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平成２２年度材料試験室
等改修工事

千葉県松戸市 86日間 建築工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2011/2/1 （株）羽原工務店
茨城県龍ケ崎市川原代町
３９７５

一般競争入札 有 9,471,000 8,925,000 94.24%

管内道路電話交換設備改
良工事

茨城県水戸市 119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
1962-2

2011/2/1 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 12,285,000 11,550,000 94.02%

Ｈ２２長野原地区流路工工
事

群馬県吾妻郡長野原町 318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

2011/2/1 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４１３
－１

一般競争入札 有 67,284,000 65,100,000 96.75%

Ｈ２２牛久沼排水機場吐出
ゲート設備修繕工事

茨城県龍ヶ崎市 119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4149 2011/2/1 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 43,302,000 27,825,000 64.26%

鳥居大橋床版修繕工事 長野県長野市 422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

2011/2/2 ショーボンド建設（株）
東京都中央区日本橋箱崎
町７－８

一般競争入札 有 241,825,500 233,100,000 96.39%

Ｈ２２藤岡地先堤防補強工
事

栃木県栃木市 392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

2011/2/2 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町１
２６５

一般競争入札 有 104,779,500 89,775,000 85.68%

Ｈ２２橋場地区造成工事 群馬県吾妻郡長野原町 210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

2011/2/2 小林建設工業（株） 群馬県太田市石橋町３１ 一般競争入札 有 249,847,500 219,030,000 87.67%

Ｈ２２下久保集水井（Ｄ１
０）及び工事用道路工事

群馬県藤岡市 292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 2011/2/2 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 72,030,000 65,100,000 90.38%

Ｈ２２烏川下流砂防堰堤改
良工事

群馬県高崎市 423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 2011/2/2 （株）研屋 群馬県高崎市飯塚町８０５ 一般競争入札 有 140,542,500 136,500,000 97.12%

Ｈ２２三原上流第一床固工
工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 423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 2011/2/2 池原工業（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町大
字原町１６０

一般競争入札 有 134,263,500 131,250,000 97.76%

Ｈ２２荒川上流光ケーブル
敷設工事

埼玉県東松山市 ～ 埼玉
県朝霞市

300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 2011/2/3 大島電気（株）
新潟県十日町市明石町２
５

一般競争入札 有 38,083,500 32,130,000 84.37%

坂室バイパス交差点改良
他工事

長野県茅野市 322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

2011/2/3 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 245,521,500 210,735,000 85.83%

二社平地区流路工工事 群馬県吾妻郡長野原町 260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

2011/2/3 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 45,738,000 43,050,000 94.12%

上泉地区改良その３工事 群馬県前橋市 350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 2011/2/4 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 152,355,000 129,990,000 85.32%

五代地区改良工事 群馬県前橋市 299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 2011/2/4 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 68,407,500 64,575,000 94.40%

小神明地区他改良工事 群馬県前橋市 327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 2011/2/4 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 225,361,500 201,600,000 89.46%

上細井地区改良その３工
事

群馬県前橋市 238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 2011/2/4 （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 127,974,000 112,350,000 87.79%

上泉地区他舗装工事 群馬県前橋市 290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 2011/2/4 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川岸
町１－５３－１

一般競争入札 有 135,135,000 115,500,000 85.47%

鳥取地区舗装工事 群馬県前橋市 299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 2011/2/4 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 272,863,500 236,040,000 86.50%

上細井地区舗装工事 群馬県前橋市 327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 2011/2/4 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 286,125,000 244,650,000 85.50%

五代地区舗装工事 群馬県前橋市 299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 2011/2/4 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 164,892,000 141,645,000 85.90%

武蔵島地区改良舗装工事 群馬県太田市 327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 2011/2/4 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１３
－２７

一般競争入札 有 181,639,500 159,600,000 87.87%

Ｈ２２みなかみ地区（２）防
災工事

群馬県利根郡みなかみ町 299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 2011/2/4 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 108,160,500 100,800,000 93.19%

Ｈ２２堀之内地区植生その
１工事

千葉県市川市 55日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/2/4 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 31,017,000 25,515,000 82.26%
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Ｈ２２堀之内地区植生その
２工事

千葉県市川市 55日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/2/4 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 29,347,500 24,465,000 83.36%

Ｈ２２浦和管内道路整備工
事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県戸田市

225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

2011/2/4 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 108,948,000 90,300,000 82.88%

