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瓜連地先災害復旧工事 茨城県那珂市 151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

2011/11/1 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 212,562,000 183,750,000 86.45%

西川・東山反射板撤去工
事

栃木県日光市 151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 2011/11/1 （株）星野建設
栃木県日光市南小来川２
２９－２

一般競争入札 有 15,897,000 15,750,000 99.08%

Ｈ２２綾瀬川花畑地区堤防
整備工事

東京都足立区 149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 2011/11/2 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 147,640,500 143,850,000 97.43%

警視庁第六機動隊（１１）
建築改修工事

東京都品川区 119日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/11/2 （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 9,838,500 9,555,000 97.12%

粟原地先災害復旧工事 茨城県常陸太田市 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

2011/11/2 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 193,105,500 178,500,000 92.44%

Ｈ２３受変電監視制御設備
更新工事

神奈川県相模原市緑区 145日間 受変電設備工事
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

2011/11/2 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－１
－１

一般競争入札 有 26,586,000 26,250,000 98.74%

Ｈ２３戸田橋耐震補強工事
東京都板橋区 ～ 埼玉県
戸田市

149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

2011/11/2 清水建設（株） 東京都港区芝浦１－２－３ 一般競争入札 有 278,008,500 241,500,000 86.87%

さいたま法務総合庁舎（１
１）建築改修その他工事

埼玉県さいたま市浦和区 513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

2011/11/2 西武建設（株）
埼玉県所沢市くすのき台１
－１１－２

一般競争入札 有 703,290,000 620,655,000 88.25%

林地区代替地他整備工事 群馬県吾妻郡長野原町 149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

2011/11/2 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 97,282,500 91,350,000 93.90%

九段合同庁舎平成２３年
度建築改修工事

東京都千代田区 133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

2011/11/4 （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 144,060,000 143,955,000 99.93%

Ｈ２３横瀬堤防護岸災害復
旧工事

茨城県神栖市 143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 2011/11/4 水郷建設（株） 茨城県潮来市上戸２０１３ 一般競争入札 有 281,190,000 249,900,000 88.87%

Ｈ２３笄島堤防護岸災害復
旧工事

千葉県香取市 148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 2011/11/4 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 283,479,000 254,730,000 89.86%

Ｈ２２末広河道掘削工事 神奈川県横浜市鶴見区 126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

2011/11/4 （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 212,971,500 191,730,000 90.03%

Ｈ２３上河原堰上流部河道
掘削工事

東京都調布市 147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

2011/11/4 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 165,648,000 144,900,000 87.47%

Ｈ２３笛吹川根固め設置
（その１）工事

山梨県西八代郡市川三郷
町

147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

2011/11/4 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原町
３７５－３

一般競争入札 有 71,148,000 67,725,000 95.19%

Ｈ２３笛吹川根固め設置
（その２）工事

山梨県中央市 147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

2011/11/4 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原町
３７５－３

一般競争入札 有 31,332,000 29,925,000 95.51%

上武道路渕名高架橋外照
明灯設置工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群馬
県太田市

133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 2011/11/4 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１－
２３－１５

一般競争入札 有 54,075,000 49,560,000 91.65%

Ｈ２３千葉国道道路情報提
供設備設置工事

千葉県南房総市 ～ 千葉
県八千代市

126日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/11/4 （株）マルツ電波
福井県福井市豊島２－７
－４

一般競争入札 有 26,985,000 24,990,000 92.61%

国道５０号小山地区外路
面補修工事

栃木県小山市 ～ 栃木県
佐野市

114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

2011/11/7 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 88,315,500 75,705,000 85.72%

Ｈ２３矢板管内交通安全対
策外工事

栃木県矢板市 144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

2011/11/7 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 179,245,500 165,900,000 92.55%

Ｈ２３前川堤防災害復旧工
事

茨城県潮来市 140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 2011/11/7 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２０９
７－３８

