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松田公共職安建築改修そ
の他工事

神奈川県足柄上郡松田町 181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

2011/9/1 同郷建設（株）
神奈川県厚木市恩名１－
６－５９　ＯＭビル　４階

一般競争入札 有 59,335,500 51,345,000 86.53%

Ｈ２３管内交通安全施設設
置その２工事

群馬県太田市 ～ 群馬県
桐生市

181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 2011/9/1 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 80,346,000 77,700,000 96.71%

１６号昭島市松原舗装（そ
の２）工事

東京都昭島市 ～ 東京都
福生市

162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

2011/9/1 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 255,370,500 215,670,000 84.45%

関東管区警察学校（１１）
建築改修その他工事

東京都小平市 168日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/9/2 （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 119,700,000 108,885,000 90.96%

Ｈ２３昭和こどもの森休憩
施設新築他工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

211日間 木造建築工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町3173 2011/9/2 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 133,770,000 118,650,000 88.70%

湯島地方合同庁舎外１件
（１１）建築改修その他工
事

東京都文京区 ～ 東京都
豊島区

210日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2011/9/2 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－６
－５

一般競争入札 有 70,119,000 69,300,000 98.83%

上細井地区改良舗装工事 群馬県前橋市 208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 2011/9/5 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 222,631,500 192,990,000 86.69%

沼田税務署建築改修その
他工事

群馬県沼田市 108日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2011/9/5
（株）オーケンコーポレー
ション

群馬県沼田市横塚町１０８
８－１

一般競争入札 有 27,268,500 21,924,000 80.40%

Ｈ２３十里地区堤防強化工
事

茨城県稲敷郡河内町 207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 2011/9/5 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 88,179,000 77,700,000 88.12%

Ｈ２２多摩川下流部堤防整
備工事

神奈川県川崎市川崎区 202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

2011/9/6 松本建設（株） 富山県砺波市千保２９７ 一般競争入札 有 102,658,500 101,850,000 99.21%

増穂防災ステーション盛土
工事

山梨県南巨摩郡富士川町
～ 山梨県笛吹市

206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

2011/9/6 （株）高野建設
山梨県甲州市勝沼町勝沼
２８９３

一般競争入札 有 175,707,000 151,200,000 86.05%

寺尾町築堤工事 群馬県高崎市 206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 2011/9/6 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 65,194,500 58,065,000 89.06%

Ｈ２３昭和園路広場等改修
工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

191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 2011/9/6 西武造園（株）
東京都豊島区南池袋２－
３０－１１

一般競争入札 有 136,027,500 120,435,000 88.54%

Ｈ２３・２４戸田橋落橋防止
装置設置工事

東京都板橋区 ～ 埼玉県
戸田市

572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

2011/9/6 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 225,718,500 197,820,000 87.64%

Ｈ２３平川護岸災害復旧工
事

茨城県稲敷郡河内町 197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 2011/9/6 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金江
津５１０７

一般競争入札 有 82,540,500 70,875,000 85.87%

Ｈ２３田代第６帯護岸工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 196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 2011/9/6 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 107,698,500 96,390,000 89.50%

Ｈ２３田代第７帯護岸工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 199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 2011/9/6 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 82,876,500 75,390,000 90.97%

上武道路尾島・境高架橋
上部その１工事

群馬県太田市 565日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/9/7 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３
－１

一般競争入札 有 1,257,711,000 1,099,350,000 87.41%

五代鳥取舗装工事 群馬県前橋市 206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 2011/9/7 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 102,144,000 88,515,000 86.66%

Ｈ２３土浦国道管内交通安
全施設整備工事

茨城県取手市 150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

2011/9/7 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１９
－９

一般競争入札 有 56,668,500 55,650,000 98.20%

Ｈ２３太田護岸災害復旧工
事

茨城県神栖市 191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 2011/9/7 （株）鈴木組
千葉県香取市佐原イ２５８
７－１

一般競争入札 有 122,493,000 108,150,000 88.29%

Ｈ２３神流川流域砂防整備
工事

群馬県藤岡市 ～ 群馬県
多野郡上野村

176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 2011/9/7 塚本建設（株） 群馬県藤岡市小林４０２ 一般競争入札 有 48,814,500 45,990,000 94.21%