Ｈ２２蓮岱寺伏越防雷設備
工事

栃木県足利市 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

2011/2/4
（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 21,273,000 20,475,000 96.25%

Ｈ２２飯出地区植生保全施
設工事

茨城県稲敷市 296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 2011/2/7 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３３－
１

一般競争入札 有 53,665,500 50,400,000 93.92%

Ｈ２２主水新田上地区堤防
整備工事

千葉県松戸市 358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 2011/2/7 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 250,005,000 213,570,000 85.43%

Ｈ２２主水新田下地区堤防
整備工事

千葉県松戸市 358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 2011/2/7 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 179,119,500 156,030,000 87.11%

Ｈ２２上吉妻地区堤防整備
工事

埼玉県春日部市 143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 2011/2/7 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 101,587,500 87,465,000 86.10%

Ｈ２２荒川大久保樋管改築
工事

埼玉県さいたま市桜区 679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 2011/2/7 青木あすなろ建設（株） 東京都港区芝２－１４－５ 一般競争入札 有 1,537,452,000 1,327,830,000 86.37%

圏央道城山八王子トンネ
ル（その３）工事

東京都八王子市 690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

2011/2/7 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１－
２５－１

一般競争入札 有 1,899,796,500 1,623,195,000 85.44%

Ｈ２２藤岡地区堤防補強工
事

栃木県栃木市 402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

2011/2/7 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 137,980,500 117,915,000 85.46%

Ｈ２２辰巳橋他補修工事 東京都江東区 380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 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/2/7 （株）太陽道路
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 176,137,500 154,560,000 87.75%

Ｈ２２有明橋他補修工事 東京都江東区 396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 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/2/7 ショーボンド建設（株）
東京都中央区日本橋箱崎
町７－８

一般競争入札 有 215,260,500 184,800,000 85.85%

京浜島地区共同溝補強そ
の２工事

東京都大田区 296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 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/2/7 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 196,465,500 179,130,000 91.18%

三島地区町道付替他工事 群馬県吾妻郡東吾妻町 417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

2011/2/7 池原工業（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町大
字原町１６０

一般競争入札 有 129,234,000 115,500,000 89.37%

Ｈ２２白砂川砂防堰堤工事
用道路改良工事

群馬県吾妻郡中之条町 274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 2011/2/7 池原工業（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町大
字原町１６０

一般競争入札 有 89,901,000 88,200,000 98.11%

Ｈ２２田代第四床固工工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 322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 2011/2/7 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 129,223,500 120,750,000 93.44%

Ｈ２２新４号古河地区改良
工事

茨城県古河市 323日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/2/8 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 94,941,000 84,000,000 88.48%

Ｈ２２成田地区浄化施設工
事

茨城県行方市 325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 2011/2/8 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０８－
８

一般競争入札 有 111,289,500 94,500,000 84.91%

Ｈ２２荒川古谷本郷上築堤
工事

埼玉県川越市 122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 2011/2/8 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻区
城南５－６－６

一般競争入札 有 182,122,500 154,140,000 84.64%

Ｈ２２荒川上流管内堤防保
護対策工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
川越市

112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 2011/2/8 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 109,914,000 93,628,500 85.18%

田尻地区函渠その３工事 千葉県市川市 1141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 2011/2/8 （株）鴻池組
大阪府大阪市北区梅田３
－４－５

一般競争入札 有 3,806,019,000 3,392,445,000 89.13%

Ｈ２２・２３笹目橋（下り線）
耐震補強工事

埼玉県戸田市 ～ 東京都
板橋区

416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

2011/2/8 ショーボンド建設（株）
東京都中央区日本橋箱崎
町７－８

一般競争入札 有 367,941,000 315,000,000 85.61%

高崎公共職安機械設備工
事

群馬県高崎市 386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 2011/2/8 櫻井工業（株）
東京都江東区深川２－８
－１９

一般競争入札 有 112,560,000 106,050,000 94.22%

Ｈ２２上湯原地区代替地粗
造成工事

群馬県吾妻郡長野原町 366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

2011/2/8 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 166,992,000 149,100,000 89.29%
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Ｈ２２堀の沢第三砂防堰堤
工事

群馬県高崎市 288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 2011/2/8 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 176,148,000 158,550,000 90.01%

