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蒲田地区舗装（その２）工
事

東京都大田区 336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

2012/3/1 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 140,427,000 120,750,000 85.99%

Ｈ２３湯舟橋耐震補強外工
事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
渋川市

302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 2012/3/1 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 258,951,000 225,960,000 87.26%

Ｈ２３広沢第二高架橋耐震
補強外工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
桐生市

302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 2012/3/1 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 218,830,500 194,040,000 88.67%

Ｈ２３倉賀野高架橋外補修
工事

群馬県藤岡市 ～ 群馬県
高崎市

302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 2012/3/1 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 279,384,000 239,925,000 85.88%

新４号薬師寺地区道路改
良その１工事

栃木県下野市 ～ 栃木県
河内郡上三川町

336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

2012/3/1 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 157,426,500 141,960,000 90.18%

新４号薬師寺地区道路改
良その２工事

栃木県下野市 ～ 栃木県
河内郡上三川町

336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

2012/3/1 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 147,546,000 131,775,000 89.31%

Ｈ２３西那須野道路外環境
整備工事

栃木県さくら市 ～ 栃木県
矢板市

336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

2012/3/1 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 63,199,500 54,915,000 86.89%

Ｈ２３飯綱町倉井防災工事 長野県上水内郡飯綱町 348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

2012/3/1 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島１
１４４

一般競争入札 有 205,768,500 178,500,000 86.75%

佐野高橋地区外橋梁補修
工事

栃木県佐野市 ～ 栃木県
足利市

304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

2012/3/1 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 271,519,500 245,700,000 90.49%

Ｈ２３宇都宮国道ＣＣＴＶ設
備工事

栃木県小山市 ～ 栃木県
下野市

302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

2012/3/1 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 146,223,000 144,900,000 99.10%

警視庁第二機動隊（１１）
機械設備工事

東京都江戸川区 649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 2012/3/1
（株）日立プラントテクノロ
ジー

東京都豊島区東池袋４－
５－２

一般競争入札 有 804,615,000 714,000,000 88.74%

水戸税務署平成２３年度
建築改修その他工事

茨城県水戸市 211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

2012/3/1 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 68,292,000 66,150,000 96.86%

橋本横断地下歩道外附帯
設備改修工事

神奈川県相模原市緑区
～ 東京都西多摩郡瑞穂
町

182日間 通信設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2012/3/2
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 21,861,000 21,735,000 99.42%

国道６号旭高架橋他補修
工事

茨城県日立市 298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

2012/3/2 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 117,757,500 117,600,000 99.87%

Ｈ２３新篠ノ井橋舗装修繕
他工事

長野県千曲市 ～ 長野県
上田市

363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

2012/3/2 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 182,238,000 158,340,000 86.89%

Ｈ２３須賀高潮堤防工事 神奈川県平塚市 150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

2012/3/2 （株）入内島土建
神奈川県藤沢市石川２－
２０－１

一般競争入札 有 68,334,000 62,842,500 91.96%

上武道路橋梁下部その２
工事

群馬県前橋市 270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 2012/3/2 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 228,952,500 204,750,000 89.43%

Ｈ２３田代第三床固工工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 335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 2012/3/2 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 138,862,500 121,485,000 87.49%

Ｈ２３昭和日本庭園歓楓亭
他改修工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

148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 2012/3/5 砂川建設（株）
東京都立川市砂川町５－
１７－８

一般競争入札 有 119,490,000 112,350,000 94.02%

１６号道路排水設備電源
改修工事

東京都八王子市 ～ 東京
都西多摩郡瑞穂町

179日間 受変電設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2012/3/5 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－１１
－６

一般競争入札 有 58,044,000 48,825,000 84.12%

Ｈ２３横浜町田立体耐震補
強工事

神奈川県横浜市 207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

2012/3/5 （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 140,196,000 132,615,000 94.59%

Ｈ２３山北地区他法面防災
工事

神奈川県横浜市神奈川区 207日間 法面処理工事 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

2012/3/5 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北４
－２－３５

一般競争入札 有 149,299,500 138,463,500 92.74%

Ｈ２３町道林・長野原線他
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 291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

2012/3/5 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町８
７８

一般競争入札 有 210,073,500 194,565,000 92.62%

Ｈ２３信州新町日原東防災
他工事

長野県長野市 240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

2012/3/5 （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 78,256,500 68,250,000 87.21%
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Ｈ２３置原橋舗装修繕他工
事

長野県長野市 295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

2012/3/5 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 128,971,500 110,775,000 85.89%

Ｈ２３高崎管内ＣＣＴＶ設備
工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

207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 2012/3/5 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 67,567,500 62,475,000 92.46%

Ｈ２３押立低水護岸工事 東京都府中市 347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

2012/3/5 土方建設（株）
東京都府中市美好町３－
４１－１５

一般競争入札 有 152,817,000 140,700,000 92.07%

上武道路今井町外改良工
事

群馬県前橋市 207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 2012/3/5 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町１
６８８－２

一般競争入札 有 70,612,500 67,200,000 95.17%

戸田公園下流堤防強化対
策（Ｈ２３）工事

埼玉県戸田市 354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 2012/3/5 （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 341,628,000 298,725,000 87.44%

