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Ｈ２３小山管内損傷復旧工
事

栃木県小山市 242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

2011/8/1 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 3,475,623 3,255,000 93.65%

Ｈ２３羽場地区歩道改修他
工事

群馬県利根郡みなかみ町 212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 2011/8/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 64,186,500 57,750,000 89.97%

Ｈ２３土浦国道管内緑地管
理工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
石岡市

228日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/8/1 つくば都市緑化（株）
茨城県つくば市下別府４８
９－８１

一般競争入札 有 11,329,500 10,867,500 95.92%

Ｈ２３鹿嶋国道管内緑地管
理工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城県
潮来市

228日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/8/1 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０５－
２１

一般競争入札 有 12,673,500 11,445,000 90.31%

２０号八王子市横山町電
線共同溝路面復旧工事

東京都八王子市 235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

2011/8/1 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 275,845,500 249,900,000 90.59%

さがみ縦貫角田地区改良
（その２）工事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県相模原市

150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

2011/8/1 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 296,299,500 262,500,000 88.59%

圏央道八王子南ＩＣ舗装他
（その２）工事

東京都八王子市 243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

2011/8/1 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 275,961,000 258,300,000 93.60%

Ｈ２３八ッ場ダム右岸地区
管内整備（その２）工事

群馬県吾妻郡長野原町 243日間 維持修繕工事 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

2011/8/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 14,143,500 13,650,000 96.51%

Ｈ２３中和工場修繕工事 群馬県吾妻郡草津町 137日間 機械設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2011/8/1 三菱マテリアルテクノ（株）
東京都千代田区九段北１
－１４－１６

一般競争入札 有 15,781,500 14,542,500 92.15%

幸手市側道橋下部他その
１工事

埼玉県幸手市 240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

2011/8/1 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７０５
－２

一般競争入札 有 187,813,500 166,950,000 88.89%

圏央道天神島地区地盤改
良その２他工事

埼玉県幸手市 230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

2011/8/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 286,681,500 248,850,000 86.80%

Ｈ２３藤原ダム放流設備制
御装置設置工事

群馬県利根郡みなかみ町 396日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2011/8/1 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 171,843,000 159,600,000 92.88%

Ｈ２３国分寺管内損傷復旧
工事

栃木県宇都宮市 241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

2011/8/2 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 3,454,509 3,255,000 94.22%

Ｈ２３矢板管内損傷復旧工
事

栃木県宇都宮市 241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

2011/8/2 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 3,459,500 3,255,000 94.09%

Ｈ２３宇都宮国道管内清掃
作業

栃木県宇都宮市 241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

2011/8/2 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 55,731,375 52,500,000 94.20%

さがみ縦貫寒川北Ｅランプ
改良工事

神奈川県高座郡寒川町 425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

2011/8/2 （株）松尾工務店
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央４－３８－３５

一般競争入札 有 241,195,500 213,748,500 88.62%

さがみ縦貫相模原ＩＣ当麻
地区改良（その２）工事

神奈川県相模原市 237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

2011/8/2 （株）松尾工務店
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央４－３８－３５

一般競争入札 有 269,839,500 241,395,000 89.46%

国道５０号他道路復旧（水
戸２）工事

茨城県水戸市 211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
1962-2

2011/8/2 （株）片岡組
茨城県常陸大宮市上小瀬
２０８４

一般競争入札 有 55,198,500 50,925,000 92.26%

Ｈ２３薗原ダムガントリーク
レーンワイヤーロープ更新
工事

群馬県沼田市 234日間 機械設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2011/8/2 （株）イスミック
東京都江東区東陽５－３０
－１３

一般競争入札 有 14,941,500 13,965,000 93.46%

八千代橋耐震補強・補修
工事

千葉県八千代市 230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

2011/8/3 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３－
７－１

一般競争入札 有 158,455,500 136,395,000 86.08%

圏央道八王子南ＩＣ標識設
置工事

東京都八王子市 241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

2011/8/3 （株）キクテック
愛知県名古屋市南区加福
本通１－２６

一般競争入札 有 36,330,000 32,340,000 89.02%

Ｈ２３波崎地区護岸災害復
旧工事

茨城県神栖市 236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 2011/8/3 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 382,515,000 333,060,000 87.07%

Ｈ２３構内緑地管理工事
千葉県松戸市 ～ 千葉県
船橋市

159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

2011/8/4 （株）イズミ
千葉県流山市加４－９－１
－５１１号

一般競争入札 有 9,681,000 8,158,500 84.27%

上武道路亀泉高架橋外照
明灯設置工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
桐生市

209日間 電気設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/8/4 上毛電業（株）
群馬県前橋市元総社町９
２９－９