Ｈ２２滑川第１９・２０帯工
工事

群馬県高崎市 362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 2011/2/8 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 75,852,000 75,600,000 99.67%

大崎築堤工事 茨城県常総市 355日間 一般土木工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2011/2/9 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 119,500,500 101,850,000 85.23%

Ｈ２２小舟津地区浄化施設
工事

茨城県行方市 324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 2011/2/9 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 100,222,500 93,450,000 93.24%

４号氏家矢板ＢＰ氏家地区
改良舗装工事

栃木県さくら市 415日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/2/10 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 157,521,000 144,900,000 91.99%

４号氏家矢板ＢＰ長久保地
区改良舗装工事

栃木県さくら市 415日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/2/10 剋真建設（株）
栃木県真岡市田町１５１５
－４

一般競争入札 有 218,389,500 189,000,000 86.54%

新４号総和高架橋上部（そ
の２）工事

茨城県古河市 455日間 鋼橋上部工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/2/10 （株）巴コーポレーション
東京都中央区勝どき４－５
－１７

一般競争入札 有 203,479,500 173,250,000 85.14%

横須賀地方合同庁舎（仮
称）エレベーター設備工事

神奈川県横須賀市 778日間 機械設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2011/2/10 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２
－７－３

一般競争入札 有 91,686,000 82,950,000 90.47%

大曲築堤工事 茨城県取手市 400日間 一般土木工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2011/2/10 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 119,532,000 103,425,000 86.52%

矢切函渠その８工事 千葉県松戸市 840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 2011/2/10 （株）不動テトラ
大阪府大阪市中央区淡路
町２－２－１４

一般競争入札 有 399,451,500 347,550,000 87.01%

Ｈ２２長倉根固設置工事 茨城県常陸大宮市 372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
1962-2

2011/2/10 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井１
４５－６

一般競争入札 有 24,990,000 21,945,000 87.82%

大井環七立体床版工事
東京都大田区 ～ 東京都
品川区

405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

2011/2/10 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 157,773,000 140,700,000 89.18%

東京税関晴海庁舎建築改
修その他工事

東京都中央区 155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 2011/2/10
（株）イズミ・コンストラク
ション

東京都中央区日本橋小網
町１－５

一般競争入札 有 70,266,000 65,835,000 93.69%

Ｈ２２谷田川第一排水機場
撤去工事

群馬県邑楽郡板倉町 415日間 一般土木工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2011/2/10 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 251,359,500 217,560,000 86.55%

横須賀地方合同庁舎（仮
称）電気設備工事

神奈川県横須賀市 774日間 電気設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2011/2/14 （株）中電工
広島県広島市中区小網町
６－１２

一般競争入札 有 437,445,750 393,750,000 90.01%

上平低水護岸工事 栃木県塩谷郡塩谷町 350日間 一般土木工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2011/2/14 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 234,370,500 198,975,000 84.90%

横浜植防つくば圃場（仮
称）電気設備工事

茨城県つくば市 410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

2011/2/14 栗原電業（株）
茨城県土浦市並木１－４
－３５

一般競争入札 有 179,944,170 179,665,500 99.85%

Ｈ２２庄和排水機場機械設
備修繕工事

埼玉県春日部市 316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 2011/2/14 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１
１－１

一般競争入札 有 95,256,000 94,500,000 99.21%

国道１６号町田立体下部
（その１６）工事

東京都町田市 380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

2011/2/14 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 146,433,000 136,500,000 93.22%

１６号八王子市大谷町外
電線共同溝路面復旧工事

東京都八王子市 ～ 東京
都昭島市

289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

2011/2/14 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 153,636,000 144,900,000 94.31%

さがみ縦貫城山ＩＣ改良（そ
の２）工事

神奈川県相模原市 289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

2011/2/14 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 298,231,500 286,335,000 96.01%

さがみ縦貫山沢第一橋上
部工事

神奈川県相模原市 259日間 鋼橋上部工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/2/14 古河産機システムズ（株）
東京都千代田区丸の内２
－２－３

一般競争入札 有 117,904,500 105,000,000 89.06%

圏央道八王子南ＩＣ改良
（その１０）他工事

東京都八王子市 330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

2011/2/14 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 194,134,500 183,750,000 94.65%