大中低水護岸工事 栃木県さくら市 353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 2012/3/5 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 76,503,000 69,300,000 90.58%

堀込新田地区耐震補強工
事

栃木県足利市 300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

2012/3/5 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 294,073,500 259,980,000 88.41%

堀込原地区耐震補強工事 栃木県足利市 300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

2012/3/5 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 297,612,000 257,250,000 86.44%

Ｈ２３道の駅しもつけ発電
設備設置他工事

栃木県下野市 ～ 栃木県
小山市

298日間 受変電設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2012/3/5 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 31,815,000 31,185,000 98.02%

Ｈ２３滑川第二十五床固工
工事

群馬県高崎市 116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 2012/3/5 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 109,441,500 96,285,000 87.98%

Ｈ２３滑川第二十六・二十
七床固工工事

群馬県高崎市 116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 2012/3/5 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 129,990,000 114,030,000 87.72%

Ｈ２３中部横断渡々沢川橋
下部工事

山梨県南巨摩郡身延町 332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

2012/3/5 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 167,538,000 165,375,000 98.71%

国道２０号松原電線共同
溝路面復旧工事

東京都特別区 240日間
アスファルト舗装
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

2012/3/5 北川ヒューテック（株）
石川県金沢市神田１－１３
－１

一般競争入札 有 174,195,000 160,650,000 92.22%

Ｈ２３薗原ダム湖岸整備工
事

群馬県沼田市 297日間 一般土木工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/3/6 （有）佐藤建設工業
群馬県沼田市利根町多那
２２６８

一般競争入札 有 25,693,500 25,200,000 98.08%

Ｈ２３新樋口橋耐震補強工
事

神奈川県足柄上郡山北町 206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

2012/3/6 （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 55,881,000 49,350,000 88.31%

Ｈ２３笹山高架橋耐震補強
工事

神奈川県大和市 206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

2012/3/6 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 135,607,500 118,650,000 87.50%

Ｈ２３目黒高架橋耐震補強
他工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

206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

2012/3/6 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３－
１８－５

一般競争入札 有 130,074,000 115,500,000 88.80%

国道５１号柵町大橋他補
修工事

茨城県水戸市 294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

2012/3/6 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 131,355,000 122,850,000 93.53%

圏央道市原南地区改良そ
の１０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

2012/3/6 田中建設（株）
千葉県南房総市白子６６８
番地

一般競争入札 有 234,360,000 204,435,000 87.23%

圏央道市原南地区改良そ
の１１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

2012/3/6 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一宮
３１７８

一般競争入札 有 254,845,500 239,400,000 93.94%

Ｈ２３管内ネットワーク設備
工事

山梨県笛吹市 ～ 山梨県
中央市

24日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/3/6 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 24,685,500 20,160,000 81.67%

東京外環準備他工事 東京都世田谷区 239日間 一般土木工事
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

2012/3/6 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 137,886,000 122,850,000 89.10%

里川災害補修工事 茨城県常陸太田市 115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

2012/3/6 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 64,249,500 61,950,000 96.42%

前橋笠懸道路改良舗装工
事

群馬県みどり市 270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 2012/3/6 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 177,723,000 152,250,000 85.67%
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前橋笠懸道路歩道橋上部
工事

群馬県みどり市 270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 2012/3/6 （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 235,053,000 204,330,000 86.93%

石原跨線橋上部その３工
事

群馬県渋川市 115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 2012/3/6 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 37,716,000 33,253,500 88.17%

Ｈ２３今上落排水樋管ゲー
ト設備工事

千葉県流山市 351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 2012/3/6 （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 45,255,000 42,000,000 92.81%

向島税務署（１１）建築改
修その他工事

東京都墨田区 178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 2012/3/6
（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 61,866,000 58,905,000 95.21%

水戸地方気象台増築その
他（１１）建築工事

茨城県水戸市 297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

2012/3/6 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 209,475,000 200,550,000 95.74%

茨城県警察学校生徒寮（１
１）機械設備工事

茨城県東茨城郡茨城町 724日間
暖冷房衛生設備
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

2012/3/6 新日本空調（株）
東京都中央区日本橋浜町
２－３１－１

一般競争入札 有 255,255,000 227,850,000 89.26%

圏央道幸手地区地盤改良
その２工事

埼玉県幸手市 220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

2012/3/6 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 280,423,500 241,290,000 86.04%

本村１丁目電線共同溝工
事

神奈川県茅ヶ崎市 147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

2012/3/6 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区社
台３ー１２５

一般競争入札 有 158,466,000 140,700,000 88.79%

新杉田共同溝路面復旧他
工事

神奈川県横浜市磯子区 147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

2012/3/6 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 149,677,500 127,575,000 85.23%

Ｈ２３管内耐震補強補修・
防災工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市緑区

358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

2012/3/7 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 158,802,000 147,000,000 92.57%

Ｈ２３霞ヶ浦河川事務所画
像蓄積設備整備工事

茨城県潮来市 146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 2012/3/7 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 42,325,500 37,800,000 89.31%

新４号向坪地区他改良工
事

茨城県猿島郡境町 ～ 茨
城県古河市

268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

2012/3/7 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 119,542,500 115,500,000 96.62%