圏央道東高架橋上部その
７工事

茨城県稲敷郡河内町 477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

2011/9/8 （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 768,190,500 672,000,000 87.48%

圏央道第２椎塚橋下部そ
の１工事

茨城県稲敷市 205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

2011/9/8 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 130,431,000 118,650,000 90.97%
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圏央道平蔵川橋上部工事 千葉県市原市 445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

2011/9/8 （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 914,938,500 823,725,000 90.03%

１６号橋本陸橋補修工事 神奈川県相模原市 174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

2011/9/8 極東興和（株）
広島県広島市東区光町２
－６－３１

一般競争入札 有 195,069,000 178,500,000 91.51%

総務省第二庁舎（１１）電
気設備改修その他工事

東京都新宿区 204日間 電気設備工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2011/9/8 （株）きんでん
大阪府大阪市北区本庄東
２－３－４１

一般競争入札 有 156,135,000 153,300,000 98.18%

総務省第二庁舎（１１）建
築改修その他工事

東京都新宿区 111日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2011/9/8 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 96,358,500 86,625,000 89.90%

Ｈ２３荒川上流光伝送設備
工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉県
さいたま市

144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 2011/9/9 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 54,117,000 48,300,000 89.25%

上泉地区舗装その２工事 群馬県前橋市 204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 2011/9/9 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 299,806,500 259,980,000 86.72%

小神明上細井舗装工事 群馬県前橋市 204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 2011/9/9 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 221,109,000 192,150,000 86.90%

圏央道市原南地区改良そ
の６工事

千葉県市原市 448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

2011/9/9 （株）間組
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 988,438,500 863,100,000 87.32%

Ｈ２３下水処理施設撤去工
事

栃木県日光市 91日間 維持修繕工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川164 2011/9/9 （株）藤田工務店 栃木県日光市湯西川６６６ 一般競争入札 有 12,936,000 9,975,000 77.11%

Ｈ２３烏川流域砂防整備工
事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
安中市

196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 2011/9/9 追川工業（株）
群馬県高崎市倉渕町三ノ
倉２０１６

一般競争入札 有 48,079,500 44,100,000 91.72%

富士吉田交通安全対策工
事

山梨県富士吉田市 ～ 山
梨県南都留郡富士河口湖
町

169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

2011/9/12 （株）甲陽
山梨県甲府市国母７－１１
－４

一般競争入札 有 43,890,000 42,525,000 96.89%

国道５０号下館ＢＰ栗島ＩＣ
橋下部他工事

茨城県筑西市 201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

2011/9/12 （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 72,345,000 66,045,000 91.29%

Ｈ２３利根上光ケーブル改
修工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
羽生市

107日間 通信設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2011/9/12 （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 54,925,500 50,032,500 91.09%

Ｈ２３遅沢川第五床固工工
事

群馬県吾妻郡長野原町 196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 2011/9/12 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 173,103,000 154,350,000 89.17%

田浦地区電線共同溝工事 神奈川県横須賀市 178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

2011/9/13 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 202,303,500 173,040,000 85.53%

泥亀電線共同溝他工事 神奈川県横浜市金沢区 178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

2011/9/13 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－３
３

一般競争入札 有 237,583,500 208,950,000 87.95%

Ｈ２３東日川護岸災害復旧
工事

茨城県神栖市 160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 2011/9/13 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金江
津５１０７

一般競争入札 有 88,672,500 75,915,000 85.61%

Ｈ２３利根樋管低水護岸災
害復旧工事

茨城県稲敷市 190日間 一般土木工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-1-
3

2011/9/13 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金江
津５１０７

一般競争入札 有 77,049,000 65,310,000 84.76%

Ｈ２２須賀高潮堤防工事 神奈川県平塚市 198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

2011/9/13 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 114,513,000 98,175,000 85.73%

Ｈ２３元横山床固改築工事 東京都八王子市 559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

2011/9/13 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 396,301,500 345,450,000 87.17%

Ｈ２３荒川高尾地区基盤整
備工事

埼玉県北本市 195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 2011/9/13 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 194,124,000 170,625,000 87.89%