圏央道八王子南ＩＣ改良
（その８）工事

東京都八王子市 330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

2011/2/14 升川建設（株）
山形県西村山郡河北町谷
地甲１０８３

一般競争入札 有 198,145,500 187,950,000 94.85%
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圏央道八王子南ＩＣ改良
（その９）工事

東京都八王子市 330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

2011/2/14 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 191,772,000 189,000,000 98.55%

１６号昭島市松原舗装（そ
の１）工事

東京都昭島市 ～ 東京都
福生市

242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

2011/2/14 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 182,364,000 159,390,000 87.40%

高崎公共職安電気設備工
事

群馬県高崎市 380日間 電気設備工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2011/2/14 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町２
８５

一般競争入札 有 82,248,075 82,194,000 99.93%

藤岡地先築堤工事
栃木県栃木市 ～ 群馬県
邑楽郡板倉町

395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

2011/2/14 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 158,602,500 139,650,000 88.05%

Ｈ２２桐生管内法面補修工
事

群馬県桐生市 351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

2011/2/14 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町８
３７－４

一般競争入札 有 68,964,000 59,241,000 85.90%

Ｈ２２田川地区低水護岸工
事

茨城県稲敷郡河内町 142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4149 2011/2/14 （株）鈴木組
千葉県香取市佐原イ２５８
７－１

一般競争入札 有 65,131,500 55,020,000 84.48%

Ｈ２２荒波地区低水護岸工
事

茨城県神栖市 177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4149 2011/2/14 ユタカ建設（株） 千葉県香取市佐原イ７６１ 一般競争入札 有 63,189,000 53,550,000 84.75%

Ｈ２２滝の沢砂防堰堤工事 群馬県多野郡上野村 390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 2011/2/14 黒澤建設（株）
群馬県多野郡神流町大字
生利１７１１－２

一般競争入札 有 84,882,000 79,800,000 94.01%

Ｈ２２堀の沢第二砂防堰堤
工事

群馬県高崎市 338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 2011/2/14 岩井土建（株） 群馬県高崎市竜見町２７０ 一般競争入札 有 152,344,500 137,550,000 90.29%

鶴ヶ峰・鶴間・宮前地区電
線共同溝路面復旧工事

神奈川県横浜市旭区 ～
東京都町田市

379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

2011/2/15 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１３
－２７

一般競争入札 有 133,906,500 117,600,000 87.82%

国道１号原宿地区歩道拡
幅工事

神奈川県横浜市戸塚区 308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

2011/2/15 新光建設（株）
神奈川県横浜市港北区大
豆戸町３５９

一般競争入札 有 167,748,000 141,330,000 84.25%

さがみ縦貫寒川南ＩＣ改良
（その１）工事

神奈川県高座郡寒川町 316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

2011/2/15 （株）エス・ケイ・ディ
神奈川県平塚市四之宮１
－８－５６

一般競争入札 有 240,429,000 211,039,500 87.78%

Ｈ２２道路情報表示設備設
置工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県足柄下郡箱根町

217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

2011/2/15 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３
６

一般競争入札 有 159,138,000 133,350,000 83.80%

Ｈ２２国道１号ＣＣＴＶ設備
設置工事

神奈川県足柄下郡箱根町 258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

2011/2/15 （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 128,593,500 111,090,000 86.39%

富士見・殿町地区電線共
同溝その他工事

神奈川県川崎市川崎区 400日間
アスファルト舗装
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

2011/2/15 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 280,024,500 249,060,000 88.94%

３５７号大井環七改良（そ
の８）工事

東京都品川区 359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

2011/2/15 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 258,520,500 224,700,000 86.92%

Ｈ２２松木山腹（キャン沢）
工事

栃木県日光市 409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

2011/2/15 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 187,414,500 179,550,000 95.80%

圏央道星川側道橋上部工
事

埼玉県久喜市 350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

2011/2/15 ピーシー橋梁（株）
東京都港区新橋６－１７－
１９　新御成門ビル

一般競争入札 有 184,369,500 159,390,000 86.45%

新４号笹塚原横断橋下部
工事

栃木県河内郡上三川町 287日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/2/16 松本建設（株）
栃木県真岡市並木町２－
２１－１

一般競争入札 有 45,454,500 38,724,000 85.19%

小田原法務支局電気設備
工事

神奈川県中郡二宮町 287日間 電気設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2011/2/16 末廣屋電機（株）
北海道札幌市厚別区大谷
地東２－４－３０