Ｈ２３松田地区他法面防災
工事

神奈川県横浜市神奈川区 205日間 法面処理工事 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

2012/3/7 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 103,530,000 99,435,000 96.04%

国道６・５０号管内電共路
面復旧工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
日立市

238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

2012/3/7 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区社
台３ー１２５

一般競争入札 有 136,269,000 118,440,000 86.92%

川岸堤防強化対策（Ｈ２３）
工事

埼玉県戸田市 352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 2012/3/7 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 397,488,000 347,550,000 87.44%

板橋税務署平成２３年度
建築改修その他工事

東京都板橋区 268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

2012/3/7 （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 161,700,000 148,575,000 91.88%

群馬県警察学校生徒寮他
（１１）建築その他工事

群馬県前橋市 602日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2012/3/7 （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 1,000,545,000 916,650,000 91.62%

Ｈ２３東畑地先地盤改良工
事

埼玉県羽生市 114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

2012/3/7 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 79,600,500 68,250,000 85.74%

Ｈ２３堤地先地盤改良工事 埼玉県羽生市 114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

2012/3/7 （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 93,313,500 80,850,000 86.64%

Ｈ２３米宮地先地盤改良工
事

埼玉県羽生市 114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

2012/3/7 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 84,325,500 72,450,000 85.92%

Ｈ２３河口部導流堤関連浚
渫工事

茨城県神栖市 202日間
河川しゅんせつ
工事

利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2012/3/7 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 151,546,500 125,580,000 82.87%

Ｈ２３潮来管内外災害復旧
維持工事

茨城県潮来市 ～ 千葉県
香取市

113日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/3/8 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 183,120,000 163,800,000 89.45%

Ｈ２３波崎・鉾田管内災害
復旧維持工事

茨城県神栖市 ～ 茨城県
行方市

113日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/3/8 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７２６
－２

一般競争入札 有 241,006,500 215,250,000 89.31%

霞ヶ浦電気通信補修工事 茨城県潮来市 145日間 受変電設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/3/8 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－１１
－６

一般競争入札 有 41,590,500 38,325,000 92.15%
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Ｈ２３新４号上三川地区道
路改良工事

栃木県河内郡上三川町 329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

2012/3/8 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上１
１４０

一般競争入札 有 132,720,000 122,010,000 91.93%

Ｈ２３横浜国道管内東地区
橋面防水他工事

神奈川県横浜市神奈川区 204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

2012/3/8 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 139,639,500 121,065,000 86.70%

北千葉道路北須賀・船形
地区改良その４工事

千葉県成田市 357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

2012/3/8 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町栗
山３１９５－１

一般競争入札 有 290,619,000 268,800,000 92.49%

北千葉道路北須賀・船形
地区改良その５工事

千葉県成田市 357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

2012/3/8 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 284,056,500 250,950,000 88.35%

浮間二丁目堤防強化対策
（Ｈ２３）工事

東京都北区 351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 2012/3/8 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 683,655,000 599,550,000 87.70%

Ｈ２３中川彦倉一丁目地区
築堤工事

埼玉県三郷市 354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 2012/3/8 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 395,115,000 350,175,000 88.63%

Ｈ２３松戸水門外進入路整
備工事

千葉県松戸市 356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 2012/3/8 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 283,279,500 247,695,000 87.44%

市川大橋（山側）上部補修
その１工事

千葉県市川市 357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

2012/3/8 横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４－
１４－５

一般競争入札 有 185,314,500 183,750,000 99.16%

前橋地家裁桐生支部（１
１）建築改修その他工事

群馬県桐生市 145日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2012/3/8 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 171,465,000 151,200,000 88.18%

圏央道高尾山ＩＣ歩道橋工
事

東京都八王子市 210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

2012/3/8 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３ 一般競争入札 有 38,745,000 34,650,000 89.43%

圏央道三坂新田高架橋Ｂ
Ｒ６下部その１工事

茨城県常総市 270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

2012/3/9 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 149,499,000 145,950,000 97.63%

富士川下流出張所耐震補
強その他工事

静岡県富士市 ～ 山梨県
笛吹市

113日間 建築工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/3/9 （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 15,991,500 15,225,000 95.21%

Ｈ２３中部横断矢沢川橋上
部（その２）工事

山梨県南巨摩郡南部町 315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

2012/3/9 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 222,978,000 194,985,000 87.45%

茨城県警察学校生徒寮（１
１）建築その他工事

茨城県東茨城郡茨城町 721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

2012/3/9 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 855,750,000 844,200,000 98.65%

２０号相模原市緑区吉野
歩道整備他工事

神奈川県相模原市 ～ 東
京都八王子市

286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

2012/3/9 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 86,688,000 79,800,000 92.05%

さがみ縦貫相模原地区改
良工事

神奈川県相模原市緑区 356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

2012/3/9 大野土建（株）
神奈川県相模原市中央区
千代田３－１９－９

一般競争入札 有 292,939,500 283,500,000 96.78%

Ｈ２３笹目橋（下り線）落橋
防止装置設置工事

東京都板橋区 ～ 埼玉県
和光市

294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

2012/3/9 （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 162,687,000 139,755,000 85.90%

Ｈ２３綾瀬排水機場ポンプ
設備修繕工事

東京都葛飾区 343日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/3/9
（株）日立プラントテクノロ
ジー