一般競争入札 有 235,210,500 209,475,000 89.06%

Ｈ２３大山護岸災害復旧工
事

茨城県稲敷郡美浦村 145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 2011/11/7 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 248,766,000 221,025,000 88.85%

Ｈ２３西代堤防護岸災害復
旧工事

茨城県稲敷市 145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 2011/11/7 松原建設（株） 茨城県稲敷市西代２８５２ 一般競争入札 有 287,647,500 260,400,000 90.53%

Ｈ２３吉川上地区基盤整備
工事

埼玉県吉川市 144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 2011/11/7 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮区
天沼町１－４７６－２

一般競争入札 有 168,262,500 164,850,000 97.97%
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Ｈ２３三菱瓦斯化学排水樋
管撤去工事

東京都葛飾区 142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 2011/11/7 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 92,368,500 88,200,000 95.49%

Ｈ２３西関宿地区災害復旧
工事

埼玉県幸手市 144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 2011/11/7 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 177,660,000 162,750,000 91.61%

Ｈ２３千葉・木更津管内緑
地管理工事

千葉県千葉市中央区 ～
千葉県木更津市

114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

2011/11/7 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 35,364,000 29,568,000 83.61%

Ｈ２３菰田整正工事 茨城県稲敷市 129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 2011/11/8 飯島建設（株） 茨城県潮来市潮来６８２ 一般競争入札 有 94,153,500 80,640,000 85.65%

Ｈ２３佐原下手他堤防護岸
災害復旧工事

茨城県稲敷市 ～ 千葉県
香取市

144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 2011/11/8 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０８－
８

一般競争入札 有 265,587,000 231,000,000 86.98%

Ｈ２３延方堤防災害復旧工
事

茨城県潮来市 139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 2011/11/8 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－１６
－２４

一般競争入札 有 110,796,000 102,900,000 92.87%

Ｈ２３綾瀬川草加地区環境
整備工事

埼玉県草加市 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 2011/11/8 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－１
－１

一般競争入札 有 104,706,000 101,640,000 97.07%

２０号相模原市緑区千木
良防災他工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市（廃止）

136日間 法面処理工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/11/8 （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 53,991,000 53,550,000 99.18%

圏央道桶川地区函渠その
１工事

埼玉県桶川市 1143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

2011/11/8 鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－３
－１

一般競争入札 有 4,012,396,500 3,517,500,000 87.67%

Ｈ２３圏央道白岡菖蒲地区
調整池遮水工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
南埼玉郡白岡町

122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

2011/11/8 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 119,353,500 102,375,000 85.77%

Ｈ２３八ッ場ダム管内付替
道路橋梁検査路設置他工
事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

143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

2011/11/8 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 113,074,500 110,250,000 97.50%

Ｈ２３早川出張所砂防整備
工事

山梨県南巨摩郡早川町
～ 山梨県南アルプス市

139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

2011/11/8 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 19,257,000 18,795,000 97.60%

Ｈ２３釜無川出張所砂防整
備工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

144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

2011/11/8 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 19,530,000 19,425,000 99.46%

Ｈ２３小野川排水機場ポン
プ設備修繕工事

千葉県香取市 136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 2011/11/8
（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 37,758,000 37,275,000 98.72%

圏央道市原南ＩＣ改良その
５工事

千葉県市原市 270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

2011/11/9 白幡興業（株）
千葉県館山市亀ヶ原６８２
－３

一般競争入札 有 177,901,500 157,500,000 88.53%

Ｈ２２手代護岸整備工事 埼玉県草加市 141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 2011/11/10 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 234,129,000 218,400,000 93.28%

Ｈ２３大月管内水路設置他
工事

山梨県大月市 141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

2011/11/10 （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 103,467,000 102,900,000 99.45%

外務省立石寮（１１）建築
改修その他工事

東京都葛飾区 141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 2011/11/10 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 160,965,000 157,479,000 97.83%

