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湯島合同庁舎別館他（１
１）建築改修その他工事

東京都文京区 262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

2012/1/10 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 338,940,000 310,800,000 91.70%

国道１６号町田立体下部
（その２１）工事

東京都町田市 324日間 一般土木工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2012/1/11 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 227,482,500 214,200,000 94.16%

国道１６号町田立体下部
（その２２）工事

東京都町田市 324日間 一般土木工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2012/1/11 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 267,382,500 248,010,000 92.75%

Ｈ２３さがみ縦貫寒川北ＩＣ
改良（その２）工事

神奈川県高座郡寒川町 263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

2012/1/11 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 275,530,500 239,610,000 86.96%

大田原税務署外１件（１１）
建築改修その他工事

栃木県大田原市 ～ 栃木
県矢板市

170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

2012/1/11 那須土木（株）
栃木県大田原市中央１－
１３－１０

一般競争入札 有 24,853,500 24,675,000 99.28%

Ｈ２３横瀬堤防災害復旧工
事

茨城県神栖市 140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 2012/1/12 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 187,194,000 163,800,000 87.50%

Ｈ２３中谷堤防災害復旧工
事

千葉県印旛郡栄町 140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 2012/1/12 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２０９
７－３８

一般競争入札 有 293,559,000 255,675,000 87.09%

Ｈ２３・２４圏央道栢間沼地
区高架橋上部工事

埼玉県久喜市 384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

2012/1/13 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 3,100,398,000 2,787,750,000 89.92%

Ｈ２３大倉新田堤防災害復
旧工事

千葉県香取市 139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 2012/1/13 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 158,172,000 143,325,000 90.61%

Ｈ２３石出堤防災害復旧工
事

千葉県香取郡東庄町 ～
千葉県銚子市

136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 2012/1/16 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 108,328,500 108,150,000 99.84%

Ｈ２３下小堀堤防災害復旧
工事

千葉県香取市 136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 2012/1/16 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０－
１８

一般競争入札 有 132,363,000 118,650,000 89.64%

Ｈ２３浅間橋堤防災害復旧
工事

千葉県柏市 ～ 千葉県印
西市

136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 2012/1/16 （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 58,653,000 51,555,000 87.90%

司法研修所（１１）建築工
事

埼玉県和光市 501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

2012/1/16 （株）竹中工務店
大阪府大阪市中央区本町
４－１－１３

一般競争入札 有 3,311,700,000 3,072,300,000 92.77%

皇居外苑（１１）濠水管理
施設建築その他工事

東京都千代田区 347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

2012/1/16 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 234,675,000 226,800,000 96.64%

Ｈ２３上尾道路川田谷地区
改良工事

埼玉県桶川市 197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

2012/1/16 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 194,166,000 170,100,000 87.61%

長野県警察学校外１件（１
１）構内排水その他改修工
事

長野県長野市 136日間
暖冷房衛生設備
工事

長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2012/1/16 旭日管機（株）
長野県須坂市墨坂南３－
１－８

一般競争入札 有 26,029,500 23,625,000 90.76%

さがみ縦貫相模川橋上部
工事

神奈川県相模原市 623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

2012/1/16 （株）大林組
東京都港区港南２－１５－
２

一般競争入札 有 2,823,912,000 2,490,600,000 88.20%

堀之内地区函渠その４工
事

千葉県市川市 798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 2012/1/17 （株）竹中土木
東京都江東区新砂１－１
－１

一般競争入札 有 892,321,500 778,155,000 87.21%

Ｈ２３笹川堤防災害復旧工
事

千葉県香取郡東庄町 135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 2012/1/17 東海興業（株）
東京都中央区八丁堀２－
７－１

一般競争入札 有 85,743,000 82,950,000 96.74%

国道６号土浦ＢＰ備前川橋
上部工事

茨城県土浦市 288日間 鋼橋上部工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/1/17 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 249,837,000 216,615,000 86.70%

杉田歩道橋上部工事 神奈川県横浜市磯子区 227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

2012/1/17 古河産機システムズ（株）
東京都千代田区丸の内２
－２－３

一般競争入札 有 250,656,000 215,250,000 85.87%

さがみ縦貫相模原ＩＣ谷原
橋下部工事

神奈川県相模原市南区 196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

2012/1/17 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 146,139,000 136,500,000 93.40%

