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新４号上三川地区他環境
整備工事

栃木県河内郡上三川町
～ 栃木県下野市

180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

2011/10/3 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 78,571,500 72,450,000 92.21%

４号利根川橋Ａ１－Ｐ２上
部撤去工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城県
古河市

256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

2011/10/3 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 95,014,500 87,150,000 91.72%

小貝川堤防（鯨地先外）災
害復旧工事

茨城県下妻市 163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 2011/10/3 （株）小薬建設 茨城県筑西市稲野辺４５ 一般競争入札 有 116,266,500 104,685,000 90.04%

Ｈ２３河川情報伝送設備改
修工事

千葉県野田市 174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 2011/10/3 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 45,108,000 44,100,000 97.77%

第二早川橋上部工事 群馬県伊勢崎市 172日間 鋼橋上部工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/10/3 （株）角藤 長野県長野市南屋島５１５ 一般競争入札 有 127,932,000 113,400,000 88.64%

４号氏家矢板バイパスさく
ら氏家改良舗装工事

栃木県さくら市 179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

2011/10/4 （株）生駒組
栃木県那須塩原市太夫塚
５－２２１

一般競争入札 有 183,991,500 162,750,000 88.46%

Ｈ２３宇都宮国道管内ＣＣ
ＴＶ設備設置他工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県さくら市

148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

2011/10/4 テクノ産業（株）
栃木県宇都宮市中里町１
６７－１

一般競争入札 有 45,864,000 43,407,000 94.64%

小貝川堤防（宮和田地先）
災害復旧工事

茨城県取手市 153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 2011/10/4 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 149,341,500 134,400,000 90.00%

Ｈ２３天神山入口交差点改
良工事

山梨県南都留郡鳴沢村 179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

2011/10/4 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 59,713,500 57,540,000 96.36%

小前河原地先災害復旧工
事

茨城県日立市 179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

2011/10/4 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 171,202,500 157,500,000 92.00%

Ｈ２３国立日野共同溝附帯
電気設備工事

東京都国立市 157日間 電気設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/10/4 宝生工業（株）
東京都中央区日本橋蛎殻
町１－３２－９

一般競争入札 有 48,142,500 47,250,000 98.15%

葛西共同溝補強その３工
事

東京都江戸川区 174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

2011/10/4 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 286,366,500 253,050,000 88.37%

Ｈ２３ヨシ原浄化送水機場
ポンプ設備修繕工事

栃木県栃木市 171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

2011/10/4 クボタ機工（株）
大阪府枚方市中宮大池１
－１－１

一般競争入札 有 42,693,000 42,000,000 98.38%

Ｈ２３休泊川排水機場自家
発電設備原動機修繕工事

群馬県邑楽郡千代田町 164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

2011/10/4
（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 24,717,000 23,730,000 96.01%

Ｈ２３倉見川下流床固群改
良工事

群馬県沼田市 174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 2011/10/4 （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 69,583,500 60,900,000 87.52%

Ｈ２３堰一丁目低水護岸工
事

神奈川県川崎市多摩区 166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

2011/10/5 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 203,931,000 175,245,000 85.93%

日輪寺函渠工事 群馬県前橋市 170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 2011/10/5 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 140,763,000 131,775,000 93.61%

マゴリ沢林道進入路その
他工事

栃木県日光市 147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 2011/10/5 阿久津建設（株） 栃木県日光市高徳３２８ 一般競争入札 有 161,185,500 139,440,000 86.51%

Ｈ２３利根統光マイクロ統
合網整備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
利根郡みなかみ町

177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

2011/10/5 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 52,185,000 50,400,000 96.58%

Ｈ２３利根統放流警報局設
備工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

177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

2011/10/5 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 117,201,000 108,150,000 92.28%