一般競争入札 有 81,846,135 81,375,000 99.42%

山崎歩道橋他上部工事 神奈川県足柄下郡箱根町 338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

2011/2/16 トライアン（株）
長野県長野市松岡２－６
－１８

一般競争入札 有 47,460,000 44,100,000 92.92%

Ｈ２２八汐寮構内整備工事 栃木県日光市 43日間 建築工事
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

2011/2/16 （株）八興建設
栃木県日光市千本木３７９
－２

一般競争入札 有 4,126,500 4,116,000 99.75%

荏原税務署建築改修その
他工事

東京都品川区 369日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/2/16 （株）清水組
東京都日野市日野本町４
－６－６

一般競争入札 有 72,376,500 67,725,000 93.57%

立川防災地方合同庁舎電
気設備改修その他工事

東京都立川市 315日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/2/16 （株）大三洋行
東京都港区港南２－５－１
１

一般競争入札 有 128,625,000 116,550,000 90.61%
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立川法務総合庁舎建築改
修その他工事

東京都国立市 240日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/2/16 （株）メイユウビルド
東京都豊島区池袋２－５９
－２クレール池袋７０２

一般競争入札 有 23,572,500 21,472,500 91.09%

堀之内地区改良その１６
工事

千葉県市川市 287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 2011/2/16 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 292,551,000 254,100,000 86.86%

堀之内地区改良その１７
工事

千葉県市川市 315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 2011/2/16 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 299,827,500 267,750,000 89.30%

圏央道成田名木地区改良
その２工事

千葉県成田市 310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
アーバンスクエア土浦ビル
4階

2011/2/16 村樫建設工業（株）
千葉県印旛郡栄町酒直台
２－１－１０

一般競争入札 有 265,482,000 226,695,000 85.39%

圏央道下総ＩＣ改良その１
工事

千葉県成田市 330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
アーバンスクエア土浦ビル
4階

2011/2/16 遠藤建設（株） 千葉県旭市後草７５ 一般競争入札 有 196,675,500 169,260,000 86.06%

Ｈ２２大沢地区代替地整備
工事

群馬県吾妻郡長野原町 409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

2011/2/16 小林建設工業（株） 群馬県太田市石橋町３１ 一般競争入札 有 193,084,500 170,100,000 88.10%

Ｈ２２林地区流路工工事 群馬県吾妻郡長野原町 315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

2011/2/16 関東建設工業（株） 群馬県太田市別所町３３２ 一般競争入札 有 85,659,000 78,750,000 91.93%

圏央道五霞ＩＣ橋下部その
３工事

茨城県猿島郡五霞町 300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

2011/2/16 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 175,518,000 151,200,000 86.15%

Ｈ２２南郷床固群施設改良
工事

群馬県沼田市 163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 2011/2/16 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 52,594,500 43,050,000 81.85%

小田原法務支局建築工事 神奈川県中郡二宮町 286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横浜地方合同庁舎

2011/2/17 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１６２
５－２

一般競争入札 有 443,520,000 394,800,000 89.02%

坂室地区他植栽工事
長野県茅野市 ～ 長野県
塩尻市

195日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
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2011/2/17 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８８３
－３

一般競争入札 有 19,530,000 16,432,500 84.14%

Ｈ２２西押揚地区築堤工事 茨城県神栖市 306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4149 2011/2/17 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 208,782,000 182,490,000 87.41%

Ｈ２２伊勢原歩道整備工事 神奈川県伊勢原市 273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

2011/2/18 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 59,514,000 51,450,000 86.45%

さがみ縦貫田端第三高架
橋工事

神奈川県高座郡寒川町 497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

2011/2/18 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 2,104,011,000 1,808,100,000 85.94%

湾岸道路磯子高架橋（そ
の２）工事

神奈川県横浜市磯子区 1036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

2011/2/18 （株）ＩＨＩインフラシステム
大阪府堺市堺区大浜西町
３

一般競争入札 有 3,669,624,000 3,146,745,000 85.75%

栄橋他補修工事 千葉県千葉市中央区 310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

2011/2/18 日本国土開発（株） 東京都港区赤坂４－９－９ 一般競争入札 有 179,886,000 160,125,000 89.01%

圏央道不入橋上部その２
工事

千葉県市原市 332日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/2/18 三井造船鉄構工事（株）
東京都江戸川区西葛西８
－４－６