さがみ縦貫相模原ＩＣ谷原
橋架替（その２）工事

神奈川県相模原市南区 318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

2012/1/17 古河産機システムズ（株）
東京都千代田区丸の内２
－２－３

一般競争入札 有 150,538,500 128,100,000 85.09%

さがみ縦貫葉山島排水ト
ンネル工事

神奈川県相模原市 708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

2012/1/17 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－７
－１

一般競争入札 有 841,081,500 789,522,300 93.87%
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Ｈ２３鬼怒川ダム統管内管
理施設補修工事

栃木県日光市 71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

2012/1/19 （株）栗山山本建設 栃木県日光市日向２４４ 一般競争入札 有 52,962,000 46,830,000 88.42%

Ｈ２３道の駅おおた標識設
置工事

群馬県太田市 71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 2012/1/19 （株）中井産業
群馬県高崎市八千代町２
－４－２６

一般競争入札 有 14,626,500 14,280,000 97.63%

蒲田立体排水設備工事 東京都大田区 224日間 機械設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2012/1/20 （株）鶴見製作所
大阪府大阪市鶴見区鶴見
４－１６－４０

一般競争入札 有 43,386,000 41,370,000 95.35%

蒲田立体照明設備工事 東京都大田区 224日間 電気設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2012/1/20 （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 76,954,500 76,650,000 99.60%

国立公文書館本館（１１）
建築改修その他工事

東京都千代田区 374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

2012/1/23 （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 532,350,000 515,550,000 96.84%

空港北トンネル他非常用
設備改修工事

東京都大田区 427日間 機械設備工事 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

2012/1/23 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１
１－１

一般競争入札 有 594,793,500 548,100,000 92.15%

圏央道市原地区改良その
６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

2012/1/23 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 190,123,500 166,215,000 87.42%

粟地先他２箇所災害復旧
工事

茨城県東茨城郡城里町
～ 茨城県那珂市

144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

2012/1/23 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 62,076,000 61,425,000 98.95%

Ｈ２３雁堤・木島地区環境
整備工事

静岡県富士市 67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

2012/1/23 （株）西尾組
静岡県富士市入山瀬２－
２－６

一般競争入札 有 24,570,000 24,150,000 98.29%

国道５０号大塚米沢電共
路面復旧工事

茨城県水戸市 158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

2012/1/24 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 160,839,000 139,125,000 86.50%

国道５０号結城西桜川電
共路面復旧工事

茨城県結城市 ～ 茨城県
桜川市

158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

2012/1/24 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 50,967,000 50,400,000 98.89%

Ｈ２３トンネル監視設備改
修工事

東京都大田区 ～ 東京都
新宿区

61日間 通信設備工事 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

2012/1/24 池野通建（株） 東京都北区岸町１－９－４ 一般競争入札 有 23,940,000 22,050,000 92.11%

管内道路情報表示設備改
修工事

東京都大田区 ～ 東京都
江戸川区

55日間 通信設備工事 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

2012/1/24 池野通建（株） 東京都北区岸町１－９－４ 一般競争入札 有 12,463,500 11,550,000 92.67%

稲荷川砂防堰堤除石工事 栃木県日光市 62日間 維持修繕工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2012/1/24 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 39,900,000 34,335,000 86.05%

厚生労働省上石神井庁舎
（１１）特高受変電設備工
事

東京都練馬区 157日間 受変電設備工事 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

2012/1/24 （株）東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 一般競争入札 有 298,725,000 259,350,000 86.82%

Ｈ２３鰐川他堤防護岸災害
復旧工事

茨城県鹿嶋市 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 2012/1/24 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 218,158,500 188,475,000 86.39%

さがみ縦貫城山ＩＣランプ
橋下部（その３）工事

神奈川県相模原市 675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

2012/1/24 （株）フジタ
東京都渋谷区千駄ケ谷４
－２５－２

一般競争入札 有 746,329,500 654,717,000 87.72%

中部横断城山トンネル他
工事

山梨県西八代郡市川三郷
町 ～ 山梨県南巨摩郡身
延町

1141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

2012/1/24
中部横断城山トンネル他
工事大成・岩田地崎特定
建設工事共同企業体

東京都新宿区西新宿６－
８－１

一般競争入札 有 5,361,457,500 4,692,450,000 87.52%

司法研修所（１１）エレベー
ター設備工事

埼玉県和光市 492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

2012/1/25 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２
－７－３

一般競争入札 有 71,620,500 67,200,000 93.83%

中部横断醍醐山トンネル
（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 796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