東京都豊島区東池袋４－
５－２

一般競争入札 有 129,328,500 126,000,000 97.43%

水戸・日立国道管内防災
工事

茨城県日立市 288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

2012/3/12 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 97,377,000 89,250,000 91.65%

北千葉道路環境整備その
５工事

千葉県成田市 384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

2012/3/12 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 245,626,500 223,650,000 91.05%

甲府管内ＣＣＴＶカメラ設置
工事

山梨県甲州市 ～ 山梨県
笛吹市

233日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/3/12 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 131,008,500 111,615,000 85.20%

Ｈ２３百草低水護岸工事 東京都日野市 357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

2012/3/12 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 274,155,000 238,350,000 86.94%

Ｈ２３第一調節池管理設備
修繕工事

埼玉県さいたま市 325日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/3/12 （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 230,191,500 225,750,000 98.07%

さがみ縦貫宮山地区改良
工事

神奈川県高座郡寒川町 233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

2012/3/12 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 290,440,500 288,750,000 99.42%



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

圏央道神崎ＩＣ改良その１
３工事

千葉県香取郡神崎町 200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

2012/3/12 遠藤建設（株） 千葉県旭市後草７５ 一般競争入札 有 275,593,500 237,825,000 86.30%

常陸管内照明設備改修
（その１）工事

茨城県水戸市 263日間 電気設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/3/12 （株）万代電気工業
埼玉県さいたま市桜区中
島２－２２－１

一般競争入札 有 117,936,000 109,410,000 92.77%

常陸管内照明設備改修
（その２）工事

茨城県水戸市 200日間 電気設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/3/12 （株）万代電気工業
埼玉県さいたま市桜区中
島２－２２－１

一般競争入札 有 81,448,500 70,140,000 86.12%

Ｈ２３綾瀬川手代護岸整備
工事

埼玉県草加市 347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 2012/3/12 三ツ和総合建設業（同）
埼玉県さいたま市大宮区
上小町５３５

一般競争入札 有 179,319,000 168,000,000 93.69%

Ｈ２３江戸川管内土砂改良
工事

埼玉県吉川市 346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 2012/3/12 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 122,220,000 109,200,000 89.35%

Ｈ２３早稲田一丁目地区堤
防整備工事

埼玉県三郷市 351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 2012/3/12 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 264,862,500 228,690,000 86.34%

Ｈ２３茂田井地区堤防整備
工事

埼玉県三郷市 347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 2012/3/12 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 125,559,000 120,750,000 96.17%

Ｈ２３岩野木地区堤防整備
工事

埼玉県三郷市 351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 2012/3/12 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１８
－１

一般競争入札 有 152,355,000 132,090,000 86.70%

船橋出張所管内災害補修
工事

千葉県千葉市花見川区
～ 千葉県浦安市

109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

2012/3/12 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 94,405,500 81,585,000 86.42%

飯山法務総合庁舎（１１）
建築改修その他工事

長野県飯山市 109日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2012/3/12 （株）北條組
長野県長野市大字村山３
４８－１

一般競争入札 有 65,320,500 61,530,000 94.20%

２０号調布市歩道バリアフ
リー化（その３）他工事

東京都調布市 283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

2012/3/12 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区社
台３ー１２５

一般競争入札 有 183,235,500 159,915,000 87.27%

圏央道高尾山ＩＣ改良（そ
の２）工事

東京都八王子市 210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

2012/3/12 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－２２
－１

一般競争入札 有 222,075,000 194,250,000 87.47%

さがみ縦貫城山ＩＣ改良（そ
の５）工事

神奈川県相模原市緑区 325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

2012/3/12 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 273,273,000 242,550,000 88.76%

圏央道神崎ＩＣ改良その１
６工事

千葉県香取郡神崎町 207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

2012/3/12 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 284,886,000 245,490,000 86.17%

圏央道下総ＩＣ改良その２
工事

千葉県成田市 291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

2012/3/12 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２０９
７－３８

一般競争入札 有 158,529,000 147,525,000 93.06%

圏央道高須賀第２跨道橋
設置工事

茨城県つくば市 270日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

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

2012/3/12 オリエンタル白石（株）
東京都江東区豊洲５－６
－５２

一般競争入札 有 86,562,000 75,600,000 87.34%

鹿嶋国道管内交通安全施
設整備（その２）工事

茨城県鹿嶋市 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

2012/3/13 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 73,846,500 68,250,000 92.42%

Ｈ２３岩淵水門ゲート設備
改修工事

東京都北区 339日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/3/13 （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 299,386,500 270,060,000 90.20%

国道６号千代田石岡ＢＰ東
田中高架橋下部（３）他工
事

茨城県石岡市 171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

2012/3/13 （株）加藤建設
愛知県海部郡蟹江町大字
蟹江新田字下市場１９－１

一般競争入札 有 154,465,500 133,192,500 86.23%

山田川災害補修工事 茨城県常陸太田市 108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

2012/3/13 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２－
１１－３

一般競争入札 有 58,506,000 56,700,000 96.91%

Ｈ２３越辺川正代築堤護岸
工事

埼玉県東松山市 353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 2012/3/13 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 149,646,000 132,195,000 88.34%