Ｈ２３柏管内交通対策工事
千葉県柏市 ～ 千葉県野
田市

169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

2011/9/13 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北４
－２－３８

一般競争入札 有 58,233,000 49,770,000 85.47%

１６号拝島橋耐震補強補
修工事

東京都昭島市 189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

2011/9/13 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 143,230,500 126,000,000 87.97%

Ｈ２３安蘇沢三号砂防堰堤
補強工事

栃木県日光市 425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

2011/9/13 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 111,247,500 103,425,000 92.97%
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Ｈ２３神梅床固群工事 群馬県みどり市 144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

2011/9/13 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 66,454,500 57,330,000 86.27%

菊沢川排水機場除塵機修
繕工事

栃木県佐野市 195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

2011/9/13 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１６０
７－１

一般競争入札 有 45,696,000 39,900,000 87.32%

Ｈ２３羽田Ｃランプ橋他耐
震補強工事

東京都大田区 195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

2011/9/13 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 156,324,000 145,950,000 93.36%

国道２４６号大橋２丁目地
区共同溝耐震補強工事

東京都特別区 192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

2011/9/13 東急建設（株）
東京都渋谷区渋谷１－１６
－１４

一般競争入札 有 153,006,000 132,825,000 86.81%

中央通り照明歩道舗装復
旧ほか工事

東京都中央区 169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

2011/9/13 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 74,938,500 65,835,000 87.85%

仲内地区通上護岸工事 栃木県日光市 155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 2011/9/13 （株）藤田工務店 栃木県日光市湯西川６６６ 一般競争入札 有 189,651,000 163,275,000 86.09%

西川流路工整備工事 栃木県日光市 155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 2011/9/13 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 238,045,500 210,000,000 88.22%

大谷川下流護岸工事 栃木県日光市 195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 2011/9/13 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新町
１８０

一般競争入札 有 152,491,500 131,250,000 86.07%

圏央道利根川高架橋下部
その３工事

茨城県猿島郡五霞町 194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

2011/9/13 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 217,948,500 191,625,000 87.92%

Ｈ２３滑川第二十三床固工
工事

群馬県高崎市 189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 2011/9/13 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 85,102,500 75,600,000 88.83%

水戸地方気象台外１件（１
１）法面改修工事

茨城県水戸市 198日間 一般土木工事 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

2011/9/14 （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 60,396,000 60,060,000 99.44%

Ｈ２３妙典一丁目地区高潮
堤防工事

千葉県市川市 195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 2011/9/14 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１６２
５－２

一般競争入札 有 318,244,500 278,250,000 87.43%

甲府交通安全対策工事
山梨県甲府市 ～ 山梨県
北杜市

167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

2011/9/14 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 53,350,500 49,140,000 92.11%

平沢地区貯水池護岸工事 栃木県日光市 198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 2011/9/14 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 153,940,500 137,865,000 89.56%

国道２９８号松ノ木島交差
点・八条白鳥交差点改良
工事

埼玉県和光市 ～ 埼玉県
草加市

193日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2011/9/14 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 131,302,500 116,550,000 88.76%

Ｈ２３大森護岸災害復旧工
事

千葉県印西市 184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 2011/9/14 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０－
１８

一般競争入札 有 99,802,500 91,350,000 91.53%

国総研（旭）研究本館他
（１１）建築改修工事

茨城県つくば市 197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

2011/9/15 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 323,505,000 298,200,000 92.18%

大月交通安全対策工事
山梨県大月市 ～ 山梨県
上野原市

166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

2011/9/15 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 52,143,000 46,515,000 89.21%

Ｈ２３中部横断鴨狩津向ト
ンネル工事用道路設置工
事

山梨県西八代郡市川三郷
町

167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

2011/9/15 池田建設（株）
東京都港区新橋５－１３－
８

一般競争入札 有 235,105,500 234,150,000 99.59%

国道１３９号歩道環境整備
工事

山梨県都留市 167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

2011/9/15 奥山建設（株） 山梨県山梨市万力１１４７ 一般競争入札 有 121,516,500 113,400,000 93.32%

Ｈ２３越辺川下流左岸堤防
保護対策外工事

埼玉県比企郡川島町 167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 2011/9/15 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 99,235,500 88,515,000 89.20%