一般競争入札 有 80,955,000 74,235,000 91.70%
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国道６号道路復旧（日立
１）工事

茨城県日立市 181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
1962-2

2011/8/4 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 51,502,500 47,775,000 92.76%

法務省浦安総合センター
外１件（１１）建築改修その
他工事

千葉県船橋市 ～ 千葉県
浦安市

209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 2011/8/4 （株）大松建設
千葉県成田市取香１７８－
１

一般競争入札 有 62,538,000 55,650,000 88.99%

Ｈ２３八ッ場ダム左岸地区
管内整備（その２）工事

群馬県吾妻郡長野原町 240日間 維持修繕工事 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

2011/8/4 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 15,760,500 14,700,000 93.27%

Ｈ２３統一河川情報設備工
事

埼玉県さいたま市中央区 208日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2011/8/5 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 40,740,000 38,850,000 95.36%

Ｈ２３路車間情報処理設備
工事

埼玉県さいたま市中央区 231日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2011/8/5 沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－
１６

一般競争入札 有 71,946,000 64,050,000 89.03%

１２７号小山野地区交通対
策他工事

千葉県君津市 238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

2011/8/5 真柄建設（株）
石川県金沢市彦三町１－
１３－４３

一般競争入札 有 157,563,000 135,660,000 86.10%

さがみ縦貫葉山島地区改
良（その４）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

2011/8/5 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花之
木町２－２６

一般競争入札 有 227,608,500 199,500,000 87.65%

Ｈ２３大宮・春日部管内交
通安全対策工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県川越市

218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

2011/8/5 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 173,575,500 147,525,000 84.99%

Ｈ２３熊谷管内交通安全対
策工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
深谷市

218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

2011/8/5 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 237,037,500 204,750,000 86.38%

Ｈ２３小武川上流崩壊地対
策工事

山梨県韮崎市 142日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2011/8/5 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 142,611,000 128,100,000 89.82%

Ｈ２３芦崎地区護岸災害復
旧工事

千葉県銚子市 234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 2011/8/5 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正門
通３－６－２

一般競争入札 有 310,821,000 270,900,000 87.16%

Ｈ２３笹本町地区護岸災害
復旧工事

千葉県銚子市 234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 2011/8/5 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 323,316,000 287,175,000 88.82%

水戸地方気象台外２件（１
１）建築改修その他工事

茨城県水戸市 235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

2011/8/8 双葉建装（株）
茨城県石岡市旭台１－１６
－３

一般競争入札 有 61,278,000 49,245,000 80.36%

那珂湊運輸総合庁舎（１
１）建築改修その他工事

茨城県ひたちなか市 142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

2011/8/8 （株）矢口
茨城県ひたちなか市表町
９－１

一般競争入札 有 29,001,000 20,832,000 71.83%

日本バイオアッセイ研究セ
ンター（１１）機械設備改修
その他工事

神奈川県秦野市 235日間
暖冷房衛生設備
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

2011/8/8 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 215,145,000 201,600,000 93.70%

Ｈ２３隅田水門ゲート設備
改修工事

東京都墨田区 235日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/8/8 （株）イスミック
東京都江東区東陽５－３０
－１３

一般競争入札 有 57,991,500 54,075,000 93.25%

こてはし台他電線共同溝
工事

千葉県千葉市若葉区 ～
千葉県千葉市中央区

210日間
アスファルト舗装
工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/8/8 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町栗
山３１９５－１

一般競争入札 有 51,744,000 49,875,000 96.39%

湊橋補修工事 千葉県富津市 205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

2011/8/8 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 48,289,500 46,200,000 95.67%

Ｈ２３八ッ場ダム管内付替
国道改良他工事

群馬県吾妻郡長野原町 235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

2011/8/8 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 154,980,000 147,000,000 94.85%

Ｈ２３朴の木上流砂防堰堤
工事

山梨県北杜市 230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

2011/8/8 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－１０
－２７

一般競争入札 有 294,693,000 263,550,000 89.43%

Ｈ２３大武川上流法面対策
工事

山梨県北杜市 142日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2011/8/8 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 64,113,000 62,790,000 97.94%

Ｈ２３宇国管内光ケーブル
敷設工事

栃木県那須塩原市 ～ 栃
木県河内郡上三川町

204日間 通信設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/8/9 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 65,005,500 56,490,000 86.90%