一般競争入札 有 239,799,000 202,125,000 84.29%

圏央道真里谷地区改良そ
の１５工事

千葉県木更津市 407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

2011/2/18 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０－
１８

一般競争入札 有 120,130,500 113,715,000 94.66%

圏央道慶作前地区高架橋
下部その１工事

埼玉県幸手市 337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

2011/2/18 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和区
岸町５－７－１１

一般競争入札 有 238,077,000 204,750,000 86.00%

圏央道幸主高架橋下部そ
の３工事

茨城県猿島郡五霞町 251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

2011/2/18 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 223,513,500 189,000,000 84.56%

Ｈ２２東宝山地区築堤工事 茨城県神栖市 305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4149 2011/2/18 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 215,733,000 182,700,000 84.69%

Ｈ２２矢田部地区築堤工事 茨城県神栖市 305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4149 2011/2/18 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０８－
８

一般競争入札 有 81,091,500 68,250,000 84.16%

４号利根川橋床版撤去工
事

埼玉県久喜市 ～ 茨城県
古河市

221日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/2/21 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 90,394,500 84,000,000 92.93%

山崎改良他工事 神奈川県足柄下郡箱根町 333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

2011/2/21 亀井工業（株）
神奈川県茅ヶ崎市南湖１
－４－２５

一般競争入札 有 106,732,500 91,875,000 86.08%
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Ｈ２２吉妻地区低水護岸工
事

埼玉県春日部市 357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 2011/2/21 （株）不動テトラ
大阪府大阪市中央区淡路
町２－２－１４

一般競争入札 有 499,810,500 425,250,000 85.08%

国道６号土浦ＢＰ小野線跨
道橋上部工事

茨城県土浦市 295日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/2/21 東日本コンクリート（株）
宮城県仙台市青葉区一番
町２－２－１３

一般競争入札 有 31,479,000 27,195,000 86.39%

圏央道市原南地区改良そ
の３工事

千葉県市原市 404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

2011/2/21 （株）エム・テック
埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－７－２

一般競争入札 有 258,877,500 224,490,000 86.72%

さがみ縦貫三栗山地区改
良（その５）工事

神奈川県相模原市 180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

2011/2/21 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 287,784,000 245,700,000 85.38%

さがみ縦貫三栗山地区改
良（その６）工事

神奈川県相模原市 211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

2011/2/21 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 263,907,000 227,850,000 86.34%

国道４号北千住電線共同
溝歩道復旧工事

東京都特別区 382日間
アスファルト舗装
工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/2/21 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１３－
３１

一般競争入札 有 167,506,500 149,100,000 89.01%

国道６号東向島電線共同
溝歩道復旧工事

東京都特別区 373日間
アスファルト舗装
工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/2/21 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１３－
３１

一般競争入札 有 130,473,000 116,025,000 88.93%

Ｈ２２波崎浚渫工事
茨城県神栖市 ～ 千葉県
銚子市

270日間
河川しゅんせつ
工事

利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2011/2/21 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和区
岸町５－７－１１

一般競争入札 有 182,815,500 152,040,000 83.17%

Ｈ２２河口部導流堤撤去浚
渫工事

茨城県神栖市 ～ 千葉県
銚子市

309日間
河川しゅんせつ
工事

利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2011/2/21 りんかい日産建設（株） 東京都港区芝２－３－８ 一般競争入札 有 211,974,000 178,290,000 84.11%

Ｈ２２シーサイドライン橋梁
補修（その２）工事

神奈川県横浜市 266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

2011/2/22 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 148,543,500 124,005,000 83.48%

向原バイパス改良工事 神奈川県足柄上郡山北町 402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

2011/2/22 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区名
駅１－１－４

一般競争入札 有 221,350,500 189,000,000 85.38%

本町（上）築堤工事 茨城県常総市 357日間 一般土木工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2011/2/22 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 一般競争入札 有 190,827,000 164,325,000 86.11%

Ｈ２２栄町西五丁目堤防整
備工事

千葉県松戸市 356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 2011/2/22 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西湊
町通三ノ町３３００－３

一般競争入札 有 398,622,000 343,140,000 86.08%

Ｈ２２荒川太郎右衛門地区
自然再生工事

埼玉県桶川市 367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 2011/2/22 （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 49,822,500 43,470,000 87.25%