さがみ縦貫相模原ＩＣＦラン
プ改良工事

神奈川県相模原市南区 171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

2012/3/13 オリエンタル白石（株）
東京都江東区豊洲５－６
－５２

一般競争入札 有 247,768,500 241,500,000 97.47%

圏央道神崎ＩＣ改良その１
４工事

千葉県香取郡神崎町 199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

2012/3/13 村樫建設工業（株）
千葉県印旛郡栄町酒直台
２－１－１０

一般競争入札 有 209,265,000 183,750,000 87.81%

長野県警察学校炊食浴棟
（１１）建築工事

長野県長野市 282日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2012/3/13 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 286,335,000 253,050,000 88.38%
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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
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Ｈ２３松本国道出張所他庁
舎等修繕工事

長野県岡谷市 ～ 長野県
松本市

140日間 建築工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2012/3/13 （株）ユアーテクノ
長野県松本市大字和田３
９６７－１８

一般競争入札 有 9,922,500 9,838,500 99.15%

Ｈ２３堀切菖蒲水門ゲート
設備改修工事

東京都葛飾区 339日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/3/13 （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 297,265,500 270,060,000 90.85%

圏央道神崎ＩＣ改良その１
５工事

千葉県香取郡神崎町 199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

2012/3/13 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町木
戸１０１１０

一般競争入札 有 278,334,000 240,240,000 86.31%

圏央道神崎ＩＣ改良その１
７工事

千葉県香取郡神崎町 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

2012/3/13 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 293,412,000 262,500,000 89.46%

Ｈ２３所ノ沢砂防堰堤補強
工事

群馬県多野郡上野村 231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 2012/3/14 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１５７
９番地

一般競争入札 有 79,800,000 68,775,000 86.18%

Ｈ２３胡桃平第二砂防堰堤
補強工事

群馬県多野郡上野村 231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 2012/3/14 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１５７
９番地

一般競争入札 有 64,050,000 56,175,000 87.70%

Ｈ２３新川通地先地盤改良
工事

埼玉県加須市 107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

2012/3/14 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 105,178,500 89,880,000 85.45%

３５７号お台場中央連絡橋
工事

東京都港区 ～ 東京都江
東区

625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

2012/3/15
３５７号お台場中央連絡橋工
事鹿島・ＩＨＩインフラシステム・
川田工業異工種共同企業体

東京都港区元赤坂１－３
－８

一般競争入札 有 2,972,875,500 2,401,350,000 80.78%

Ｈ２３歩道橋他照明設備工
事（その１）

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県草加市

138日間 電気設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2012/3/15 （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 99,928,500 91,665,000 91.73%

Ｈ２３歩道橋他照明設備工
事（その２）

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県川越市

169日間 電気設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2012/3/15 （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 50,148,000 49,560,000 98.83%

水戸国道管内路面復旧工
事

茨城県水戸市 260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

2012/3/15 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３２５
８

一般競争入札 有 122,041,500 114,870,000 94.12%

日立国道管内路面復旧工
事

茨城県日立市 ～ 茨城県
高萩市

260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

2012/3/15 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 122,398,500 110,250,000 90.07%

鹿嶋国道管内路面復旧工
事

茨城県鹿嶋市 260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

2012/3/15 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 119,773,500 113,400,000 94.68%

Ｈ２３京浜管内遠隔監視操
作制御設備工事

東京都大田区 ～ 神奈川
県横浜市鶴見区

280日間 機械設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2012/3/15
（株）日立プラントテクノロ
ジー

東京都豊島区東池袋４－
５－２

一般競争入札 有 86,782,500 83,895,000 96.67%

千住新橋左岸自然再生
（Ｈ２３）工事

東京都足立区 322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 2012/3/15 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 106,134,000 105,000,000 98.93%

岩淵堤防強化対策（Ｈ２３）
工事

東京都北区 354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 2012/3/15 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 264,957,000 236,250,000 89.17%

新田堤防強化対策（Ｈ２３）
工事

東京都足立区 354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 2012/3/15 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 268,821,000 236,250,000 87.88%

Ｈ２３管内建物改修工事 千葉県野田市 138日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/3/15 （株）宮城建設 千葉県柏市豊住３－２－７ 一般競争入札 有 6,688,500 6,247,500 93.41%

Ｈ２３大堀川注水施設ポン
プ設備修繕工事

千葉県流山市 230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 2012/3/15 新菱工業（株）
東京都千代田区神田多町
２－９－２

一般競争入札 有 9,618,000 9,450,000 98.25%

群馬県警察機動隊宿舎（１
１）機械設備その他改修工
事

群馬県前橋市 106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 2012/3/15 （株）キンケン
群馬県桐生市相生町２－
５８８－５９

一般競争入札 有 10,605,000 8,337,000 78.61%

Ｈ２３内田地先地盤改良工
事

埼玉県羽生市 106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

2012/3/15 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 86,677,500 74,550,000 86.01%

Ｈ２３下川原地先地盤改良
工事

埼玉県羽生市 106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

2012/3/15 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 66,958,500 57,750,000 86.25%

Ｈ２３旗井地先地盤改良工
事

埼玉県加須市 106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

2012/3/15 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 136,773,000 121,275,000 88.67%