Ｈ２３利根統放流警報表示
設備工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

147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

2011/10/5 利根電気工事（株）
群馬県前橋市箱田町５６５
－１

一般競争入札 有 13,282,500 12,810,000 96.44%

Ｈ２３利根統ＣＣＴＶ設備工
事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

147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

2011/10/5 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１７５
６－３８１

一般競争入札 有 16,558,500 14,001,750 84.56%

本町（下）築堤工事 茨城県常総市 172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 2011/10/6 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－１６
－２４

一般競争入札 有 147,325,500 132,300,000 89.80%

小貝川堤防（上蛇地先外）
災害復旧工事

茨城県常総市 165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 2011/10/6 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 183,508,500 160,125,000 87.26%
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小貝川堤防（安食地先外）
災害復旧工事

茨城県つくば市 ～ 茨城県
筑西市

174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 2011/10/6 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 167,727,000 141,750,000 84.51%

Ｈ２３外郭放水路第３立坑
残水ポンプ設備修繕工事

埼玉県春日部市 172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 2011/10/6 クボタ機工（株）
大阪府枚方市中宮大池１
－１－１

一般競争入札 有 52,479,000 51,450,000 98.04%

笛吹・甲府電線共同溝路
面復旧工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
笛吹市

166日間
アスファルト舗装
工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2011/10/6 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 191,163,000 166,740,000 87.22%

宮谷歩道設置工事 山梨県大月市 177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

2011/10/6 天野工業（株）
山梨県大月市笹子町黒野
田１１７５－１

一般競争入札 有 83,202,000 80,850,000 97.17%

Ｈ２３前橋管内標識区画線
工事

群馬県前橋市 176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 2011/10/6 五菱産業（株）
群馬県前橋市二之宮町５
７２番地２

一般競争入札 有 18,448,500 16,800,000 91.06%

富岡法務総合外１件（１１）
建築改修工事

群馬県富岡市 ～ 群馬県
沼田市

146日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2011/10/6 小野里工業（株）
群馬県前橋市下小出町１
－１－１２

一般競争入札 有 21,598,500 19,110,000 88.48%

中部横断自動車道岸野地
区改良１工事

長野県佐久市 167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

2011/10/6 （株）相模組 長野県大町市大町３０５２ 一般競争入札 有 297,171,000 264,547,500 89.02%

４号鬼怒川橋耐震補強（そ
の２）他工事

栃木県宇都宮市 252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

2011/10/7 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 225,645,000 197,925,000 87.72%

国分寺出張所管内電線共
同溝路面復旧工事

栃木県小山市 ～ 栃木県
宇都宮市

175日間
アスファルト舗装
工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/10/7 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 198,618,000 173,250,000 87.23%

Ｈ２３管内改築改良（その
４）工事

神奈川県小田原市 ～ 神
奈川県相模原市

175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

2011/10/7 宮内建設（株）
神奈川県横浜市緑区鴨居
４－６３－５

一般競争入札 有 290,262,000 263,550,000 90.80%

上萱場築堤工事 茨城県取手市 167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 2011/10/7 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 156,670,500 138,600,000 88.47%

農筑事国内研修生宿泊Ａ
棟（１１）建築改修その他
工事

茨城県つくば市 175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

2011/10/7 東洋建設（株）
東京都江東区青海２－４
－２４青海フロンティアビ
ル１３Ｆ

一般競争入札 有 237,195,000 215,985,000 91.06%

Ｈ２３柴又六丁目地区堤防
整備工事

東京都葛飾区 ～ 埼玉県
三郷市

131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 2011/10/7 （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 40,267,500 37,695,000 93.61%

Ｈ２２関宿元町地区低水護
岸工事

千葉県野田市 156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 2011/10/7 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 195,604,500 174,930,000 89.43%

Ｈ２３三郷排水機場ポンプ
設備修繕工事

埼玉県三郷市 171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 2011/10/7
（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 140,385,000 136,500,000 97.23%

Ｈ２３昭和防災活動拠点整
備工事

東京都立川市 168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 2011/10/7 （株）前島植物園 埼玉県川口市安行１１４０ 一般競争入札 有 66,853,500 60,753,000 90.87%