山清路防災１号橋下部工
事

長野県東筑摩郡生坂村 402日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2011/2/22 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村５
５２３

一般競争入札 有 99,897,000 95,235,000 95.33%

４号利根川橋上部工撤去
工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城県
古河市

402日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/2/23 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 289,128,000 252,000,000 87.16%

さがみ縦貫相模原ＩＣ１２９
号接続ランプ橋上部工事

神奈川県相模原市 463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

2011/2/23 （株）大本組
岡山県岡山市内山下１－
１－１３

一般競争入札 有 416,482,500 359,100,000 86.22%

Ｈ２２鶴見大橋下流河道掘
削工事

神奈川県横浜市鶴見区 304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

2011/2/23 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－２
－８

一般競争入札 有 254,908,500 214,725,000 84.24%

３５７号八潮地区護岸工事 東京都品川区 371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

2011/2/23 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 211,270,500 193,200,000 91.45%

清水バイパス取水施設そ
の他工事

栃木県日光市 402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 2011/2/23 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 178,353,000 160,650,000 90.07%

Ｈ２２下町歩地区堤防強化
工事

茨城県稲敷郡河内町 401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4149 2011/2/23 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 233,793,000 200,550,000 85.78%

Ｈ２２滑川第二十二床固工
工事

群馬県高崎市 317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 2011/2/23 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２－
４

一般競争入札 有 86,037,000 85,050,000 98.85%

横浜植防つくば圃場（仮
称）建築工事

茨城県つくば市 400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

2011/2/24 西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－２０
－１０

一般競争入札 有 791,910,000 715,050,000 90.29%

横須賀地方合同庁舎（仮
称）機械設備工事

神奈川県横須賀市 764日間
暖冷房衛生設備
工事

横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2011/2/24 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）
神奈川県川崎市幸区堀川
町５８０

一般競争入札 有 528,675,000 486,150,000 91.96%
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湾岸道路磯子高架橋（そ
の３）工事

神奈川県横浜市磯子区 888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

2011/2/24 （株）宮地鐵工所
東京都中央区日本橋富沢
町９－１９

一般競争入札 有 1,870,239,000 1,597,365,000 85.41%

５０号阿左美外電線共同
溝工事

群馬県みどり市 ～ 群馬県
桐生市

279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 2011/2/24 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 213,486,000 185,850,000 87.05%

蒲田立体擁壁（その５）工
事

東京都大田区 400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

2011/2/24 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 403,956,000 344,400,000 85.26%

Ｈ２２上尾道路小敷谷地区
貯留槽工事

埼玉県上尾市 341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

2011/2/24 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 143,608,500 123,900,000 86.28%

江戸川北税務署外１件建
築改修その他工事

東京都江戸川区 307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 2011/2/24 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 135,345,000 129,465,000 95.66%

横須賀地方合同庁舎（仮
称）建築工事

神奈川県横須賀市 763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横浜地方合同庁舎

2011/2/25 清水建設（株） 東京都港区芝浦１－２－３ 一般競争入札 有 1,760,850,000 1,528,800,000 86.82%

小田原法務支局エレベー
ター設備工事

神奈川県中郡二宮町 278日間 機械設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2011/2/25 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２
－７－３

一般競争入札 有 12,505,500 10,500,000 83.96%

湾岸道路磯子高架橋（そ
の１）工事

神奈川県横浜市磯子区 979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

2011/2/25 川田工業（株） 富山県南砺市苗島４６１０ 一般競争入札 有 1,654,096,500 1,477,245,000 89.31%

Ｈ２２鶴見川下流部河道掘
削工事

神奈川県横浜市鶴見区 266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

2011/2/25 りんかい日産建設（株） 東京都港区芝２－３－８ 一般競争入札 有 290,944,500 244,650,000 84.09%

Ｈ２２羽田地先護岸補修工
事

東京都大田区 217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

2011/2/25 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２－
１１－３

一般競争入札 有 50,883,000 46,200,000 90.80%

１７号半田外電線共同溝
工事

群馬県渋川市 ～ 群馬県
高崎市

369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 2011/2/25 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 130,840,500 109,725,000 83.86%

圏央道椎塚橋上部工事 茨城県稲敷市 340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
アーバンスクエア土浦ビル
4階