圏央道境地区改良他工事
茨城県猿島郡境町 ～ 茨
城県坂東市

199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

2012/3/15 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 208,320,000 179,550,000 86.19%
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大井環七立体（海側）改良
工事

東京都品川区 ～ 東京都
大田区

242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

2012/3/16 （株）ナカノフドー建設
東京都千代田区九段北４
－２－２８

一般競争入札 有 139,293,000 132,300,000 94.98%

大井環七立体（山側）改良
工事

東京都大田区 259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

2012/3/16 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 217,759,500 189,000,000 86.79%

Ｈ２３遅沢川水質実験施設
等撤去工事

群馬県吾妻郡草津町 126日間 建築工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/3/16 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 16,653,000 15,540,000 93.32%

国道２０号甲府地区他道
路改良工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
甲斐市

229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

2012/3/16 昭和建設（株）
山梨県甲州市塩山熊野８
０－１

一般競争入札 有 127,081,500 120,750,000 95.02%

笛吹川出張所電気通信設
備移設工事

山梨県笛吹市 ～ 山梨県
山梨市

106日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/3/16
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 27,699,000 26,880,000 97.04%

練馬法務出張所増築棟（１
１）新営その他工事

東京都練馬区 196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

2012/3/16 （株）興建社
東京都杉並区荻窪５－１８
－１４

一般競争入札 有 118,335,000 117,180,000 99.02%

Ｈ２３遅沢川第１・２帯護岸
工事

群馬県吾妻郡長野原町 248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 2012/3/16 （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 99,477,000 85,575,000 86.02%

Ｈ２３越本護岸工事 群馬県利根郡片品村 287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 2012/3/16 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 117,148,500 100,800,000 86.04%

Ｈ２３栢ヶ舞地区アンカー
工工事

群馬県藤岡市 287日間 法面処理工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2012/3/16 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 155,274,000 141,750,000 91.29%

Ｈ２３清水橋架替外工事 群馬県高崎市 374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 2012/3/16 （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 125,895,000 120,750,000 95.91%

Ｈ２３三ノ輪交差点歩道橋
昇降施設新築工事

東京都台東区 168日間 建築工事 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

2012/3/16 （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 159,600,000 151,567,500 94.97%

Ｈ２３管内耐震補強補修
（その２）工事

東京都町田市 346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

2012/3/19 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先１
－１１－１８

一般競争入札 有 208,488,000 181,650,000 87.13%

Ｈ２３管内橋梁補修その２
工事

山梨県大月市 ～ 山梨県
南都留郡鳴沢村

284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

2012/3/19 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 224,154,000 200,340,000 89.38%

Ｈ２３荒川河口橋左岸高架
橋耐震補強工事

東京都江戸川区 256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

2012/3/19 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 278,701,500 255,675,000 91.74%

Ｈ２３金町高架橋耐震補強
工事

東京都葛飾区 172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

2012/3/19 （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 94,090,500 86,415,000 91.84%

Ｈ２３馬入橋塗装（その３）
工事

神奈川県平塚市 193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

2012/3/19 建装工業（株）
東京都港区西新橋３－１１
－１

一般競争入札 有 90,982,500 77,962,500 85.69%

３５７号湾岸千葉地区舗装
補修他工事

千葉県千葉市中央区 226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

2012/3/19 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 124,561,500 113,190,000 90.87%

日光砂防倉庫改修工事 栃木県日光市 102日間 建築工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2012/3/19 （株）八興建設
栃木県日光市千本木３７９
－２

一般競争入札 有 7,980,000 7,455,000 93.42%

Ｈ２３上武道路標識設置工
事

群馬県前橋市 134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 2012/3/19 ダイケンテクノ（株）
群馬県前橋市駒形町５１９
－２

一般競争入札 有 69,331,500 65,940,000 95.11%

Ｈ２３荒川左岸光ケーブル
布設工事

東京都北区 ～ 東京都足
立区

277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 2012/3/19 （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 72,943,500 65,100,000 89.25%

大輪（中）築堤工事 茨城県常総市 357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 2012/3/19 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 156,019,500 146,160,000 93.68%

Ｈ２３管内車両用防護柵設
置工事

神奈川県中郡大磯町 ～
神奈川県横浜市神奈川区

193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

2012/3/19 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央４－３２－１５

一般競争入札 有 175,098,000 160,650,000 91.75%

Ｈ２３太田排水樋管遠方監
視操作設備工事

茨城県神栖市 ～ 千葉県
香取市

270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 2012/3/19
（株）日立プラントテクノロ
ジー

東京都豊島区東池袋４－
５－２

一般競争入札 有 51,240,000 46,305,000 90.37%

Ｈ２３小武川崩壊地対策工
事

山梨県韮崎市 180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

2012/3/19 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 110,733,000 105,840,000 95.58%
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Ｈ２３釜無川第６崩壊地対
策工事

長野県諏訪郡富士見町 180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

2012/3/19 藤森土木建設（株）
長野県諏訪市上川２－２１
９２－２

一般競争入札 有 83,926,500 81,900,000 97.59%

Ｈ２３胡桃草里沢工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 180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

2012/3/19 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 118,314,000 113,400,000 95.85%

Ｈ２３中部横断楮根川仮橋
設置（その２）工事

山梨県南巨摩郡南部町 277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

2012/3/19 （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 174,342,000 168,000,000 96.36%