Ｈ２３白州出張所砂防整備
工事

山梨県韮崎市 ～ 山梨県
北杜市

142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

2011/11/10 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 19,320,000 18,690,000 96.74%

Ｈ２３田代第４・５帯護岸工
事

群馬県吾妻郡嬬恋村 141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 2011/11/10 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 122,314,500 118,650,000 97.00%

Ｈ２３吉川須賀地区築堤工
事

埼玉県吉川市 140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 2011/11/11 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 202,650,000 192,780,000 95.13%

万沢防災工事 山梨県南巨摩郡南部町 140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

2011/11/11 匠建設工業（株）
山梨県南巨摩郡身延町和
田１６７８

一般競争入札 有 52,699,500 47,775,000 90.66%

新木場地区山側上部その
２工事

東京都江東区 500日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/11/11 高田機工（株）
大阪府大阪市浪速区難波
中２－１０－７０

一般競争入札 有 2,502,370,500 2,235,240,000 89.32%

新木場地区海側上部その
２工事

東京都江東区 500日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/11/11
新木場地区海側上部その
２工事日鉄トピー・三菱特
定建設工事共同企業体

東京都品川区大崎１－５
－１

一般競争入札 有 2,561,254,500 2,257,500,000 88.14%
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Ｈ２３相武国道管内照明灯
改修工事

東京都八王子市 141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

2011/11/11 テイトデンキ（株） 東京都港区芝５－１７－１ 一般競争入札 有 45,675,000 42,000,000 91.95%

税大和光校舎（１１）電気
設備改修工事

埼玉県和光市 140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

2011/11/11 （有）ケイアンドアイ
東京都新宿区早稲田町７
７

一般競争入札 有 44,940,000 40,876,500 90.96%

Ｈ２３井関堤防災害復旧工
事

茨城県石岡市 138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 2011/11/14 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 641,266,500 574,140,000 89.53%

共和防災工事 山梨県甲州市 137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

2011/11/14 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 65,247,000 63,840,000 97.84%

Ｈ２３昭和北の管理ヤード
受変電設備他設置工事

東京都立川市 127日間 受変電設備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町3173 2011/11/14 （株）有電社
東京都渋谷区千駄ケ谷１
－５－６

一般競争入札 有 27,342,000 23,730,000 86.79%

国道６号松戸二中前交差
点改良他工事

千葉県松戸市 137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

2011/11/14 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 60,406,500 51,240,000 84.83%

圏央道真里谷地区改良そ
の１６工事

千葉県木更津市 220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

2011/11/14 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 155,053,500 138,075,000 89.05%

中之条労働基準監督署外
２件建築改修その他工事

群馬県吾妻郡中之条町 137日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2011/11/14 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 45,286,500 45,150,000 99.70%

Ｈ２３土砂災害情報システ
ム改修工事

山梨県甲府市 138日間 通信設備工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2011/11/14 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 53,970,000 51,450,000 95.33%

平成２３年度国道２９８号
照明設備改修工事

埼玉県草加市 137日間 電気設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2011/11/14 （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 94,699,500 86,835,000 91.70%

圏央道天神島地区地盤改
良その３工事

埼玉県幸手市 132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

2011/11/14 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 235,714,500 204,750,000 86.86%

Ｈ２３滑川第二十四床固工
工事

群馬県高崎市 137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 2011/11/14 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 92,053,500 81,900,000 88.97%

Ｈ２３運動洲堤防護岸災害
復旧工事

千葉県香取市 137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 2011/11/15 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 290,304,000 260,400,000 89.70%

Ｈ２３中島堤防護岸災害復
旧工事

茨城県稲敷市 137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 2011/11/15 松原建設（株） 茨城県稲敷市西代２８５２ 一般競争入札 有 294,945,000 267,750,000 90.78%

綱之上防災工事 山梨県大月市 136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

2011/11/15 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 88,200,000 82,950,000 94.05%