Ｈ２３水戸国道管内交通安
全施設整備工事

茨城県水戸市 160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

2011/9/15 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細田
１－１２

一般競争入札 有 56,311,500 41,790,000 74.21%

国道６号千代田石岡ＢＰ東
大橋地区改良工事

茨城県石岡市 198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

2011/9/15 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 92,337,000 81,900,000 88.70%

水郷大橋下部耐震補強そ
の３工事

千葉県香取市 289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

2011/9/15 （株）奥村組
大阪府大阪市阿倍野区松
崎町２－２－２

一般競争入札 有 112,497,000 97,125,000 86.34%
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東京法務局港出張所建築
改修その他工事

東京都港区 182日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2011/9/15 奥井建設（株）
東京都足立区梅田２－９
－４

一般競争入札 有 52,741,500 45,538,500 86.34%

Ｈ２３大沢地区生活再建基
盤整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 197日間 機械設備工事 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

2011/9/15 コーエイ（株）
群馬県前橋市上小出町１
－９－１２

一般競争入札 有 75,789,000 70,875,000 93.52%

Ｈ２３メリ沢左岸法面対策
工事

山梨県南巨摩郡早川町 193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

2011/9/15 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 159,579,000 142,590,000 89.35%

Ｈ２３メリ沢砂防堰堤工事 山梨県南巨摩郡早川町 193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

2011/9/15 （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 116,245,500 113,400,000 97.55%

Ｈ２３保川工事用道路工事 山梨県南巨摩郡早川町 193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

2011/9/15 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三郷
町上野２６３９－１

一般競争入札 有 72,324,000 70,350,000 97.27%

Ｈ２３松戸排水機場除塵設
備修繕工事

千葉県松戸市 192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 2011/9/16 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１６０
７－１

一般競争入札 有 43,018,500 42,000,000 97.63%

Ｈ２３中部横断大島地区工
事用道路設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 197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

2011/9/16 （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 118,230,000 115,500,000 97.69%

文部科学省三鷹深大寺宿
舎（旧航鷹寮）（１１）建築
改修その他工事

東京都調布市 166日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/9/16 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－６
－５

一般競争入札 有 85,932,000 81,375,000 94.70%

Ｈ２３荒川上流電気設備工
事

埼玉県川越市 ～ 埼玉県
比企郡ときがわ町

166日間 受変電設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2011/9/16 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－１８
－１０

一般競争入札 有 57,750,000 49,035,000 84.91%

Ｈ２３葛飾大橋防護柵改修
工事

東京都葛飾区 ～ 千葉県
松戸市

175日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/9/16 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 83,758,500 72,450,000 86.50%

国道６号土浦ＢＰ備前川橋
下部（２）工事

茨城県土浦市 197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

2011/9/16 北都建設工業（株） 茨城県土浦市虫掛３４９１ 一般競争入札 有 135,765,000 121,590,000 89.56%

川又町地先他災害復旧工
事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

197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

2011/9/16 鈴中工業（株）
愛知県名古屋市中村区中
島町３－３９

一般競争入札 有 133,875,000 123,900,000 92.55%

１２７号豊岡地区防災他工
事

千葉県南房総市 ～ 千葉
県富津市

196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

2011/9/16 奥村建設（株）
千葉県安房郡鋸南町下佐
久間９７９

一般競争入札 有 132,562,500 116,550,000 87.92%

水郷大橋上部耐震・補修
その２工事

千葉県香取市 288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

2011/9/16 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 259,675,500 246,750,000 95.02%

１６号八高線跨線橋耐震
補強補修工事

東京都西多摩郡瑞穂町 186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

2011/9/16 （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 127,984,500 111,825,000 87.37%

Ｈ２３日暮沢第一砂防堰堤
管理用道路工事

群馬県桐生市 464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

2011/9/16 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 224,479,500 197,400,000 87.94%

Ｈ２３二瀬ダム主放流設備
修繕工事

埼玉県秩父市 189日間 機械設備工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2011/9/16 （株）イスミック
東京都江東区東陽５－３０
－１３

