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Ｈ２３上野原歩道設置工事 山梨県上野原市 120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

2011/12/2 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 155,599,500 144,375,000 92.79%

Ｈ２３打越地区生活再建基
盤整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 119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

2011/12/2 （株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８ 一般競争入札 有 39,511,500 35,700,000 90.35%

圏央道桶川地区改良工事 埼玉県桶川市 482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

2011/12/5 西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－２０
－１０

一般競争入札 有 905,782,500 785,295,000 86.70%

Ｈ２３－Ｈ２４栗橋高水敷
整備工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城県
猿島郡五霞町

193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

2011/12/5 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 118,639,500 105,000,000 88.50%

Ｈ２３高野地先土砂改良工
事

茨城県守谷市 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

2011/12/5 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 246,267,000 222,600,000 90.39%

Ｈ２３・２４圏央道桶川北本
インター６号橋上部工事

埼玉県桶川市 238日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2011/12/6 （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 200,319,000 177,450,000 88.58%

Ｈ２３藤原ダム堤体計測装
置工事

群馬県利根郡みなかみ町 115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

2011/12/6 （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 38,514,000 37,800,000 98.15%

Ｈ２３渡良瀬遊水地第三排
水門配電線路敷設工事

栃木県栃木市 108日間 電気設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2011/12/6 桑原電気工事（株）
群馬県桐生市相生町２－
７７２－７

一般競争入札 有 56,668,500 33,390,000 58.92%

Ｈ２３小山管内橋梁補修工
事

栃木県佐野市 109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

2011/12/7 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 171,528,000 148,050,000 86.31%

船石橋補修他工事 山梨県大月市 114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

2011/12/7 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 44,478,000 44,100,000 99.15%

管内橋梁補修・路面復旧
工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市緑区

104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

2011/12/7 （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 66,013,500 58,170,000 88.12%

警視庁第七機動隊（１１）
建築工事

東京都府中市 662日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/12/8 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－２
－８

一般競争入札 有 2,242,800,000 2,019,885,000 90.06%

国道２９８号川口地区他交
通対策工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉県
戸田市

108日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2011/12/8 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 41,107,500 40,950,000 99.62%

東京障害者職能校外２件
（１１）建築改修その他工
事

東京都小平市 ～ 東京都
清瀬市

203日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/12/9
（株）シミズ・ビルライフケ
ア

東京都港区芝浦１－２－３
シーバンスＳ館

一般競争入札 有 70,738,500 64,575,000 91.29%

Ｈ２３荒川丸貫地区堤防強
化工事

埼玉県比企郡吉見町 204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 2011/12/9 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 188,632,500 163,275,000 86.56%

Ｈ２３森林公園遊戯施設改
修工事

埼玉県比企郡滑川町 113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 2011/12/9 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３－
２２－４

一般競争入札 有 83,139,000 76,629,000 92.17%

Ｈ２３二瀬ダム交換設備設
置工事

埼玉県秩父市 105日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2011/12/9 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 53,497,500 49,350,000 92.25%

Ｈ２３堤防強化土砂整正他
工事

茨城県取手市 ～ 埼玉県
久喜市

113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

2011/12/9 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 138,159,000 121,275,000 87.78%

警視庁第七機動隊（１１）
機械設備工事

東京都府中市 658日間
暖冷房衛生設備
工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2011/12/12 三建設備工業（株）
東京都中央区日本橋蛎殻
町１－３５－８

一般競争入札 有 777,525,000 693,000,000 89.13%

Ｈ２３佐原堤防護岸災害復
旧工事

千葉県香取市 171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 2011/12/12 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 107,814,000 105,630,000 97.97%

Ｈ２３日川堤防護岸災害復
旧工事

茨城県神栖市 170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 2011/12/13 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 202,177,500 191,730,000 94.83%

Ｈ２３佐原河川緑地堤防災
害復旧工事

千葉県香取市 160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 2011/12/13 （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 440,023,500 384,195,000 87.31%

Ｈ２３香取地区堤防護岸災
害復旧工事

千葉県香取市 170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 2011/12/13 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 134,841,000 131,565,000 97.57%

Ｈ２３河内町竜ヶ崎町歩堤
防災害復旧工事

茨城県稲敷郡河内町 170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 2011/12/13 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 256,021,500 221,550,000 86.54%
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Ｈ２３竜ヶ崎町歩堤防災害
復旧工事

茨城県稲敷郡河内町 146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 2011/12/13 （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 631,239,000 554,400,000 87.83%

櫛形立体橋耐震他工事
山梨県甲府市 ～ 山梨県
甲斐市

106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

2011/12/15 三井造船鉄構工事（株）
東京都江戸川区西葛西８
－４－６

一般競争入札 有 56,101,500 49,455,000 88.15%

九段第２合同庁舎エレ
ベーター設備改修工事

東京都千代田区 411日間 機械設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2011/12/16
日本オーチス・エレベータ
（株）