Ｈ２３統一河川情報設備表
示機能新設工事

東京都北区 129日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/11/15 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 24,538,500 24,150,000 98.42%

Ｈ２３ＣＣＴＶ設備更新工事 神奈川県相模原市緑区 132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

2011/11/15
日本エレクトロニツクシス
テムズ（株）

大阪府大阪市淀川区西中
島５－５－１５

一般競争入札 有 24,465,000 22,890,000 93.56%

圏央道北本地区函渠その
１工事

埼玉県北本市 1136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

2011/11/15 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１－
２５－１

一般競争入札 有 3,946,299,000 3,468,045,000 87.88%

湯西川ダム管理施設外構
工事

栃木県日光市 136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 2011/11/15 東武建設（株） 栃木県日光市大桑町１３８ 一般競争入札 有 141,697,500 127,050,000 89.66%

圏央道織部前地区第２高
架橋下部その２工事

埼玉県幸手市 320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

2011/11/15 西武建設（株）
埼玉県所沢市くすのき台１
－１１－２

一般競争入札 有 287,280,000 248,115,000 86.37%

Ｈ２３八筋川堤防護岸災害
復旧工事

千葉県香取市 136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 2011/11/16 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０８－
８

一般競争入札 有 196,696,500 170,100,000 86.48%

Ｈ２３入間川出張所耐震改
修その他工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉県
東松山市

121日間 建築工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2011/11/16 正和工業（株）
埼玉県春日部市豊野町２
－３２－１９

一般競争入札 有 18,585,000 18,375,000 98.87%

小田原公共職安外１件（１
１）建築改修その他工事

神奈川県小田原市 134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

2011/11/17 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 29,851,500 24,570,000 82.31%

Ｈ２３日川堤防護岸災害復
旧工事

茨城県神栖市 135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 2011/11/17 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 272,139,000 239,400,000 87.97%
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新田地区緩傾斜堤防整備
（Ｈ２３）工事

東京都足立区 130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 2011/11/17 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 98,941,500 94,500,000 95.51%

さいたま法務総合庁舎（１
１）電気設備改修工事

埼玉県さいたま市浦和区 498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

2011/11/17 （株）中電工
広島県広島市中区小網町
６－１２

一般競争入札 有 223,020,000 208,950,000 93.69%

動物検疫所横浜本所建築
その他工事

神奈川県横浜市磯子区 133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

2011/11/18 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 195,825,000 186,900,000 95.44%

Ｈ２３佐原二堤防護岸災害
復旧工事

千葉県香取市 134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 2011/11/18 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 192,255,000 180,075,000 93.66%

Ｈ２３卜杭堤防護岸災害復
旧工事

茨城県稲敷市 134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 2011/11/18 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 257,512,500 234,675,000 91.13%

Ｈ２３志戸崎他堤防災害復
旧工事

茨城県かすみがうら市 ～
茨城県土浦市

134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 2011/11/18 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市長
渡呂２５２

一般競争入札 有 156,418,500 155,400,000 99.35%

Ｈ２３管内無線施設監視設
備改良工事

神奈川県横浜市鶴見区
～ 神奈川県平塚市

133日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2011/11/18 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 33,421,500 31,500,000 94.25%

Ｈ２３入谷落樋管改築工事 埼玉県八潮市 133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 2011/11/18 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 193,200,000 189,945,000 98.32%

中河内町地先災害復旧工
事

茨城県水戸市 134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

2011/11/18 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 85,596,000 69,615,000 81.33%

圏央道長南地区改良その
２３工事

千葉県長生郡長南町 270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

2011/11/18 白幡興業（株）
千葉県館山市亀ヶ原６８２
－３

一般競争入札 有 276,055,500 245,700,000 89.00%

小山高架橋他耐震補強工
事

栃木県小山市 125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

2011/11/21 （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 291,900,000 253,155,000 86.73%