Ｈ２３昭和高圧配電路設備
設置工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

150日間 電気設備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町3173 2011/10/7 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 153,909,000 137,550,000 89.37%

北留町地先他災害復旧工
事

茨城県日立市 ～ 茨城県
那珂郡東海村

176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

2011/10/7 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３－
６－７

一般競争入札 有 157,038,000 150,990,000 96.15%

Ｈ２３国立日野共同溝附帯
機械設備工事

東京都国立市 154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

2011/10/7 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２－
２８

一般競争入札 有 48,090,000 43,575,000 90.61%

２０号追分歩道橋架替工
事

東京都八王子市 510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

2011/10/7 （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 283,773,000 259,350,000 91.39%

圏央道高尾山ＩＣ改良工事 東京都八王子市 176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

2011/10/7 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 111,846,000 99,750,000 89.19%

Ｈ２３地震観測装置修繕工
事

神奈川県相模原市 160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

2011/10/7 （株）共和電業
東京都調布市調布ケ丘３
－５－１

一般競争入札 有 20,338,500 19,425,000 95.51%

広丘電線共同溝６工事 長野県塩尻市 173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

2011/10/7 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 229,236,000 220,500,000 96.19%

気象大学校第一校舎（１
１）電気設備改修その他工
事

千葉県柏市 160日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所 東京都墨田区立花1-24-1 2011/10/7 会田電業（株） 千葉県柏市柏３－７－６ 一般競争入札 有 48,184,500 44,100,000 91.52%
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Ｈ２３二瀬ダム無停電電源
装置設置工事

埼玉県秩父市 168日間 受変電設備工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2011/10/7 クシダ工業（株）
群馬県高崎市貝沢町甲９
６５

一般競争入札 有 47,449,500 45,360,000 95.60%

国道４号庄和ＩＣ改良他工
事

埼玉県春日部市 170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

2011/10/7 （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 151,315,500 141,645,000 93.61%

圏央道幸手地区改良工事 埼玉県幸手市 170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

2011/10/7 （株）木下建設
埼玉県南埼玉郡宮代町東
姫宮２－１－２

一般競争入札 有 202,093,500 174,300,000 86.25%

Ｈ２３福川災害復旧工事 埼玉県行田市 155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

2011/10/7 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 64,764,000 56,037,450 86.53%

さがみ縦貫相模原ＩＣ鬼ヶ
谷高架橋上部工事

神奈川県厚木市 416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

2011/10/11 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１－
２５－１

一般競争入札 有 1,216,005,000 1,065,645,000 87.63%

Ｈ２３神奈川管内橋梁補修
工事

神奈川県横浜市 141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

2011/10/11 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 65,173,500 64,050,000 98.28%

杉下築堤護岸工事 茨城県つくばみらい市 168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 2011/10/11 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 170,247,000 157,500,000 92.51%

Ｈ２３川治・五十里ダム計
測装置設置工事

栃木県日光市 167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

2011/10/11 （株）共和電業
東京都調布市調布ケ丘３
－５－１

一般競争入札 有 77,458,500 71,925,000 92.86%

下岩瀬地先他災害復旧工
事

茨城県常陸大宮市 ～ 茨
城県那珂市

172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

2011/10/11 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町２
６７

一般競争入札 有 110,911,500 105,000,000 94.67%

国道３５７号千葉地区改良
舗装工事

千葉県千葉市稲毛区 166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

2011/10/11 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 161,185,500 145,425,000 90.22%

北千葉道路松崎集水路橋
上部工事

千葉県成田市 500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

2011/10/11 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 953,956,500 833,175,000 87.34%

圏央道山口トンネルその２
工事

千葉県木更津市 ～ 千葉
県市原市

442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

2011/10/11 鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－３
－１

一般競争入札 有 4,000,678,500 3,547,425,000 88.67%

Ｈ２３岡谷管内交通安全対
策工事

長野県諏訪郡富士見町
～ 長野県岡谷市

141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
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2011/10/11 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 71,988,000 63,525,000 88.24%

