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Ｈ２３立入防止柵設置その
他工事

東京都練馬区 ～ 東京都
三鷹市

120日間 維持修繕工事
東京外かく環状国道事務
所

東京都世田谷区用賀4-5-
16TE ビル7階

2011/6/2 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－９
－３

一般競争入札 有 28,654,500 25,410,000 88.68%

圏央道八王子南ＩＣ舗装他
（その１）工事

東京都八王子市 200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

2011/6/3 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 258,205,500 227,640,000 88.16%

Ｈ２３２０号緑地管理工事
東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市

268日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/6/6 （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 47,502,000 42,168,000 88.77%

湯西川ダム流木止設備設
置工事

栃木県日光市 186日間 機械設備工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川164 2011/6/6 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 119,080,500 105,447,090 88.55%

Ｈ２３横浜国道東地区緑地
管理工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

267日間 造園工事 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

2011/6/7 湘南植木（有）
神奈川県大和市南林間４
－２－３

一般競争入札 有 23,982,000 22,648,500 94.44%

Ｈ２３１６号緑地管理工事
東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市

267日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/6/7 奈良造園土木（株）
神奈川県横浜市港北区新
横浜１－１３－３

一般競争入札 有 53,980,500 47,250,000 87.53%

Ｈ２３横浜国道西地区緑地
管理工事

神奈川県厚木市 ～ 神奈
川県小田原市

266日間 造園工事 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

2011/6/8 日本シーダー（株）
神奈川県厚木市厚木町６
－１－１２０２

一般競争入札 有 23,982,000 18,900,000 78.81%

平成２３年度利根高浜維
持工事

茨城県石岡市 ～ 茨城県
稲敷市

297日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-1-
3

2011/6/8 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 9,796,500 8,715,000 88.96%

Ｈ２３樹林地管理工事 茨城県ひたちなか市 261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

2011/6/13 （株）小林造園
茨城県水戸市小吹町２０５
４－２

一般競争入札 有 33,211,500 30,660,000 92.32%

県道林・長野原線白砂川
橋下部（Ａ１）他工事

群馬県吾妻郡長野原町 291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

2011/6/13 （株）植木組 新潟県柏崎市新橋２－８ 一般競争入札 有 200,403,000 176,400,000 88.02%

県道林・長野原線白砂川
橋下部（Ｐ１・Ａ２）他工事

群馬県吾妻郡長野原町 291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

2011/6/13 北野建設（株） 長野県長野市県町５２４ 一般競争入札 有 244,083,000 213,675,000 87.54%

Ｈ２３神奈川管内交通安全
対策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

276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

2011/6/14 北川ヒューテック（株）
石川県金沢市神田１－１３
－１

一般競争入札 有 159,379,500 132,300,000 83.01%

Ｈ２３金沢国道・小田原管
内交通安全対策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県横須賀市

276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

2011/6/14 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 210,966,000 204,750,000 97.05%

Ｈ２３保土ヶ谷・厚木管内
交通安全対策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県秦野市

276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

2011/6/14 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 132,867,000 111,300,000 83.77%

Ｈ２２二ヶ領宿河原堰制御
設備更新工事

神奈川県川崎市多摩区
～ 東京都狛江市

196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

2011/6/15
（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 62,086,500 60,900,000 98.09%

国道６号大みか交差点改
良工事

茨城県日立市 290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
1962-2

2011/6/15 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２－
１０－７

一般競争入札 有 107,866,500 99,225,000 91.99%

穂高ゲート新築工事 長野県安曇野市 272日間 木造建築工事
国営アルプスあづみの公
園事務所

長野県安曇野市穂高牧
149-12

2011/6/17 （株）相模組 長野県大町市大町３０５２ 一般競争入札 有 131,544,000 131,145,000 99.70%

Ｈ２３保土ヶ谷管内維持工
事

神奈川県横浜市 285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

2011/6/20 （株）ガイアートＴ・Ｋ
東京都新宿区新小川町８
－２７

一般競争入札 有 167,454,000 149,100,000 89.04%

管内予定地管理その他工
事

東京都特別区 ～ 神奈川
県川崎市

285日間 維持修繕工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2011/6/20 （株）岡田建設
神奈川県横浜市戸塚区平
戸３－５５－１３

一般競争入札 有 65,121,000 57,676,500 88.57%

Ｈ２３華厳上流工事用道路
工事

栃木県日光市 274日間 一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2011/6/20 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 107,793,000 96,075,000 89.13%

尾頭沢砂防堰堤工事 栃木県日光市 191日間 一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2011/6/20 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 102,291,000 90,300,000 88.28%

慈観下流床固工事 栃木県日光市 191日間 一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2011/6/20 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 94,762,500 83,475,000 88.09%