Ｈ２３小山管内交通安全対
策工事

栃木県小山市 ～ 茨城県
古河市

130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

2011/11/21 光洋建設（株） 栃木県小山市喜沢６８９ 一般競争入札 有 79,075,500 78,750,000 99.59%

Ｈ２３国分寺管内交通安全
対策工事

栃木県宇都宮市 ～ 茨城
県古河市

130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

2011/11/21 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 86,772,000 74,550,000 85.91%

溝の口電線共同溝路面復
旧工事

神奈川県川崎市高津区 109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

2011/11/21 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 108,601,500 97,650,000 89.92%

土浦向け空中線架台取替
工事

茨城県潮来市 90日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2011/11/21
日本テクニカル・サービス
（株）

東京都品川区西五反田３
－１３－２

一般競争入札 有 9,439,500 8,820,000 93.44%

Ｈ２３霞ヶ浦河川事務所河
川情報整備工事

茨城県潮来市 131日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2011/11/21 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 39,028,500 37,800,000 96.85%

Ｈ２３中蒲堤防護岸災害復
旧工事

茨城県稲敷市 131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 2011/11/21 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 229,803,000 217,350,000 94.58%

Ｈ２３息栖堤防護岸災害復
旧工事

茨城県神栖市 123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 2011/11/21 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 131,722,500 123,900,000 94.06%

警視庁第七機動隊（１１）
電気設備工事

東京都府中市 679日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/11/21 （株）中電工
広島県広島市中区小網町
６－１２

一般競争入札 有 489,450,675 443,100,000 90.53%

岩淵水門下流堤防強化対
策（Ｈ２３）工事

東京都北区 128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 2011/11/21 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 197,820,000 174,300,000 88.11%

銚子港湾合同外１件（１１）
建築改修その他工事

千葉県銚子市 ～ 千葉県
香取市

130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 2011/11/21 新都市建設（株）
千葉県富里市七栄４０７－
１

一般競争入札 有 41,370,000 39,900,000 96.45%

Ｈ２３竜ヶ崎管内災害工事
用道路工事

茨城県稲敷郡河内町 ～
茨城県北相馬郡利根町

100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 2011/11/21 永井建設（株）
千葉県香取市津宮２２７５
－２

一般競争入札 有 279,048,000 246,540,000 88.35%

Ｈ２３尾島堤防災害復旧工
事

茨城県稲敷市 130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 2011/11/22 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ケ丘１
－２４０２－１

一般競争入札 有 118,786,500 104,265,000 87.78%

Ｈ２３浮島堤防災害復旧工
事

茨城県稲敷市 130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 2011/11/22 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ケ丘１
－２４０２－１

一般競争入札 有 178,269,000 155,032,500 86.97%
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公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称 部局所在地 契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
一般競争入札・
指名競争入札の別

総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

久慈川下流出張所管内下
流部災害補修工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
那珂郡東海村

130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

2011/11/22 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白方
５３８－２

一般競争入札 有 158,749,500 145,425,000 91.61%

さいたま法務総合庁舎（１
１）機械設備改修工事

埼玉県さいたま市浦和区 493日間
暖冷房衛生設備
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

2011/11/22 第一設備工業（株）
東京都中央区新川１－２２
－３

一般競争入札 有 261,555,000 238,350,000 91.13%

新宿労働総合庁舎（１１）
エレベーター設備工事

東京都新宿区 464日間 機械設備工事 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

2011/11/22 （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 18,375,000 17,535,000 95.43%

神奈川障害者職能校（１
１）エレベーター設備改修
工事

神奈川県相模原市南区 127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

2011/11/24 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 14,574,000 14,490,000 99.42%

上平礫河原再生工事 栃木県塩谷郡塩谷町 112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 2011/11/24 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 91,087,500 78,435,000 86.11%

Ｈ２３余郷入堤防災害復旧
工事

茨城県稲敷郡美浦村 128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 2011/11/24 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 283,437,000 246,120,000 86.83%