圏央道平須賀地区高架橋
上部工事

埼玉県幸手市 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

2011/10/11 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 3,231,669,000 2,857,050,000 88.41%

横浜税関本牧分庁舎（１
１）建築改修その他工事

神奈川県横浜市中区 170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

2011/10/12 （株）杉山土建
神奈川県伊勢原市三ノ宮
１－４

一般競争入札 有 21,682,500 21,233,100 97.93%

神奈川県警察学校生徒寮
外１件（１１）建築改修その
他工事

神奈川県横浜市栄区 ～
神奈川県茅ヶ崎市

170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

2011/10/12 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 192,570,000 173,250,000 89.97%

さがみ縦貫寒川北ＩＣラン
プ橋上部（その２）工事

神奈川県高座郡寒川町 324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

2011/10/12 （株）駒井ハルテック
大阪府大阪市港区磯路２
－２０－２１

一般競争入札 有 1,070,097,000 942,900,000 88.11%

圏央道清水橋上部工事 茨城県稲敷市 397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

2011/10/12 宮地エンジニアリング（株）
東京都中央区日本橋富沢
町９－１９

一般競争入札 有 581,133,000 542,850,000 93.41%

Ｈ２３浦和管内交通安全対
策工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉県
さいたま市

160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

2011/10/12 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 110,754,000 101,955,000 92.06%

下大野地先他災害復旧工
事

茨城県水戸市 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

2011/10/13 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 250,414,500 226,800,000 90.57%

大里地先他災害復旧工事 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

2011/10/13 珂北開発（株）
茨城県常陸太田市花房町
５１－１

一般競争入札 有 228,417,000 217,350,000 95.15%

Ｈ２３菰田北整正工事 茨城県稲敷市 154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 2011/10/14 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 171,433,500 147,840,000 86.24%

Ｈ２３浜田中央整正工事 茨城県稲敷市 154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 2011/10/14 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 174,121,500 152,250,000 87.44%

Ｈ２３小武川下流砂防堰堤
工事

山梨県韮崎市 ～ 山梨県
北杜市

164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

2011/10/14 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 102,816,000 96,075,000 93.44%
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大野地区築堤護岸工事 山梨県南巨摩郡身延町 135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

2011/10/17 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 86,698,500 84,000,000 96.89%

Ｈ２３下今井地区改良工事 山梨県甲斐市 165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

2011/10/17 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４７６
－１

一般競争入札 有 187,414,500 170,100,000 90.76%

圏央道成田高地区橋梁下
部その１工事

千葉県成田市 165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

2011/10/17 （株）中山組
北海道札幌市東区北１９
条東１－１－１

一般競争入札 有 162,645,000 153,300,000 94.25%

Ｈ２３岩瀬国道管内交通安
全施設整備工事

茨城県結城市 135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

2011/10/17 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細田
１－１２

一般競争入札 有 52,972,500 45,990,000 86.82%

下石崎地先他災害復旧工
事

茨城県東茨城郡茨城町
～ 茨城県水戸市

166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

2011/10/17 （株）朝日工務店
茨城県鉾田市安房１３７１
－１

一般競争入札 有 237,006,000 206,850,000 87.28%

Ｈ２３落橋防止工事 神奈川県相模原市 160日間 維持修繕工事
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

2011/10/17 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 37,233,000 31,710,000 85.17%

Ｈ２３国道１７号上落合他
電線共同溝路面復旧工事

埼玉県さいたま市中央区 165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

2011/10/17 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 128,709,000 115,500,000 89.74%

中部横断自動車道大沢地
区改良１工事

長野県佐久市 163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

2011/10/17 松本土建（株）
長野県松本市島立６３５－
１

一般競争入札 有 266,805,000 236,250,000 88.55%

Ｈ２３豊野ー赤川除雪作業
長野県長野市 ～ 長野県
上水内郡飯綱町

166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

2011/10/17 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 71,221,500 60,480,000 84.92%

