋の沢１９
４

一般競争入札 有 33,054,000 29,190,000 88.31%

下小倉礫河原再生及び水
衝部対策工事

栃木県宇都宮市下小倉地
先外４箇所

102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

2010/12/16 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 77,028,000 66,832,500 86.76%

Ｈ２２京浜河川遠隔監視操
作制御設備工事

京浜河川事務所管内 99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

2010/12/16
（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 20,947,500 20,265,000 96.74%

浅原低水護岸工事 山梨県中央市西花輪地先 105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

2010/12/16 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原町
３７５－３

一般競争入札 有 104,506,500 97,650,000 93.44%

Ｈ２２大月道路補修他工事 大月出張所管内 105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

2010/12/16 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 51,366,000 48,930,000 95.26%

渡里河道掘削工事 茨城県水戸市渡里町地先 98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

2010/12/17 （株）大成土木
茨城県東茨城郡城里町錫
高野２６３０

一般競争入札 有 31,458,000 27,090,000 86.11%

下土木内町河道掘削工事
茨城県日立市下土木内地
先他

101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

2010/12/20 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１８
－１

一般競争入札 有 55,104,000 49,875,000 90.51%

圏央道東ＩＣ改良その他工
事

自）茨城県稲敷市沼田
至）茨城県稲敷郡河内町
十三間戸

360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

2010/12/20 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０８－
８

一般競争入札 有 225,487,500 201,075,000 89.17%

Ｈ２２峡南道路補修他工事 峡南国道出張所管内 101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

2010/12/20 （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 51,177,000 50,925,000 99.51%

国立感染症研究所村山庁
舎１０号棟（仮称）エレベー
ター設備工事

東京都武蔵村山市学園４
－７－１

101日間 機械設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/12/20 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 12,736,500 10,500,000 82.44%

Ｈ２２堤防強化土砂整正工
事

茨城県取手市戸頭地先外 100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

2010/12/21 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 126,987,000 107,835,000 84.92%

宇都宮税務署庁舎増築建
築その他工事

栃木県宇都宮市昭和２－
１－７

344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

2010/12/21
（株）エム・テック首都圏本
部

東京都台東区浅草橋４－
１９－８

一般競争入札 有 191,625,000 177,765,000 92.77%

Ｈ２２有線通信設備修繕工
事

荒川下流河川事務所管内 93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

2010/12/22
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 9,502,500 9,450,000 99.45%

相武国道管内防護柵設置
他工事

相武国道事務所管内 93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

2010/12/22
世紀東急工業（株）東京支
店

東京都渋谷区渋谷１－１６
－１４

一般競争入札 有 59,293,500 47,670,000 80.40%

３５７号東京港トンネル工
事

自）東京都品川区東八潮
至）東京都品川区八潮二
丁目

1195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

2010/12/22
３５７号東京港トンネル工
事鹿島・大林特定建設工
事共同企業体

東京都港区元赤坂一丁目
３番８号

一般競争入札 有 19,328,358,000 11,655,000,000 60.30%

税務大学校東京研修所学
寮棟建築改修その他工事

千葉県船橋市行田２－６
－５

827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

2010/12/22
西松建設（株）関東建築支
社

東京都港区虎ノ門１－２０
－１０

一般競争入札 有 976,605,000 863,100,000 88.38%

国立感染症研究所村山庁
舎１０号棟（仮称）機械設
備工事

東京都武蔵村山市学園４
－７－１

99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 2010/12/22 経塚工業（株）
東京都豊島区巣鴨１－４１
－１１

一般競争入札 有 188,895,000 149,100,000 78.93%

河川電話応答通報設備設
置工事

茨城県水戸市千波１９６２
－２　常陸河川国道事務
所

97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

2010/12/24
富士通（株）官公庁ソ
リューション事業本部第四
統括営業

東京都港区東新橋１丁目
５番２号

一般競争入札 有 8,778,000 8,610,000 98.09%

５０号新川島橋他耐震補
強工事

茨城県筑西市下川島地先
他

188日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所 宇都宮市平松町５０４ 2010/12/24 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 52,111,500 48,825,000 93.69%