圏央道東高架橋上部その
６工事

茨城県稲敷郡河内町 390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

2011/11/24 瀧上工業（株）
愛知県名古屋市中川区清
川町２－１

一般競争入札 有 563,377,500 496,755,000 88.17%

Ｈ２３滋野歩道設置工事 長野県東御市 120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

2011/11/24 （株）竹花組 長野県佐久市望月３０－１ 一般競争入札 有 69,531,000 61,530,000 88.49%

Ｈ２３三郷水門外ゲート設
備修繕工事

埼玉県三郷市 ～ 埼玉県
八潮市

122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 2011/11/25 （株）ＩＨＩインフラ建設
東京都江東区東陽５－３０
－１３

一般競争入札 有 28,444,500 26,250,000 92.28%

Ｈ２３原市交差点改良他工
事

群馬県安中市 217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 2011/11/25 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１９
－９

一般競争入札 有 128,887,500 120,750,000 93.69%

Ｈ２３前橋・碓氷管内交通
安全施設設置工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
高崎市

96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 2011/11/25 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１９
－９

一般競争入札 有 80,535,000 79,800,000 99.09%

道路情報板相互接続設備
外工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
伊勢崎市

119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 2011/11/28 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 105,189,000 89,775,000 85.35%

国道５０号下館ＢＰ栗島ＩＣ
橋上部工事

茨城県筑西市 124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

2011/11/28 日本高圧コンクリート（株）
北海道札幌市中央区南２
条西３－８

一般競争入札 有 57,655,500 51,607,500 89.51%

圏央道市原南地区改良そ
の８工事

千葉県市原市 360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

2011/11/28 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 276,244,500 248,850,000 90.08%

圏央道市原地区改良その
５工事

千葉県市原市 290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

2011/11/28 （株）アオイ
千葉県我孫子市緑１－１１
－２４

一般競争入札 有 297,370,500 256,725,000 86.33%

Ｈ２３藤原ダム非常用排水
管空気弁設置工事

群馬県利根郡みなかみ町 116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

2011/11/28 （株）丸島アクアシステム
大阪府大阪市中央区谷町
５－３－１７

一般競争入札 有 8,494,500 5,565,000 65.51%

Ｈ２３稲戸井土砂整正工事 茨城県取手市 105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

2011/11/29 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 145,960,500 125,685,000 86.11%

Ｈ２３・２４圏央道下大崎地
区高架橋上部工事

埼玉県南埼玉郡白岡町
～ 埼玉県久喜市

481日間 鋼橋上部工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2011/11/30 日本橋梁（株）
大阪府大阪市北区西天満
６－７－２

一般競争入札 有 4,346,674,500 3,850,875,000 88.59%

Ｈ２３・２４圏央道柴山枝郷
地区高架橋上部工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
南埼玉郡白岡町

456日間 鋼橋上部工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2011/11/30 （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 3,813,348,000 3,375,330,000 88.51%

Ｈ２３側帯設置外工事
栃木県足利市 ～ 群馬県
桐生市

117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

2011/11/30 小林建設工業（株） 群馬県太田市石橋町３１ 一般競争入札 有 53,571,000 51,240,000 95.65%

新宿労働総合庁舎（１１）
建築工事

東京都新宿区 456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

2011/11/30 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 663,915,000 603,750,000 90.94%

厚生労働省上石神井庁舎
（１１）電気設備改修その
他工事

東京都練馬区 212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

2011/11/30 （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 293,580,000 288,750,000 98.35%

財務省税関研修所研修棟
他（１１）機械設備改修そ
の他工事

千葉県柏市 121日間
暖冷房衛生設備
工事

東京第二営繕事務所 東京都墨田区立花1-24-1 2011/11/30 旭シンクロテック（株） 東京都港区芝１－３－８ 一般競争入札 有 52,678,500 45,990,000 87.30%