一般競争入札 有 57,078,000 55,650,000 97.50%

Ｈ２３釜無川笹野崩壊地対
策工事

長野県諏訪郡富士見町 192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

2011/9/16 松本土建（株）
長野県松本市島立６３５－
１

一般競争入札 有 124,078,500 123,900,000 99.86%

圏央道須郷地区高架橋上
部工事

埼玉県久喜市 531日間 鋼橋上部工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2011/9/16 （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 766,552,500 672,000,000 87.67%

圏央道下万田地区第１高
架橋上部工事

埼玉県久喜市 550日間 鋼橋上部工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2011/9/16 （株）サクラダ
千葉県市川市二俣新町２
１

一般競争入札 有 824,481,000 725,340,000 87.98%

平成２３年度国道２９８号
植栽管理工事

埼玉県さいたま市南区 ～
埼玉県川口市

197日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2011/9/16 （株）石出造園土木
埼玉県三郷市鷹野５－２６
７－１

一般競争入札 有 40,897,500 35,700,000 87.29%

圏央道久喜地区側道改良
工事

埼玉県久喜市 191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

2011/9/16 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北４
－２－３８

一般競争入札 有 279,069,000 252,000,000 90.30%

圏央道織部前地区第２高
架橋下部その１他工事

埼玉県幸手市 360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

2011/9/16 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 289,369,500 258,300,000 89.26%

Ｈ２３薗原ダム天端修繕工
事

群馬県沼田市 97日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2011/9/16 （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 8,620,500 6,300,000 73.08%
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Ｈ２３松岸護岸災害復旧工
事

千葉県銚子市 182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 2011/9/16 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 102,952,500 88,725,000 86.18%

Ｈ２３管内改築改良（その
３）工事

神奈川県厚木市 ～ 神奈
川県高座郡寒川町

192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

2011/9/20 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 228,354,000 212,205,000 92.93%

さがみ縦貫上依知第１トン
ネル（その２）工事

神奈川県厚木市 284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

2011/9/20 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 253,323,000 237,825,000 93.88%

Ｈ２３磯子地区共同溝電気
設備設置工事

神奈川県横浜市磯子区
～ 神奈川県横浜市金沢
区

183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

2011/9/20 向陽電気工業（株）
東京都港区芝公園２－９
－５

一般競争入札 有 192,748,500 183,750,000 95.33%

福士歩道設置工事 山梨県南巨摩郡南部町 193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

2011/9/20 渡辺建設（株）
山梨県南巨摩郡南部町本
郷５０３３

一般競争入札 有 48,835,500 45,150,000 92.45%

Ｈ２３荒川橋下部（その２）
工事

山梨県甲府市 556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

2011/9/20 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 193,452,000 175,350,000 90.64%

新河岸三丁目堤防強化対
策（Ｈ２３）工事

東京都板橋区 190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 2011/9/20 伊藤組土建（株）
北海道札幌市中央区北４
条西４－１

一般競争入札 有 299,775,000 262,395,000 87.53%

Ｈ２３九十九川水門護岸工
事

埼玉県東松山市 188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 2011/9/20 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 190,564,500 167,370,000 87.83%

Ｈ２３荒川西区西遊馬築堤
工事

埼玉県さいたま市西区 188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 2011/9/20 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 237,121,500 227,220,000 95.82%

Ｈ２３荒川西区湯木町一丁
目築堤工事

埼玉県さいたま市西区 161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 2011/9/20 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 188,664,000 181,020,000 95.95%

Ｈ２３越辺川下流右岸堤防
保護対策外工事

埼玉県坂戸市 162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 2011/9/20 （株）新井組 埼玉県熊谷市久下８７２ 一般競争入札 有 73,815,000 64,638,000 87.57%

Ｈ２３松葉沢流路工工事 群馬県吾妻郡長野原町 192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

2011/9/20 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 137,550,000 126,000,000 91.60%

高崎管内光伝送路整備工
事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県安中市

161日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/9/21 田中電気（株）
東京都千代田区外神田１
－１５－１３