国道５０号下館ＢＰ神分改
良（４）工事

茨城県筑西市 235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

2011/8/9 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 196,591,500 175,770,000 89.41%

Ｈ２３黒河内工事用道路工
事

山梨県南巨摩郡早川町 212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

2011/8/9 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町遅
沢２３４８

一般競争入札 有 98,563,500 93,450,000 94.81%
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千葉労災特別介護施設外
１件（１１）建築改修その他
工事

千葉県四街道市 ～ 千葉
県市原市

202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 2011/8/11 呉光塗装（株）
千葉県松戸市中根長津町
２５

一般競争入札 有 147,735,000 135,208,500 91.52%

Ｈ２３鬼怒統管内電気設備
工事

栃木県日光市 183日間 電気設備工事
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

2011/8/18 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 89,859,000 77,700,000 86.47%

Ｈ２３西の洲甘田入地区整
備外工事

茨城県稲敷市 220日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2011/8/19 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 57,204,000 49,875,000 87.19%

４号那須塩原地区他災害
復旧工事

栃木県那須塩原市 ～ 栃
木県那須郡那須町

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

2011/8/23 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 104,779,500 94,395,000 90.09%

国道６号道路復旧（水戸
１）工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県水戸市

190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
1962-2

2011/8/23 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 91,801,500 82,950,000 90.36%

Ｈ２３赤坂見附陸橋他補修
工事

東京都千代田区 ～ 東京
都目黒区

216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

2011/8/23 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 146,853,000 135,450,000 92.24%

２４６号交通安全施設改良
他工事

東京都特別区 190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

2011/8/23 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 139,408,500 137,550,000 98.67%

深沢砂防堰堤改築工事 栃木県日光市 216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 2011/8/23 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 99,193,500 91,140,000 91.88%

稲荷川工事用道路拡幅工
事

栃木県日光市 216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 2011/8/23 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 65,100,000 60,144,000 92.39%

稲荷川源頭部監視設備設
置工事

栃木県日光市 190日間 通信設備工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2011/8/23 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 34,608,000 30,450,000 87.99%

国総研（立原）研究本館他
（１１）建築改修その他工
事

茨城県つくば市 160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

2011/8/24 （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 117,180,000 102,060,000 87.10%

綾瀬排水機場上屋耐震改
修（Ｈ２３）工事

東京都葛飾区 219日間 建築工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/8/24 （株）さとうベネック
大分県大分市松原町３－
４－１６

一般競争入札 有 118,492,500 102,375,000 86.40%

Ｈ２３水戸国道管内緑地管
理工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

205日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/8/24 （株）鴨志田造園建設
茨城県水戸市青柳町３８１
４－２

一般競争入札 有 14,280,000 11,518,500 80.66%

国道５１号他道路復旧（水
戸３）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
東茨城郡大洗町

188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
1962-2

2011/8/25 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 131,764,500 126,000,000 95.63%

国道６号道路復旧（日立
２）工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
北茨城市

188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
1962-2

2011/8/25 （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 101,871,000 98,490,000 96.68%

国道５０号道路復旧（岩瀬
２）工事

茨城県笠間市 188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
1962-2

2011/8/25 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 148,449,000 127,785,000 86.08%

さがみ縦貫宮山高架橋下
部他工事

神奈川県高座郡寒川町 309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

2011/8/26 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 291,721,500 258,300,000 88.54%

Ｈ２３岩瀬国道管内緑地管
理工事

茨城県桜川市 ～ 茨城県
筑西市

203日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/8/26 （株）下館造園
茨城県筑西市玉戸１０１３
－３９

一般競争入札 有 11,403,000 9,240,000 81.03%

Ｈ２３桜井町護岸災害復旧
工事

千葉県銚子市 203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 2011/8/26 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 215,176,500 189,000,000 87.83%

Ｈ２３西代護岸災害復旧工
事

千葉県香取市 ～ 茨城県
稲敷市

203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 2011/8/26 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 123,532,500 107,100,000 86.70%

Ｈ２３新杉田共同溝管理設
備設置工事

神奈川県横浜市磯子区 207日間 電気設備工事 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

2011/8/29 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 255,916,500 234,150,000 91.49%

Ｈ２２野川渡河橋梁上部他
工事

東京都世田谷区 188日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2011/8/29 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－５
－２４

一般競争入札 有 241,815,000 221,655,000 91.66%

Ｈ２３平山床固改築工事 東京都日野市 212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

2011/8/29 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正門
通３－６－２

一般競争入札 有 297,423,000 259,350,000 87.20%

Ｈ２３南平３丁目低水護岸
工事

東京都日野市 183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

2011/8/29 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 191,971,500 165,270,000 86.09%
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Ｈ２３豊田２丁目低水護岸
工事