東京都文京区本駒込２－
２８－８

一般競争入札 有 410,865,000 355,950,000 86.63%

Ｈ２３五十里ダム管理施設
補修工事

栃木県日光市 91日間 維持修繕工事
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

2011/12/16 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上１
１４０

一般競争入札 有 32,319,000 32,235,000 99.74%

東名プレハブ会場設置工
事

東京都世田谷区 105日間
プレハブ建築工
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

2011/12/16 大和リース（株）
大阪府大阪市中央区農人
橋２－１－３６

一般競争入札 有 17,902,500 14,385,000 80.35%

新宿労働総合庁舎（１１）
機械設備工事

東京都新宿区 440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

2011/12/16 大成設備（株）
東京都新宿区西新宿３－
９－２

一般競争入札 有 225,540,000 208,425,000 92.41%

Ｈ２３布川堤防災害復旧工
事

茨城県北相馬郡利根町 144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 2011/12/16 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 437,272,500 383,145,000 87.62%

勝瓜魚道下流河道拡幅及
び水衝部対策工事

栃木県河内郡上三川町 98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 2011/12/19 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 74,329,500 64,575,000 86.88%

真木橋補修他工事 山梨県大月市 102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

2011/12/19 （株）加賀田組
新潟県新潟市中央区八千
代１－５－３２

一般競争入札 有 24,885,000 21,630,000 86.92%

Ｈ２３荒川下流管内無線通
信設備設置工事

東京都北区 95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 2011/12/19 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 50,274,000 47,250,000 93.98%

Ｈ２３画像蓄積設備改良工
事

東京都北区 95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 2011/12/19 （株）エッチエスサービス
東京都新宿区下落合１－
１０－１２

一般競争入札 有 19,341,000 18,690,000 96.63%

蒲田地区舗装（その１）工
事

東京都大田区 103日間
アスファルト舗装
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

2011/12/19 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 219,964,500 193,200,000 87.83%

Ｈ２３神崎用排水樋管補修
工事

千葉県香取郡神崎町 97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 2011/12/19 （株）ナリコー
千葉県成田市三里塚光ヶ
丘１－１３３１

一般競争入札 有 81,438,000 72,030,000 88.45%

Ｈ２３向古河築堤工事 埼玉県加須市 103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

2011/12/19 サイレキ建設工業（株）
埼玉県加須市志多見１３６
１－１

一般競争入札 有 84,000,000 72,765,000 86.63%

Ｈ２３栗橋地区堤防補強工
事

埼玉県久喜市 103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

2011/12/19 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻区
城南５－６－６

一般競争入札 有 66,622,500 57,225,000 85.89%

原宿歩道拡幅他工事 神奈川県横浜市 80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

2011/12/20 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 220,531,500 190,995,000 86.61%

上星川電線共同溝工事
神奈川県横浜市保土ヶ谷
区

436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

2011/12/20 日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田２
－１７－１

一般競争入札 有 207,868,500 182,574,000 87.83%

Ｈ２３今宿堤防災害復旧工
事

茨城県行方市 163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 2011/12/20 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 439,099,500 385,770,000 87.85%

田尻地区函渠その４工事 千葉県市川市 1191日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/12/20
田尻地区函渠その４工事
大成・京成特定建設工事
共同企業体

千葉県千葉市中央区新町
１０００

一般競争入札 有 5,381,796,000 4,810,260,000 89.38%

圏央道上川原地区高架橋
上部工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
幸手市

461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

2011/12/20 宇部興産機械（株）
山口県宇部市大字小串字
沖ノ山１９８０

一般競争入札 有 3,210,900,000 2,907,450,000 90.55%

Ｈ２３三和堤防災害復旧工
事

千葉県印旛郡栄町 143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 2011/12/20 （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 475,230,000 425,250,000 89.48%

Ｈ２３佐原イ堤防災害復旧
工事

千葉県香取市 163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 2011/12/20 ユタカ建設（株） 千葉県香取市佐原イ７６１ 一般競争入札 有 188,317,500 178,500,000 94.79%

Ｈ２３小見川堤防災害復旧
工事

千葉県香取市 163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 2011/12/20 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 234,822,000 207,900,000 88.54%

Ｈ２３西代堤防護岸災害復
旧工事

茨城県稲敷市 ～ 千葉県
香取市

163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 2011/12/20 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 175,623,000 168,000,000 95.66%
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Ｈ２３石出堤防護岸災害復
旧工事

千葉県香取郡東庄町 163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 2011/12/20 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 238,717,500 213,675,000 89.51%

Ｈ２３請方堤防災害復旧工
事

千葉県印旛郡栄町 ～ 千
葉県印西市

163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 2011/12/20 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２２６
－１

一般競争入札 有 177,639,000 157,080,000 88.43%

Ｈ２３渡良瀬貯水池管理用
設備整備工事

埼玉県加須市 ～ 栃木県
下都賀郡野木町

461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

2011/12/20 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 184,558,500 183,750,000 99.56%

Ｈ２３渡良瀬遊水地掘削工
事

栃木県小山市 102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

2011/12/20 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 229,572,000 201,285,000 87.68%