Ｈ２３上田管内交通安全対
策工事

長野県上田市 155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

2011/10/17 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂町
大字畑３２９

一般競争入札 有 61,561,500 58,170,000 94.49%

Ｈ２３松本国道管内交通安
全対策工事

長野県松本市 ～ 長野県
塩尻市

135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

2011/10/17 （株）藤澤組
長野県松本市大字島内１
２６０－１０

一般競争入札 有 52,447,500 49,875,000 95.10%

Ｈ２３桐生管内堤防法面補
修工事

栃木県足利市 ～ 群馬県
桐生市

156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

2011/10/17 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 64,480,500 58,137,450 90.16%

Ｈ２３北野沢谷止工護岸工
事

山梨県南巨摩郡早川町 161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

2011/10/17 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 95,749,500 91,350,000 95.41%

Ｈ２３滝の沢砂防堰堤工事 群馬県多野郡上野村 161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 2011/10/17 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 197,967,000 179,550,000 90.70%

Ｈ２３小高堤防災害復旧工
事

茨城県行方市 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 2011/10/18 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 433,198,500 426,090,000 98.36%

国総研（旭）研究本館他
（１１）電気設備改修工事

茨城県つくば市 164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

2011/10/18 中央電設（株）
大阪府大阪市福島区海老
江１－１－３１

一般競争入札 有 233,100,000 210,000,000 90.09%

Ｈ２３田尻地区高潮堤防工
事

千葉県市川市 164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 2011/10/18 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 74,697,000 66,780,000 89.40%

Ｈ２３吉川下地区基盤整備
工事

埼玉県吉川市 134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 2011/10/18 （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 52,290,000 48,195,000 92.17%

荒川下流管内河川維持浚
渫（Ｈ２３）工事

東京都江戸川区 ～ 東京
都北区

164日間
河川しゅんせつ
工事

荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/10/18 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 80,230,500 69,825,000 87.03%

Ｈ２３受変電設備改修工事 茨城県ひたちなか市 165日間 受変電設備工事 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

2011/10/18 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－１８
－１０

一般競争入札 有 36,865,500 31,815,000 86.30%

根本町地先他災害復旧工
事

茨城県水戸市 165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

2011/10/18 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友部
３５５４－１

一般競争入札 有 116,707,500 111,300,000 95.37%

渡里町地先他災害復旧工
事

茨城県水戸市 165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

2011/10/18 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５－
８１１－２

一般競争入札 有 122,787,000 117,075,000 95.35%

東雲ほか共同溝附帯設備
改修工事

東京都江東区 148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

2011/10/18 （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 47,838,000 46,935,000 98.11%

平成２３年度湯西川ダム
管内維持修繕工事

栃木県日光市 165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 2011/10/18 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 32,361,000 32,340,000 99.94%
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前沢橋旧橋撤去その他工
事

栃木県日光市 134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 2011/10/18 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 69,699,000 63,840,000 91.59%

Ｈ２３越本魚道改良工事 群馬県利根郡片品村 143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 2011/10/18 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 112,602,000 101,850,000 90.45%

Ｈ２３栗原川流域工事用道
路工事

群馬県沼田市 155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 2011/10/18 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 69,667,500 65,730,000 94.35%

砂田高架橋耐震補強（７）
工事

栃木県宇都宮市 158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

2011/10/19 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 81,522,000 72,450,000 88.87%

三反田地先堤防災害復旧
工事

茨城県ひたちなか市 164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

2011/10/19 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 189,189,000 164,850,000 87.14%

勝倉地先堤防災害復旧工
事

茨城県ひたちなか市 164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

2011/10/19 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 224,269,500 195,510,000 87.18%

小島地先災害復旧工事 茨城県常陸太田市 164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

2011/10/19 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町２
６７

一般競争入札 有 166,750,500 152,250,000 91.30%

松栄地先他災害復旧工事 茨城県常陸太田市 164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

2011/10/19 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町２
６７

一般競争入札 有 165,028,500 152,250,000 92.26%

圏央道久喜白岡ＪＣＴ第３
高架橋上部工事

埼玉県久喜市 523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

2011/10/19 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 2,863,192,500 2,558,850,000 89.37%