東京都日野市 205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

2011/8/29 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 289,296,000 255,045,000 88.16%

増穂防災ステーション整備
工事

山梨県南巨摩郡富士川町
～ 山梨県笛吹市

214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

2011/8/29 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡増穂町小
室２３１２

一般競争入札 有 141,729,000 132,300,000 93.35%

戸田橋下流堤防強化対策
（Ｈ２３）工事

埼玉県戸田市 212日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/8/29 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 641,739,000 572,250,000 89.17%

平井河岸整備（Ｈ２３）工事 東京都江戸川区 210日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/8/29 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 250,603,500 216,300,000 86.31%

Ｈ２３松井田地区防災工事 群馬県安中市 213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 2011/8/29 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 79,590,000 69,825,000 87.73%

圏央道国道２９７号橋・久
保第２橋上部工事

千葉県市原市 207日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/8/29 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－５
－２４

一般競争入札 有 90,321,000 80,850,000 89.51%

Ｈ２３国道１６号指扇電線
共同溝その他工事

埼玉県さいたま市西区 ～
埼玉県さいたま市中央区

214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

2011/8/29 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 182,406,000 158,130,000 86.69%

Ｈ２３管内橋面他舗装修繕
工事

東京都特別区 193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

2011/8/29 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 124,687,500 108,150,000 86.74%

Ｈ２３波崎地区護岸第２災
害復旧工事

茨城県神栖市 200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 2011/8/29 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７２６
－２

一般競争入札 有 200,014,500 172,725,000 86.36%

Ｈ２３吾妻川流域砂防整備
工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 ～
群馬県吾妻郡長野原町

168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 2011/8/29 （株）美才治林業
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯３９４－１

一般競争入札 有 41,716,500 39,375,000 94.39%

Ｈ２３さがみ縦貫寒川北ＩＣ
改良工事

神奈川県高座郡寒川町 305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

2011/8/30 （株）小島組
神奈川県厚木市栄町１－
２－２

一般競争入札 有 252,115,500 222,001,500 88.06%

さがみ縦貫相模原ＩＣ当麻
地区改良（その３）工事

神奈川県相模原市 209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

2011/8/30 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 162,088,500 141,015,000 87.00%

さがみ縦貫相模原ＩＣ当麻
地区改良（その４）工事

神奈川県相模原市 209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

2011/8/30 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３－
１８－５

一般競争入札 有 221,025,000 199,185,000 90.12%

Ｈ２３新杉田共同溝電気設
備設置工事

神奈川県横浜市磯子区 206日間 電気設備工事 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

2011/8/30 野里電気工業（株）
大阪府大阪市西淀川区柏
里２－４－１

一般競争入札 有 299,701,500 294,000,000 98.10%

Ｈ２３プローブ情報設備工
事

埼玉県さいたま市中央区 206日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2011/8/30 （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 186,879,000 171,990,000 92.03%

Ｈ２３圏央道桶川北本地区
側道他整備工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉県
北本市

213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

2011/8/30 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 144,501,000 127,050,000 87.92%

Ｈ２３片品川流域砂防整備
工事

群馬県沼田市 ～ 群馬県
利根郡片品村

174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 2011/8/30 小林建設工業（株） 群馬県太田市石橋町３１ 一般競争入札 有 61,467,000 54,390,000 88.49%

地理院本館他（１１）外１件
電気設備改修その他工事

茨城県つくば市 212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

2011/8/31 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 134,190,000 126,000,000 93.90%

河川情報設備改造工事 栃木県宇都宮市 120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

2011/8/31 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 11,560,500 11,550,000 99.91%

小松川高規格堤防周辺整
備（Ｈ２３）工事

東京都江戸川区 212日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/8/31 （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 86,520,000 71,715,000 82.89%

Ｈ２３新柳瀬橋補修工事
群馬県藤岡市 ～ 群馬県
高崎市

208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 2011/8/31 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 257,229,000 229,530,000 89.23%

Ｈ２３春日部・大宮管内橋
梁修繕工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉県
さいたま市

181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

2011/8/31 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 97,440,000 96,075,000 98.60%

Ｈ２３堀の沢第二砂防堰堤
工事

群馬県高崎市 194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 2011/8/31 神宮工業（株） 群馬県高崎市貝沢町６１４ 一般競争入札 有 129,013,500 112,350,000 87.08%