中部横断自動車道　佐久
穂工事用道路４工事

長野県南佐久郡佐久穂町 226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

2012/3/19 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀緑
町１６３１－３

一般競争入札 有 258,804,000 230,475,000 89.05%

中部横断自動車道　小海
地区工事用道路整備２工
事

長野県南佐久郡小海町 193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

2012/3/19 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２－
２５

一般競争入札 有 109,956,000 96,075,000 87.38%

圏央道慶作前地区高架橋
下部その５工事

埼玉県幸手市 260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

2012/3/19 （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 293,464,500 252,840,000 86.16%

さがみ縦貫中沢第二橋下
部他工事

神奈川県相模原市緑区 371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

2012/3/19 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 276,202,500 238,350,000 86.30%

さがみ縦貫藤木沢第一橋
下部（その２）工事

神奈川県相模原市緑区 356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

2012/3/19 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 293,758,500 259,350,000 88.29%

長津田電線共同溝路面復
旧工事

神奈川県横浜市緑区 ～
東京都町田市

266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

2012/3/19 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区新
横浜１－１３－３

一般競争入札 有 97,492,500 94,290,000 96.72%

国道１６号町田立体鋼製
橋脚（その９）工事

東京都町田市 369日間 鋼橋上部工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2012/3/21 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 228,963,000 202,650,000 88.51%

国道６号水戸大橋他補修
工事

茨城県水戸市 279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

2012/3/21 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 130,368,000 127,050,000 97.45%

国道５０号常盤橋補修工
事

茨城県桜川市 279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

2012/3/21 横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４－
１４－５

一般競争入札 有 212,835,000 183,750,000 86.33%

Ｒ３５７路面映像監視設備
設置工事

東京都江戸川区 ～ 東京
都江東区

163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

2012/3/21 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 200,970,000 170,625,000 84.90%

防災用映像監視設備設置
工事

東京都中央区 ～ 東京都
新宿区

163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

2012/3/21 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 44,992,500 40,425,000 89.85%

国道６号土浦ＢＰ桜川橋下
部補強工事

茨城県土浦市 282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

2012/3/21 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２－
１１－３

一般競争入札 有 286,681,500 265,650,000 92.66%

国道６号土浦ＢＰ筑波鉄道
跨線橋下部補強工事

茨城県土浦市 191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

2012/3/21 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３－
７－１

一般競争入札 有 134,809,500 117,810,000 87.39%

Ｈ２３根本排水機場外建築
改修工事

千葉県市川市 ～ 東京都
葛飾区

132日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/3/21 （株）宮城建設 千葉県柏市豊住３－２－７ 一般競争入札 有 31,510,500 29,925,000 94.97%

会計検査院安中研修所（１
１）機械設備改修その他工
事

群馬県安中市 100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 2012/3/21 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 15,960,000 14,910,000 93.42%

４号氏家矢板バイパスさく
ら馬場改良舗装工事

栃木県さくら市 368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

2012/3/22 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 136,174,500 123,900,000 90.99%

４号氏家矢板バイパス馬
場・長久保舗装工事

栃木県さくら市 368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

2012/3/22 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 299,134,500 257,880,000 86.21%

４号氏家矢板バイパス片
岡地区舗装工事

栃木県矢板市 368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

2012/3/22 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 291,259,500 256,200,000 87.96%

Ｈ２３羽川歩道整備（その
２）工事

栃木県小山市 162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

2012/3/22 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３２５
８

一般競争入札 有 110,250,000 101,325,000 91.90%

Ｈ２３・２４上尾道路畔吉地
区改良その２工事

埼玉県上尾市 342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

2012/3/23 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 298,830,000 260,400,000 87.14%

Ｈ２３霞ヶ浦河川事務所Ｃ
ＣＴＶ設備整備工事

茨城県潮来市 127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 2012/3/26 （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 49,654,500 47,250,000 95.16%
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甲府管内道路照明灯設置
工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
甲斐市

219日間 電気設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/3/26 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１－
５－４６

一般競争入札 有 77,815,500 70,066,500 90.04%

常陸管内照明設備改修
（その３）工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
鹿嶋市

186日間 電気設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/3/26 （株）江口電気商会
茨城県稲敷郡河内町金江
津４０８８－１

一般競争入札 有 81,679,500 56,700,000 69.42%

中部横断自動車道　小海
地区工事用道路整備１工
事

長野県南佐久郡小海町 219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

2012/3/26 （株）安井建設
長野県佐久市取出町４５０
－５

一般競争入札 有 105,388,500 90,510,000 85.88%

さがみ縦貫城山第三跨道
橋上部工事

神奈川県相模原市緑区 219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

2012/3/26 （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 61,572,000 53,550,000 86.97%

Ｈ２３川尻地区他堤脚水路
設置工事

茨城県神栖市 339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 2012/3/26 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 161,290,500 149,100,000 92.44%

Ｈ２３相武国道管内照明灯
改修（その２）工事

東京都調布市 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

2012/3/27 山加電業（株）
東京都新宿区西早稲田２
－２０－９

一般競争入札 有 50,683,500 50,400,000 99.44%

常陸管内照明設備改修
（その４）工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
笠間市

185日間 電気設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/3/27 （株）久工 茨城県笠間市南吉原１３２ 一般競争入札 有 79,579,500 63,840,000 80.22%