Ｈ２３下久保集水ボーリン
グ外工事

群馬県藤岡市 149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 2011/10/19 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 81,102,000 78,750,000 97.10%

新４号栄橋ランプ橋下部そ
の２工事

茨城県古河市 163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

2011/10/20 （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 78,288,000 74,760,000 95.49%

Ｈ２３西の洲堤防災害復旧
工事

茨城県稲敷市 158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 2011/10/20 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 412,944,000 360,150,000 87.22%

江北桜づつみ整備（Ｈ２３）
工事

東京都足立区 158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 2011/10/20 仲岡建設（株）
東京都品川区西品川２－
１３－１９

一般競争入札 有 166,330,500 145,425,000 87.43%

墨田自然再生（Ｈ２３）工事 東京都墨田区 158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 2011/10/20 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 179,361,000 159,600,000 88.98%

Ｈ２３日立国道管内交通安
全施設整備工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
北茨城市

132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

2011/10/20 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友部
３５５４－１

一般競争入札 有 55,639,500 54,600,000 98.13%

下河原地先他災害復旧工
事

茨城県常陸太田市 ～ 茨
城県那珂市

163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

2011/10/20 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目町
５１７

一般競争入札 有 195,142,500 183,750,000 94.16%

落合町地先他災害復旧工
事

茨城県常陸太田市 163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

2011/10/20 （株）大藤組
茨城県久慈郡大子町小生
瀬４０５３‐２

一般競争入札 有 128,625,000 118,650,000 92.24%

Ｈ２３東京国道管内標識設
置他工事

東京都特別区 155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

2011/10/20 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－２０
－２８

一般競争入札 有 70,434,000 69,300,000 98.39%

Ｈ２３下館河川事務所管内
上流維持管理工事

栃木県塩谷郡高根沢町
～ 栃木県小山市

157日間 維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2011/10/21 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 57,676,500 53,865,000 93.39%

Ｈ２３下館河川事務所管内
下流維持管理工事

茨城県取手市 ～ 茨城県
つくばみらい市

157日間 維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2011/10/21 （株）山中組
栃木県小山市大字間々田
１５６７

一般競争入札 有 52,227,000 45,780,000 87.66%

Ｈ２３昭和プール施設機械
設備工事

東京都昭島市 161日間
暖冷房衛生設備
工事

国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町3173 2011/10/21 日和総合設備（株）
東京都豊島区東池袋２－
３２－２２

一般競争入札 有 139,062,000 129,150,000 92.87%

本米崎地先他災害復旧工
事

茨城県日立市 ～ 茨城県
那珂市

162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

2011/10/21 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 213,822,000 202,650,000 94.78%

Ｈ２３西前原排水樋管改築
工事

栃木県栃木市 223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

2011/10/21 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 217,591,500 194,250,000 89.27%

Ｈ２３貯水池流入堤補修工
事

栃木県栃木市 161日間
アスファルト舗装
工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2011/10/21 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 184,758,000 173,250,000 93.77%
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新４号古河地区改良舗装
工事

茨城県古河市 159日間
アスファルト舗装
工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/10/24 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 272,317,500 239,400,000 87.91%

国総研（旭）水質水文共同
実験棟他（１１）機械設備
改修工事

茨城県つくば市 158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

2011/10/24 ダイダン（株）
大阪府大阪市西区江戸堀
１－９－２５

一般競争入札 有 139,965,000 130,865,700 93.50%

Ｈ２３吉屋地区基盤整備工
事

埼玉県吉川市 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 2011/10/24 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 106,711,500 96,600,000 90.52%

Ｈ２３越谷地区築堤工事 埼玉県越谷市 158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 2011/10/24 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 228,501,000 202,912,500 88.80%