Ｈ２２東押揚地先築堤工事 茨城県神栖市東押揚地先 94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

2010/12/24 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 74,340,000 65,625,000 88.28%

高輪・三田共同溝工事
東京都港区高輪１丁目地
先

797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

2010/12/24 （株）奥村組東京支店 東京都港区芝５－６－１ 一般競争入札 有 666,823,500 614,250,000 92.12%



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

税務大学校東京研修所機
械設備改修その他工事

千葉県船橋市行田２－６
－５

97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

2010/12/24 伸栄工業（株）
千葉県船橋市市場５－１
－１６

一般競争入札 有 99,645,000 92,295,000 92.62%

国立感染症研究所村山庁
舎１０号棟（仮称）電気設
備工事

東京都武蔵村山市学園４
－７－１

97日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町３５６７ 2010/12/24 （株）東電通
東京都江東区豊洲５－６
－３６

一般競争入札 有 182,700,000 169,575,000 92.82%

Ｈ２２管内道路ネットワーク
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
所外８箇所

94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

2010/12/27
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 49,266,000 48,720,000 98.89%

牛久・土浦ＢＰ改良舗装そ
の３工事

自）茨城県つくば市稲岡
至）茨城県土浦市中村西
根

294日間
アスファルト舗装
工事

常総国道事務所
茨城県土浦市川口１－１
－２６

2010/12/27
（株）ＮＩＰＰＯ茨城統括事
業所

茨城県水戸市千波町１９７
５－１

一般競争入札 有 176,788,500 153,090,000 86.59%

Ｈ２２守谷出張所管内堤防
補強工事

千葉県柏市弁天下地先外 94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

2010/12/27 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 104,716,500 89,250,000 85.23%

Ｈ２２目吹出張所管内堤防
補強工事

茨城県坂東市筵内地先外 94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６号

2010/12/27 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大字
牛ケ谷戸４８９番地

一般競争入札 有 86,971,500 74,235,000 85.36%

Ｈ２２上尾道路川田谷地区
改良舗装工事

埼玉県桶川市川田谷地先 185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

2010/12/27
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 120,403,500 103,530,000 85.99%

Ｈ２２三橋地区仮橋撤去・
舗装その他工事

自）埼玉県さいたま市大宮
区三橋３丁目　至）埼玉県
さいたま市西区三橋５丁目

195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

2010/12/27 （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 143,598,000 120,750,000 84.09%

Ｈ２２圏央道川田谷高架橋
１０下部その２工事

埼玉県桶川市川田谷地先 185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

2010/12/27 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 164,829,000 140,700,000 85.36%

Ｈ２２松戸水門塗装工事
千葉県松戸市主水新田地
先

94日間 塗装工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎１３４ 2010/12/27 内藤塗装工業（株）
埼玉県本庄市朝日町２－
３－１１

一般競争入札 有 28,224,000 26,544,000 94.05%

大井環七立体（海側）擁壁
（その２）工事

東京都品川区八潮３丁目
地先

411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

2010/12/27 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 115,783,500 100,275,000 86.61%

Ｈ２２管内交通安全施設整
備工事

保土ヶ谷出張所管内及び
神奈川出張所管内

94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

2010/12/27 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 60,133,500 54,075,000 89.92%

Ｈ２２中部横断塩沢地区改
良その他工事

山梨県南巨摩郡南部町塩
沢地先

88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

2010/12/27 （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 66,622,500 60,900,000 91.41%

Ｈ２２中部横断六郷ＩＣ改良
その他工事

山梨県西八代郡市川三郷
町宮原地先　他

88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

2010/12/27 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 85,050,000 79,590,000 93.58%

Ｈ２２荒川西区川越線上流
築堤工事

埼玉県　さいたま市西区西
遊馬地先

87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

2010/12/28 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 72,450,000 62,475,000 86.23%

Ｈ２２荒川上流光伝送設備
工事

荒川上流河川事務所管内 92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

2010/12/28 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 48,331,500 47,250,000 97.76%