一般競争入札 有 114,240,000 103,845,000 90.90%

国道５０号川島橋他補修
工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
常陸太田市

186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

2011/9/21 極東興和（株）
広島県広島市東区光町２
－６－３１

一般競争入札 有 48,898,500 45,045,000 92.12%

足立車検場倉庫・傾斜角
度測定上屋（１１）新営そ
の他工事

東京都足立区 344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 2011/9/21 （株）徳祥
東京都中央区東日本橋２
－８－１０徳祥ビル

一般競争入札 有 205,695,000 200,550,000 97.50%

Ｈ２３吉屋地区築堤工事 埼玉県吉川市 188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 2011/9/22 （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 522,312,000 462,210,000 88.49%

Ｈ２３松戸受変電設備工事 千葉県松戸市 185日間 受変電設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2011/9/22 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２－
２８

一般競争入札 有 60,543,000 57,592,500 95.13%

新河岸二丁目堤防強化対
策（Ｈ２３）工事

東京都板橋区 188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 2011/9/22 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 681,261,000 623,385,000 91.50%

圏央道江戸崎橋上部その
２工事

茨城県稲敷市 463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

2011/9/22
三菱重工鉄構エンジニア
リング（株）

広島県広島市中区江波沖
町５－１

一般競争入札 有 1,173,627,000 1,039,815,000 88.60%

常陸管内簡易型交通量計
測設備更新工事

茨城県水戸市 190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

2011/9/22 田中電気（株）
東京都千代田区外神田１
－１５－１３

一般競争入札 有 47,197,500 40,950,000 86.76%

Ｈ２３稲戸井土砂改良工事
茨城県守谷市 ～ 茨城県
取手市

183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

2011/9/22 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 426,216,000 373,590,000 87.65%

Ｈ２３シーサイドライン橋梁
補修（その４）工事

神奈川県横浜市 162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

2011/9/26 （株）ゼンテック
東京都墨田区東駒形２－
１３－３

一般競争入札 有 184,642,500 161,700,000 87.57%

和田外１地区築堤工事 茨城県取手市 175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 2011/9/26 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 151,399,500 135,450,000 89.47%

大輪（上）築堤工事 茨城県常総市 183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 2011/9/26 （株）小薬建設 茨城県筑西市稲野辺４５ 一般競争入札 有 120,172,500 109,095,000 90.78%
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波木井防災工事 山梨県南巨摩郡身延町 176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

2011/9/26 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 211,774,500 193,200,000 91.23%

峡南交通安全対策工事
山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

155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

2011/9/26 （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 44,908,500 42,840,000 95.39%

大和交通安全対策工事
山梨県大月市 ～ 山梨県
甲州市

155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

2011/9/26 （株）甲陽
山梨県甲府市国母７－１１
－４

一般競争入札 有 37,159,500 35,700,000 96.07%

船津横断歩道橋設置工事
山梨県南都留郡富士河口
湖町

187日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2011/9/26 トライアン（株）
長野県長野市松岡２－６
－１８

一般競争入札 有 99,414,000 85,890,000 86.40%

尾島・境ランプ橋上部他工
事

群馬県太田市 ～ 群馬県
伊勢崎市

401日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/9/26 （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 218,263,500 193,410,000 88.61%

石原跨線橋上部工事 群馬県渋川市 179日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/9/26 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 一般競争入札 有 181,198,500 162,015,000 89.41%

Ｈ２３光マイクロ統合ネット
ワーク設備整備工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
東茨城郡城里町

186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

2011/9/26 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 32,508,000 29,400,000 90.44%

さがみ縦貫三栗山地区改
良（その７）工事

神奈川県相模原市 179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

2011/9/26 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 270,574,500 240,313,500 88.82%

さがみ縦貫三栗山地区改
良（その８）工事

神奈川県相模原市 179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

2011/9/26 （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 298,462,500 258,300,000 86.54%

１６号福生市熊川地区遮
音壁設置その他工事

東京都昭島市 ～ 東京都
福生市

156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

2011/9/26 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 120,561,000 105,210,000 87.27%