今市床固群前庭保護工事 栃木県日光市 277日間 一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2011/6/20 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 118,503,000 101,640,000 85.77%

Ｈ２３朴の木下流砂防堰堤
工事

山梨県北杜市 282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

2011/6/22 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－１１
－２２

一般競争入札 有 161,311,500 147,000,000 91.13%
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Ｈ２３早川出張所管内砂防
整備工事

山梨県南巨摩郡早川町
～ 山梨県南アルプス市

146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

2011/6/22 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 19,624,500 18,690,000 95.24%

Ｈ２３白州出張所管内砂防
整備工事

山梨県韮崎市 ～ 山梨県
北杜市

146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

2011/6/22 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 19,047,000 18,375,000 96.47%

Ｈ２３国分寺管内緑地管理
工事

栃木県宇都宮市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

251日間 造園工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/6/23 （株）落合東光園
栃木県河内郡上三川町川
中子９２１

一般競争入札 有 39,732,000 39,375,000 99.10%

Ｈ２３釜無川出張所管内砂
防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

145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

2011/6/23 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 19,603,500 19,215,000 98.02%

Ｈ２３青根進入路工事 神奈川県相模原市 275日間 一般土木工事
相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県相模原市緑区青
山字南山2145-50

2011/6/24 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪４
２１－２０

一般競争入札 有 70,077,000 61,803,000 88.19%

Ｈ２３上尾道路畔吉改良工
事

埼玉県上尾市 174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

2011/6/24 （株）佐伯工務店
埼玉県さいたま市北区日
進町１－３１９

一般競争入札 有 121,306,500 102,480,000 84.48%

平成２３年度幸魂大橋下り
線塗装工事

埼玉県戸田市 186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

2011/6/24 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 90,856,500 77,595,000 85.40%

Ｈ２３昭和防災通信路設備
設置工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

156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 2011/6/27 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１
－６－６

一般競争入札 有 31,426,500 18,900,000 60.14%

Ｈ２３構内衛生設備改修工
事

千葉県野田市 84日間
暖冷房衛生設備
工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2011/6/28 （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 4,725,000 3,360,000 71.11%

圏央道東高架橋上部その
５工事

茨城県稲敷郡河内町 399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

2011/6/28 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 623,133,000 566,895,000 90.97%

Ｈ２３安蘇沢法面対策外工
事

栃木県日光市 105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

2011/6/28 （株）山田組
栃木県日光市足尾町神子
内１８５４

一般競争入札 有 49,203,000 47,250,000 96.03%

Ｈ２３渡良瀬川砂防管内整
備工事

群馬県みどり市 ～ 群馬県
桐生市

168日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2011/6/28 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０－３
３

一般競争入札 有 27,321,000 26,775,000 98.00%

Ｈ２３品木ダム浚渫工事
群馬県吾妻郡中之条町
～ 群馬県吾妻郡草津町

217日間
河川しゅんせつ
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

2011/6/28 小柳建設（株）
新潟県三条市東三条１－
２１－５

一般競争入札 有 159,957,000 146,265,000 91.44%

Ｈ２３仁加又川上流砂防堰
堤改良工事

群馬県利根郡片品村 258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 2011/6/28 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 64,512,000 56,700,000 87.89%

Ｈ２３中部横断柳島他改良
（その１）工事

山梨県南巨摩郡南部町 266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

2011/6/29 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 157,153,500 136,500,000 86.86%

Ｈ２３中部横断柳島他改良
（その２）工事

山梨県南巨摩郡南部町 266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

2011/6/29 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 229,215,000 201,600,000 87.95%

国道６号向島電線共同溝
歩道復旧工事

東京都墨田区 245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

2011/6/29 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－３
－７

一般競争入札 有 152,376,000 144,900,000 95.09%

Ｈ２３中部横断改良保全工
事

山梨県南巨摩郡南部町 275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

2011/6/30 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４７６
－１

一般競争入札 有 95,224,500 87,150,000 91.52%

Ｈ２３荒川大間地区盛土工
事

埼玉県鴻巣市 267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 2011/6/30 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 122,230,500 106,050,000 86.76%

北千葉道路北須賀・船形
地区改良工事

千葉県成田市 275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

2011/6/30 三浦建設（株）
千葉県南房総市和田町海
発１５１８－３

一般競争入札 有 207,259,500 180,075,000 86.88%

Ｈ２３船橋管内（２）緑地管
理工事

千葉県船橋市 244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

2011/6/30 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 44,089,500 37,569,000 85.21%

Ｈ２３脱水処理設備法面対
策工事

群馬県吾妻郡中之条町 215日間 法面処理工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2011/6/30 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 79,800,000 74,025,000 92.76%


