
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
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総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

新宿御苑トンネル監視設
備改修外工事

東京都千代田区九段南１
－２－１　東京国道事務所
外２箇所

83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

2011/1/7
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 30,040,500 25,515,000 84.94%

久慈川下流部河道掘削
（その２）工事

茨城県日立市神田町地先 79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

2011/1/11 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町２
６７

一般競争入札 有 80,209,500 68,775,000 85.74%

Ｈ２２高崎管内交通安全施
設設置工事

群馬県高崎市中尾町地先
他４箇所

78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 2011/1/12 ダイケンテクノ（株）
群馬県前橋市駒形町５１９
－２

一般競争入札 有 21,693,000 20,370,000 93.90%

Ｈ２２常盤平局無線鉄塔修
繕工事

千葉県松戸市五香西６－
１２－１　関東技術事務所

72日間 維持修繕工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西６－
１２－１

2011/1/12 田辺工業（株）
新潟県上越市大字福田２
０

一般競争入札 有 15,855,000 15,750,000 99.34%

Ｈ２２圏央道菖蒲地区ラン
プ橋下部工事

埼玉県久喜市菖蒲町下栢
間地先

76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

2011/1/14 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 201,621,000 172,935,000 85.77%

Ｈ２２大久保樋管ゲート設
備改築工事

埼玉県さいたま市桜区宿
地先

709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

2011/1/17 西田鉄工（株）関東支店
東京都墨田区太平３－３
－１２　アドバンス喜月ビ
ル

一般競争入札 有 111,216,000 104,160,000 93.66%

長野第１地方合同エレ
ベーター設備改修その他
工事

長野県長野市旭町１１０８ 164日間 機械設備工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町５０
－３

2011/1/17
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 54,589,500 53,445,000 97.90%

倉松川側道橋上部工事 埼玉県幸手市天神島地先 398日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗３－２４
－１５

2011/1/18 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３
－１

一般競争入札 有 186,417,000 160,860,000 86.29%

Ｈ２２横浜国道管内橋面防
水他工事

神奈川県横浜市金沢区泥
亀一丁目地先他

72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

2011/1/18 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 99,603,000 98,700,000 99.09%

Ｈ２２伊讃管内ゲート設備
塗装工事

茨城県下妻市長塚地先外
１１箇所

51日間 塗装工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2011/1/19 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９７５
－３

一般競争入札 有 9,240,000 8,400,000 90.91%

Ｈ２２黒子管内ゲート設備
塗装工事

茨城県筑西市西石田地先
外１３箇所

51日間 塗装工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2011/1/19 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９７５
－３

一般競争入札 有 9,009,000 7,696,500 85.43%

圏央道利根川橋上部工事
自）茨城県稲敷郡河内町
十三間戸　　至）千葉県香
取郡神崎町松崎

704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

2011/1/24 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 2,774,793,000 2,399,250,000 86.47%

圏央道高尾山トンネル（そ
の２）工事

自）東京都八王子市南浅
川町　至）東京都八王子市
裏高尾町

372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

2011/1/24 大成建設（株）東京支店
東京都新宿区西新宿６－
８－１

一般競争入札 有 3,251,871,000 2,787,855,000 85.73%

さがみ縦貫上依知第２トン
ネル（その２）工事

神奈川県厚木市上依知地
先

646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

2011/1/24 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 1,115,887,500 954,030,000 85.50%

Ｈ２２交通量常時観測装置
設置工事

横浜国道事務所管内 60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

2011/1/24 小糸工業（株）東京支店
東京都港区高輪３－５－２
３　　エスアイエー高輪台
ビル

一般競争入札 有 37,747,500 34,020,000 90.13%

疾風橋耐震工事 笛吹市石和町広瀬地先 421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

2011/1/24 （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 96,852,000 87,675,000 90.52%

Ｈ２２川神馬排水機場外水
位計設備設置工事

茨城県筑西市嘉家佐和地
先外２箇所

45日間 通信設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成１７５
３

2011/1/25 （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 34,261,500 31,500,000 91.94%

Ｈ２２笹川地区高水敷整備
工事

千葉県香取郡東庄町笹川
地先

123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

2011/1/28 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７６－
７

一般競争入札 有 21,693,000 20,475,000 94.39%

横川第一宿舎構内整備工
事

東京都八王子市横川町６
８６

62日間 建築工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
４－３－１３

2011/1/28 大貴工業（株）
東京都世田谷区給田１－
１４－１６

一般競争入札 有 9,922,500 7,875,000 79.37%

神鳥谷電線共同溝路面復
旧外工事

栃木県小山市神鳥谷地先
外
茨城県結城市小田林地先

355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 2011/1/31 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 139,818,000 117,915,000 84.33%

Ｈ２２桐生管内管理用通路
舗装工事

群馬県桐生市菱町地先外 59日間
アスファルト舗装
工事

渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町６６１
－３

2011/1/31 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 23,226,000 21,000,000 90.42%

中村地区改良舗装工事 群馬県渋川市中村地先 179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 2011/1/31 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 103,939,500 95,445,000 91.83%

Ｈ２２石畑地区代替地整備
工事

群馬県　吾妻郡長野原町
大字川原畑地先

179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

2011/1/31 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５３
－５３

一般競争入札 有 68,155,500 65,100,000 95.52%