Ｈ２３中部横断南部ＩＣ改良
工事

山梨県南巨摩郡南部町 158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

2011/10/24 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－１５
－５

一般競争入札 有 244,996,500 221,550,000 90.43%

川岸一丁目堤防強化対策
（Ｈ２３）工事

埼玉県川口市 154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 2011/10/24 （株）ケイワールド日清
埼玉県さいたま市浦和区
本太１－９－５

一般競争入札 有 124,740,000 113,400,000 90.91%

Ｈ２３昭和公園施設等改修
工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

137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 2011/10/24 西武造園（株）
東京都豊島区南池袋２－
３０－１１

一般競争入札 有 120,697,500 108,885,000 90.21%

金上地先災害復旧工事 茨城県ひたちなか市 159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

2011/10/24 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 222,610,500 194,250,000 87.26%

佐久統計・情報センター外
１件（１１）建築改修その他
工事

長野県佐久市 158日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2011/10/24 池田建設（株）
長野県佐久市横和２７４－
１

一般競争入札 有 21,756,000 14,385,000 66.12%

Ｈ２２渡良瀬遊水池放送設
備設置工事

栃木県栃木市 151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

2011/10/24 （株）アスライブ
栃木県小山市西城南３－
５－１５

一般競争入札 有 39,910,500 39,585,000 99.18%

Ｈ２３利根川上流統一河川
情報設備改良他工事

埼玉県久喜市 ～ 群馬県
邑楽郡板倉町

151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

2011/10/24 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 81,270,000 79,800,000 98.19%

Ｈ２３高浜堤防災害復旧工
事

茨城県神栖市 121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 2011/10/25 （株）折本工業
茨城県土浦市港町１－１
－７

一般競争入札 有 84,997,500 75,600,000 88.94%

Ｈ２３大島他堤防護岸災害
復旧工事

千葉県香取市 153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 2011/10/25 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 161,122,500 142,380,000 88.37%

圏央道市原南地区改良そ
の７工事

千葉県市原市 150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

2011/10/25 （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 298,651,500 261,240,000 87.47%

横壁地区他管内整備工事 群馬県吾妻郡長野原町 150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

2011/10/25 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 16,159,500 15,750,000 97.47%

Ｈ２３鶴見地下道昇降設備
工事

神奈川県横浜市鶴見区 151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

2011/10/26 （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 69,394,500 57,435,000 82.77%

Ｈ２３一之分目堤防災害復
旧工事

千葉県香取市 152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 2011/10/26 （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 325,825,500 286,650,000 87.98%

Ｈ２３本新堤防災害復旧工
事

茨城県稲敷市 152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 2011/10/26 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２－
１１－３

一般競争入札 有 514,920,000 454,650,000 88.30%

九段合同庁舎平成２３年
度機械設備改修その他工
事

東京都千代田区 142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

2011/10/26 三機工業（株）
東京都中央区日本橋室町
２－１－１

一般競争入札 有 204,750,000 181,440,000 88.62%

Ｈ２３鹿嶋国道管内交通安
全施設整備工事

茨城県鉾田市 140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

2011/10/26 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金山
５－１４－２

一般競争入札 有 49,938,000 49,350,000 98.82%

Ｈ２３２０号相模原地区路
面復旧工事

神奈川県相模原市 120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

2011/10/26 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 84,336,000 74,760,000 88.65%

Ｈ２３・２４戸田橋耐震補強
工事

埼玉県戸田市 516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

2011/10/26 清水建設（株） 東京都港区芝浦１－２－３ 一般競争入札 有 560,626,500 512,400,000 91.40%

中部横断自動車道八千穂
ＩＣ橋上部工事

長野県南佐久郡佐久穂町 338日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2011/10/26 （株）富士ピー・エス
福岡県福岡市中央区薬院
１－１３－８

一般競争入札 有 498,025,500 449,925,000 90.34%

Ｈ２３勝瓜魚道観測設備工
事

栃木県真岡市 140日間 通信設備工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2011/10/27
三菱電機システムサービ
ス（株）