Ｈ２３渡良瀬遊水地土砂整
正工事

栃木県小山市 102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

2011/12/20 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 196,833,000 170,487,450 86.62%

田尻地区函渠その５工事 千葉県市川市 1190日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/12/21 （株）熊谷組
東京都新宿区津久戸町２
－１

一般競争入札 有 6,846,136,500 6,097,770,000 89.07%

Ｈ２３貯水池保全工事
神奈川県愛甲郡清川村
～ 神奈川県相模原市緑
区

101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

2011/12/21 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 9,975,000 9,870,000 98.95%

圏央道幸主地区高架橋上
部工事

茨城県猿島郡五霞町 460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

2011/12/21 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 1,097,649,000 964,425,000 87.86%

Ｈ２３管内情報ネットワーク
整備工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
羽生市

93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

2011/12/21 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 18,595,500 17,167,500 92.32%

Ｈ２３利根砂防情報通信設
備設置工事

群馬県渋川市 96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 2011/12/21 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 28,434,000 24,465,000 86.04%

さがみ縦貫串川橋上部工
事

神奈川県相模原市 824日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/12/22 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３
－１

一般競争入札 有 4,396,297,500 3,950,100,000 89.85%

Ｈ２３さいたま地区光ファイ
バケーブル敷設工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県熊谷市

100日間 通信設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2011/12/22 三球電機（株）
東京都練馬区貫井５－２４
－１８

一般競争入札 有 10,227,000 8,925,000 87.27%

新宿労働総合庁舎（１１）
電気設備工事

東京都新宿区 434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

2011/12/22 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 193,485,180 172,200,000 89.00%

Ｈ２３川原湯地区他管内整
備工事

群馬県吾妻郡長野原町 100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

2011/12/22 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 15,172,500 14,910,000 98.27%

Ｈ２３越本第１３帯護岸工
事

群馬県利根郡片品村 442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 2011/12/22 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 244,020,000 213,045,000 87.31%

国土地理院共用棟他（１
１）建築改修その他工事

茨城県つくば市 186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

2011/12/26 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 117,075,000 113,400,000 96.86%

Ｈ２３馬入橋塗装（その２）
工事

神奈川県平塚市 95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

2011/12/26 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 90,468,000 76,461,000 84.52%

Ｈ２３ひたちなか市道補修
工事

茨城県ひたちなか市 93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

2011/12/26 （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 32,098,500 31,500,000 98.14%

北千葉道路北須賀・船形
地区改良その３工事

千葉県成田市 368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

2011/12/26 白幡興業（株）
千葉県館山市亀ヶ原６８２
－３

一般競争入札 有 290,325,000 255,150,000 87.88%

さがみ縦貫城山ＩＣランプ
橋上部工事

神奈川県相模原市 644日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/12/26
さがみ縦貫城山ＩＣランプ
橋上部工事前田・日本
ピーエス特定建設工事共

東京都千代田区飯田橋一
丁目１２番７号

一般競争入札 有 2,549,421,000 2,250,769,500 88.29%

Ｈ２３京浜大橋（山側）外補
修工事

東京都大田区 186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

2011/12/26 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 83,475,000 83,160,000 99.62%

矢切函渠その９工事 千葉県松戸市 1039日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/12/27 前田建設工業（株）
東京都千代田区猿楽町２
－８－８

一般競争入札 有 2,005,384,500 1,748,239,500 87.18%

圏央道沼田橋上部工事 茨城県稲敷市 429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

2011/12/27 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３ 一般競争入札 有 724,216,500 650,265,000 89.79%

Ｈ２３三番割堤防災害復旧
工事

茨城県北相馬郡利根町
～ 茨城県取手市

156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 2011/12/27 （株）関工務店
茨城県つくばみらい市北
山１４０－１－１

一般競争入札 有 132,184,500 123,270,000 93.26%
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Ｈ２３佐原ロ堤防災害復旧
工事

千葉県香取市 156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 2011/12/27 （株）鈴木組
千葉県香取市佐原イ２５８
７－１

一般競争入札 有 200,791,500 178,500,000 88.90%

Ｈ２３太田堤防災害復旧工
事

茨城県神栖市 156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 2011/12/27 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 229,960,500 201,390,000 87.58%

Ｈ２３矢田部堤防災害復旧
工事

茨城県神栖市 156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 2011/12/27 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０－
１８

一般競争入札 有 109,746,000 99,225,000 90.41%

Ｈ２３結佐堤防・高水護岸
災害復旧工事

千葉県香取市 156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 2011/12/27 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南町
２－１３－１２

一般競争入札 有 152,124,000 144,900,000 95.25%

圏央道桑山跨道橋外下部
工事

茨城県稲敷市 308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

2011/12/28 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 221,035,500 192,255,000 86.98%

圏央道神崎高架橋外下部
工事

千葉県香取郡神崎町 ～
千葉県成田市

247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

2011/12/28 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 255,748,500 229,425,000 89.71%