2012/1/25 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－７
－１

一般競争入札 有 3,302,890,500 2,889,390,000 87.48%

Ｈ２３上暮地歩道設置他工
事

山梨県富士吉田市 ～ 山
梨県都留市

156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

2012/1/26 （株）大森工務所
山梨県富士吉田市ときわ
台１－４－５

一般競争入札 有 173,817,000 168,000,000 96.65%

中部横断自動車道　北沢
橋下部工事

長野県南佐久郡佐久穂町 552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

2012/1/26 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 332,167,500 289,695,000 87.21%

皇居外苑（１１）濠水浄化
設備工事

東京都千代田区 398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

2012/1/27 （株）西原環境
東京都港区芝浦３－６－１
８

一般競争入札 有 563,745,000 535,500,000 94.99%

大月排水管路設置工事 山梨県大月市 155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

2012/1/27 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 295,071,000 270,900,000 91.81%



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表

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

国道５０号道路復旧（岩瀬
国道管内）工事

茨城県筑西市 ～ 茨城県
桜川市

125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

2012/1/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 113,431,500 101,640,000 89.60%

Ｈ２３サントル千波道路排
水設備修繕工事

茨城県水戸市 154日間 機械設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/1/27 （株）鶴見製作所
大阪府大阪市鶴見区鶴見
４－１６－４０

一般競争入札 有 18,931,500 18,165,000 95.95%

Ｈ２３・２４圏央道川田谷高
架橋１０上部工事

埼玉県桶川市 370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

2012/1/27 （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 464,404,500 406,350,000 87.50%

Ｈ２３湖北他堤防護岸災害
復旧工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
稲敷郡阿見町

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 2012/1/27 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 99,613,500 94,500,000 94.87%

警視庁第七機動隊（１１）
エレベーター設備工事

東京都府中市 612日間 機械設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2012/1/27 （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 53,896,500 49,245,000 91.37%

さがみ縦貫藤木沢第一橋
下部（その１）工事

神奈川県相模原市緑区 308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

2012/1/27 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 283,059,000 255,286,500 90.19%

農筑事本館（１１）機械設
備改修その他工事

茨城県つくば市 151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

2012/1/30 池田煖房工業（株）
北海道札幌市北区北１２
条西３－１－１０

一般競争入札 有 93,261,000 90,825,000 97.39%

Ｈ２３大事沢第５砂防堰堤
工事

栃木県日光市 1410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 2012/1/30 （株）大本組
岡山県岡山市内山下１－
１－１３

一般競争入札 有 714,787,500 640,500,000 89.61%

圏央道五霞ＩＣ橋下部その
７工事

茨城県猿島郡五霞町 330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

2012/1/30 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 286,734,000 249,165,000 86.90%

圏央道慶作前地区高架橋
下部その４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

2012/1/30 （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 241,216,500 212,100,000 87.93%

圏央道吉岡９号橋下部工
事

千葉県成田市 285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

2012/1/30 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 264,295,500 234,150,000 88.59%

Ｈ２３・２４圏央道下在来高
架橋（内回り）上部工事

埼玉県久喜市 351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

2012/1/30 古河産機システムズ（株）
東京都千代田区丸の内２
－２－３

一般競争入札 有 564,018,000 509,250,000 90.29%

Ｈ２３太田他堤防護岸災害
復旧工事

茨城県神栖市 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 2012/1/30 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 162,036,000 149,100,000 92.02%

圏央道大和田第２橋上部
他工事

千葉県市原市 360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

2012/1/31 日本車輌製造（株）
愛知県名古屋市熱田区三
本松町１－１

一般競争入札 有 250,698,000 219,450,000 87.54%

Ｈ２３潮来他堤防護岸災害
復旧工事

茨城県潮来市 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 2012/1/31 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 236,512,500 206,850,000 87.46%