2011/2/25 宮地建設工業（株）
東京都中央区日本橋富沢
町９－１９

一般競争入札 有 287,143,500 248,060,400 86.39%

圏央道沼田橋下部その２
工事

茨城県稲敷市 330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
アーバンスクエア土浦ビル
4階

2011/2/25 大昭建設（株） 茨城県龍ケ崎市１６８６ 一般競争入札 有 273,535,500 249,900,000 91.36%

圏央道稲敷村田地区改良
工事

茨城県稲敷市 300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
アーバンスクエア土浦ビル
4階

2011/2/25 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 288,666,000 244,545,000 84.72%

圏央道坂東つくば地区改
良その他工事

茨城県坂東市 ～ 茨城県
常総市

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
アーバンスクエア土浦ビル
4階

2011/2/25 （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 298,126,500 265,650,000 89.11%

Ｈ２２神崎成田地区改良そ
の他工事

千葉県香取郡神崎町 ～
千葉県成田市

349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
アーバンスクエア土浦ビル
4階

2011/2/25 阿部建設（株） 千葉県旭市ニ５２８ 一般競争入札 有 221,224,500 191,625,000 86.62%

北千葉道路松崎高架橋上
部その２工事

千葉県成田市 745日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/2/25 （株）横河住金ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 2,174,256,000 1,905,750,000 87.65%

３５７号東八潮地区護岸工
事

東京都品川区 400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

2011/2/25 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 211,984,500 209,370,000 98.77%

圏央道八王子南ＩＣ排水設
備設置工事

東京都八王子市 217日間 機械設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/2/25 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２－
２８

一般競争入札 有 57,162,000 55,125,000 96.44%

Ｈ２２上尾道路小敷谷改良
その２工事

埼玉県上尾市 298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

2011/2/25 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 268,621,500 229,950,000 85.60%

Ｈ２２船津川町地先堤防法
面補修工事

栃木県佐野市 360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

2011/2/25 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 68,586,000 57,855,000 84.35%

江東西税務署建築改修そ
の他工事

東京都江東区 306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 2011/2/25 立花建設（株）
東京都練馬区向山４－３５
－１８

一般競争入札 有 100,716,000 96,285,000 95.60%

Ｈ２２船越地区他法面防災
工事

神奈川県横須賀市 245日間 法面処理工事 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

2011/2/28 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 98,059,500 84,000,000 85.66%

Ｈ２２追浜地区他法面防災
工事

神奈川県横須賀市 270日間 法面処理工事 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

2011/2/28 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 69,961,500 64,575,000 92.30%
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Ｈ２２津田山陸橋補修工事 神奈川県川崎市 245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

2011/2/28 ショーボンド建設（株）
東京都中央区日本橋箱崎
町７－８

一般競争入札 有 97,177,500 93,450,000 96.16%

さがみ縦貫相模原ＩＣＦＨラ
ンプ橋上部工事

神奈川県相模原市 458日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

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

2011/2/28 ピーシー橋梁（株）
東京都港区新橋６－１７－
１９　新御成門ビル

一般競争入札 有 220,111,500 194,250,000 88.25%

Ｈ２２西高野地区堤防整備
工事

千葉県野田市 357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 2011/2/28 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 107,457,000 94,500,000 87.94%

半田地区拡幅改良舗装そ
の２工事

群馬県渋川市 306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 2011/2/28 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 285,967,500 240,030,000 83.94%

圏央道大和田第１橋上部
工事

千葉県市原市 455日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/2/28 ＪＦＥエンジニアリング（株）
神奈川県横浜市鶴見区末
広町２－１

一般競争入札 有 700,980,000 605,850,000 86.43%

高崎公共職安建築工事 群馬県高崎市 366日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2011/2/28 鉄建建設（株）
東京都千代田区三崎町２
－５－３

一般競争入札 有 394,170,000 344,400,000 87.37%

Ｈ２２県道林・岩下線（武田
井地区）鋼製桟道床版他
工事

群馬県吾妻郡東吾妻町 275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

2011/2/28 吉澤建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町大
字大津１２７

一般競争入札 有 207,490,500 204,750,000 98.68%

Ｈ２２田川地区堤防強化工
事

茨城県稲敷郡河内町 396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4149 2011/2/28 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 208,225,500 180,075,000 86.48%

Ｈ２２流作地区堤防強化工
事

茨城県稲敷郡河内町 396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4149 2011/2/28 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 209,590,500 183,330,000 87.47%