Ｈ２３・２４一の橋耐震補強
工事

埼玉県深谷市 ～ 埼玉県
本庄市

248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

2011/9/26 （株）イスミック
東京都江東区東陽５－３０
－１３

一般競争入札 有 102,196,500 95,025,000 92.98%

Ｈ２３春日部管内車道横断
管補修工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
越谷市

155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

2011/9/26 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新町
１８０

一般競争入札 有 61,194,000 55,020,000 89.91%

中部横断自動車道臼田地
区改良１工事

長野県佐久市 177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

2011/9/26 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 292,813,500 252,840,000 86.35%

中部横断自動車道臼田ＩＣ
改良１工事

長野県佐久市 177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

2011/9/26 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 235,284,000 203,490,000 86.49%

言問橋ほか照明灯設置工
事

東京都墨田区 ～ 東京都
目黒区

156日間 電気設備工事 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

2011/9/26 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 86,646,000 81,900,000 94.52%

Ｈ２３馬入橋塗装（その１）
工事

神奈川県平塚市 154日間 塗装工事 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

2011/9/27 （株）コーケン
神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町１２－７

一般競争入札 有 139,482,000 118,408,500 84.89%

Ｈ２３羽衣・伊勢佐木町地
下駐車場設備修繕工事

神奈川県横浜市中区 180日間 機械設備工事 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

2011/9/27
エヌエイチパーキングシス
テムズ（株）

大阪府大東市緑が丘２－
１－１

一般競争入札 有 65,583,000 60,060,000 91.58%

国道３５７号東扇島路面災
害復旧工事

神奈川県川崎市川崎区 178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

2011/9/27 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 222,295,500 203,700,000 91.63%

さがみ縦貫上依知改良工
事

神奈川県厚木市 181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

2011/9/27 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 204,802,500 182,700,000 89.21%

下末吉電線共同溝他工事 神奈川県横浜市鶴見区 164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

2011/9/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 188,926,500 161,700,000 85.59%

二宮地区電線共同溝他工
事

神奈川県中郡二宮町 339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

2011/9/27 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 92,820,000 86,100,000 92.76%

石田電線共同溝路面復旧
工事

神奈川県伊勢原市 164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

2011/9/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 265,020,000 252,000,000 95.09%

Ｈ２３道路情報表示設備設
置工事

神奈川県横浜市旭区 ～
神奈川県川崎市高津区

176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

2011/9/27 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区前
田町１００

一般競争入札 有 152,869,500 129,150,000 84.48%

大輪築堤工事 茨城県常総市 182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 2011/9/27 成島建設（株）
茨城県つくばみらい市板
橋３１０１

一般競争入札 有 132,804,000 117,915,000 88.79%
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Ｈ２３小倉築堤工事 茨城県常陸大宮市 150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

2011/9/27 サコー建設（株）
茨城県北茨城市磯原町磯
原１９３１－７

一般競争入札 有 32,035,500 31,290,000 97.67%

谷田地先災害復旧工事 栃木県那須郡那珂川町 186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

2011/9/27 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 91,612,500 81,585,000 89.05%

勝倉地先護岸災害復旧工
事

茨城県ひたちなか市 186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

2011/9/27 （株）根本工務所
茨城県常陸太田市町屋町
１４８７

一般競争入札 有 32,634,000 32,340,000 99.10%

Ｈ２３管理用エレベータ設
備修繕工事

神奈川県愛甲郡愛川町 175日間 機械設備工事
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

2011/9/27 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 9,345,000 8,595,300 91.98%

Ｈ２３御巣鷹道路整備工事 群馬県多野郡上野村 159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 2011/9/27 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 63,168,000 59,850,000 94.75%

Ｈ２２南田園低水護岸工事 東京都福生市 184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

2011/9/28 林建設（株）
東京都調布市小島町２－
５６－３

一般競争入札 有 270,291,000 238,350,000 88.18%

Ｈ２２駒岡堤防補強工事 神奈川県横浜市鶴見区 184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

2011/9/28 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－１
－１

一般競争入札 有 182,416,500 161,490,000 88.53%

Ｈ２３野田水晶式水位セン
サ設置工事

千葉県野田市 125日間 通信設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2011/9/28 （株）拓和
東京都千代田区内神田１
－４－１５