東京都世田谷区太子堂４
－１－１

一般競争入札 有 31,153,500 28,350,000 91.00%
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予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２３新東堤防災害復旧工
事

茨城県稲敷市 151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 2011/10/27 （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 518,521,500 452,865,000 87.34%

Ｈ２３本新島堤防災害復旧
工事

茨城県稲敷市 151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 2011/10/27 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 196,056,000 170,487,450 86.96%

常陸管内情報提供設備改
修工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

155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

2011/10/27 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 41,632,500 37,800,000 90.79%

生麦他電線共同溝路面復
旧工事

神奈川県横浜市鶴見区 133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

2011/10/28 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 235,179,000 218,925,000 93.09%

妻田電線共同溝他工事 神奈川県厚木市 133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

2011/10/28 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金山
５－１４－２

一般競争入札 有 136,437,000 116,550,000 85.42%

Ｈ２３上矢切地区坂路設置
工事

千葉県松戸市 154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 2011/10/28 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 184,422,000 160,650,000 87.11%

石原跨線橋上部その２工
事

群馬県渋川市 155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 2011/10/28 （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 100,957,500 86,362,500 85.54%

東大野地先災害復旧工事 茨城県水戸市 155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

2011/10/28 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市絹
の台２－２－３

一般競争入札 有 186,595,500 173,040,000 92.74%

常陸管内道路情報板更新
他工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
水戸市

154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

2011/10/28 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３
６

一般競争入札 有 112,696,500 96,600,000 85.72%

北千葉道路北須賀・船形
地区改良その２工事

千葉県成田市 155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

2011/10/28 岩倉建設（株）
北海道札幌市中央区南１
条西７－１６－２

一般競争入札 有 115,615,500 100,275,000 86.73%

Ｈ２３上尾道路畔吉地区他
改良工事

埼玉県上尾市 155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

2011/10/28 （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 121,159,500 104,380,500 86.15%

Ｈ２３常盤平局鉄塔修繕工
事

千葉県松戸市 144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

2011/10/31 （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 11,613,000 11,550,000 99.46%

Ｈ２３高谷新町地区災害復
旧工事

千葉県市川市 151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 2011/10/31 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 142,012,500 136,500,000 96.12%

樹林エリア放送設備設置
工事

茨城県ひたちなか市 152日間 通信設備工事 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

2011/10/31
日本フィールド・エンジニア
リング（株）

東京都品川区西五反田１
－１４－８

一般競争入札 有 34,776,000 34,650,000 99.64%

鹿島地先災害復旧工事 茨城県那珂市 152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

2011/10/31 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 210,892,500 191,520,000 90.81%

栄橋下流災害復旧工事 茨城県那珂市 152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

2011/10/31 （株）瀧工務店
茨城県常陸大宮市富岡１
９１

一般競争入札 有 211,942,500 189,000,000 89.18%

中大野地先災害復旧工事 茨城県水戸市 152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

2011/10/31 海老根建設（株）
茨城県久慈郡大子町大字
大子１９６６

一般競争入札 有 210,829,500 205,800,000 97.61%

下坪地先災害復旧工事 茨城県常陸太田市 152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

2011/10/31 （株）龍崎工務店
茨城県常陸大宮市高部３
９７８

一般競争入札 有 66,822,000 64,785,000 96.95%

水郷大橋下部耐震補強そ
の４工事

千葉県香取市 243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

2011/10/31 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 122,272,500 111,300,000 91.03%

大谷川下流護岸（荊沢地
区）工事

栃木県日光市 147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 2011/10/31 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 125,443,500 108,675,000 86.63%

Ｈ２３長野原地区代替地整
備工事

群馬県吾妻郡長野原町 152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

2011/10/31 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 65,572,500 60,795,000 92.71%

Ｈ２３北千葉第一機場ポン
プ設備修繕工事

千葉県印西市 144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 2011/10/31
（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 89,428,500 89,250,000 99.80%