一般競争入札 有 7,360,500 7,350,000 99.86%

Ｈ２３入間川横塚下築堤工
事

埼玉県比企郡川島町 126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 2011/9/28 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 127,785,000 112,350,000 87.92%

Ｈ２３荒川西区飯田新田築
堤工事

埼玉県さいたま市西区 175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 2011/9/28 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 177,418,500 162,750,000 91.73%

Ｈ２３堅磐河道掘削工事 茨城県常陸太田市 170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

2011/9/28 （株）朝日工務店
茨城県鉾田市安房１３７１
－１

一般競争入札 有 79,075,500 69,930,000 88.43%

Ｈ２３宮ヶ瀬ダム管理用制
御処理設備更新工事

神奈川県相模原市 1646日間 通信設備工事
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

2011/9/28 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 220,489,500 193,662,000 87.83%

Ｈ２３除川地区堤防補強工
事

群馬県邑楽郡板倉町 180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

2011/9/28 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 158,382,000 138,285,000 87.31%

新４号五分一笹塚原横断
橋上部工事

栃木県河内郡上三川町 184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

2011/9/29 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３ 一般競争入札 有 137,004,000 121,390,500 88.60%

Ｈ２３園内施設改修工事 茨城県ひたちなか市 179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

2011/9/29 （株）タナカ築庭
茨城県水戸市石川２－４０
７４－８

一般競争入札 有 57,445,500 55,650,000 96.87%

中部横断自動車道佐久町
ＩＣ改良１工事

長野県南佐久郡佐久穂町 181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

2011/9/29 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 253,144,500 221,550,000 87.52%

Ｈ２３大留地区堤防強化工
事

茨城県取手市 183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 2011/9/29 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市下
長沼１１８－１

一般競争入札 有 107,205,000 94,185,000 87.86%

Ｈ２３上布田町低水護岸工
事

東京都調布市 171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

2011/9/30 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 216,447,000 187,740,000 86.74%

Ｈ２３信州新町管内交通安
全対策工事

長野県東筑摩郡生坂村
～ 長野県長野市

152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

2011/9/30 博友興業（株）
長野県小諸市大字菱平１
１３６－２

一般競争入札 有 74,193,000 63,000,000 84.91%

Ｈ２３長野管内交通安全対
策工事

長野県上水内郡信濃町
～ 長野県長野市

152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

2011/9/30 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北４
－２－３８

一般競争入札 有 131,806,500 112,875,000 85.64%

Ｈ２３新町歩道設置工事 長野県長野市 183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

2011/9/30 （株）小池組
長野県長野市信州新町里
穂刈４－１

一般競争入札 有 132,058,500 113,190,000 85.71%

Ｈ２３安茂里歩道設置工事 長野県長野市 175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

2011/9/30 （株）小池組
長野県長野市信州新町里
穂刈４－１

一般競争入札 有 102,343,500 92,610,000 90.49%

Ｈ２３立入防止柵設置他そ
の２工事

東京都練馬区 ～ 東京都
三鷹市

183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

2011/9/30 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 26,166,000 25,200,000 96.31%

Ｈ２３貯水池維持管理工事 埼玉県秩父市 183日間 維持修繕工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2011/9/30 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町２
９－２１

一般競争入札 有 22,365,000 21,840,000 97.65%
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Ｈ２３県道林・長野原線白
砂川橋橋脚他工事

群馬県吾妻郡長野原町 182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

2011/9/30 北野建設（株） 長野県長野市県町５２４ 一般競争入札 有 210,525,000 186,900,000 88.78%

Ｈ２３谷田川第一排水機場
遠方監視設備外整備工事

群馬県邑楽郡板倉町 168日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2011/9/30 （株）荏原電産
東京都大田区大森北３－
２－１６

一般競争入札 有 41,107,500 39,900,000 97.06%

Ｈ２３利根砂防観測設備等
設置工事

群馬県沼田市 ～ 群馬県
吾妻郡嬬恋村

152日間 通信設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2011/9/30 （株）拓和
東京都千代田区内神田１
－４－１５

一般競争入札 有 21,021,000 20,790,000 98.90%