中部横断自動車道　宮の
入改良２工事

長野県南佐久郡佐久穂町 218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

2012/3/27 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 276,969,000 238,035,000 85.94%

さがみ縦貫中沢第一橋
（下り線）上部工事

神奈川県相模原市緑区 363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

2012/3/27 川田工業（株） 富山県南砺市苗島４６１０ 一般競争入札 有 206,451,000 178,090,500 86.26%

さがみ縦貫中沢第二橋
（下り線）上部工事

神奈川県相模原市緑区 363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

2012/3/27 （株）東京鐵骨橋梁
茨城県取手市下高井１０２
０

一般競争入札 有 87,822,000 76,020,000 86.56%

Ｈ２３笹目水門ゲート設備
改修工事

埼玉県戸田市 325日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/3/27 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和区
岸町７－１－７

一般競争入札 有 182,731,500 166,950,000 91.36%

圏央道水海道ＩＣ改良その
他工事

茨城県常総市 ～ 茨城県
つくば市

270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

2012/3/27 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 248,262,000 222,600,000 89.66%

平成２３年度荒川右岸取
付高架橋耐震補強その２
工事

埼玉県和光市 275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

2012/3/28 （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 182,868,000 178,500,000 97.61%

平成２３年度荒川右岸取
付高架橋耐震補強その１
工事

埼玉県和光市 275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

2012/3/28 大和小田急建設（株）
東京都新宿区西新宿４－
３２－２２

一般競争入札 有 148,134,000 128,940,000 87.04%

国道５０号大塚高架橋他
補修工事

茨城県水戸市 272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

2012/3/28 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 94,069,500 89,250,000 94.88%

さがみ縦貫相模原ＩＣ当麻
地区道路改良工事

神奈川県相模原市南区 156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

2012/3/28 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 299,638,500 281,295,000 93.88%

圏央道沼田・駒塚跨道橋
設置工事

茨城県稲敷市 330日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

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

2012/3/28 三井住友建設（株） 東京都中央区佃２－１－６ 一般競争入札 有 291,133,500 262,500,000 90.16%

Ｈ２３神崎成田地区改良そ
の他工事

千葉県香取郡神崎町 ～
千葉県成田市

330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

2012/3/28 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町木
戸１０１１０

一般競争入札 有 146,443,500 132,300,000 90.34%

長野県警察学校炊食浴棟
（１１）機械設備工事

長野県長野市 267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 2012/3/28 金澤工業（株）
長野県長野市大字中御所
岡田町１５７－１

一般競争入札 有 172,935,000 166,425,000 96.24%

国道１７号志村・舟渡電線
共同溝路面復旧工事

東京都特別区 275日間
アスファルト舗装
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

2012/3/28 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１－
１２－８

一般競争入札 有 158,686,500 139,125,000 87.67%

圏央道神崎ＩＣ改良その１
８工事

千葉県香取郡神崎町 184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

2012/3/28 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 218,337,000 191,047,500 87.50%

圏央道神崎ＩＣ改良その１
９工事

千葉県香取郡神崎町 240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

2012/3/28 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町栗
山３１９５－１

一般競争入札 有 296,026,500 259,035,000 87.50%

圏央道稲敷沼田地区改良
外工事

茨城県稲敷市 275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

2012/3/28 （株）淺沼組
大阪府大阪市天王寺区東
高津町１２ー６

一般競争入札 有 271,404,000 253,050,000 93.24%

圏央道成田成井地区改良
その１工事

千葉県成田市 330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

2012/3/28 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 272,916,000 243,390,000 89.18%
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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

圏央道猿島岩井ＩＣ改良そ
の他工事

茨城県坂東市 ～ 茨城県
常総市

330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

2012/3/28 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－２２
－１

一般競争入札 有 206,430,000 181,335,000 87.84%

圏央道高須賀第２高架橋
下部その１工事

茨城県つくば市 270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

2012/3/28 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 204,277,500 182,700,000 89.44%

国道１６号町田立体改良
（その９）工事

東京都町田市 246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

2012/3/29 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区小
雀町１２９－３

一般競争入札 有 95,067,000 93,450,000 98.30%

国道２４６号新石川電線共
同溝その他工事

神奈川県横浜市青葉区 185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

2012/3/29 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区小
雀町１２９－３

一般競争入札 有 78,886,500 71,400,000 90.51%

国道５１号防災工事 茨城県鹿嶋市 271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

2012/3/29 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 89,670,000 76,335,000 85.13%

中部横断戸栗川橋下部他
工事

山梨県南巨摩郡南部町 358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

2012/3/29 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－１０
－２７

一般競争入札 有 246,897,000 233,100,000 94.41%

Ｈ２３守谷出張所給水改修
工事

茨城県守谷市 92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

2012/3/29 （株）セイビ
茨城県龍ケ崎市佐貫町４
９３－８

一般競争入札 有 5,481,000 5,229,000 95.40%

旭町地区他１ヵ所電線共
同溝工事

神奈川県川崎市川崎区
～ 神奈川県横浜市青葉
区

276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

2012/3/30 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 129,759,000 113,400,000 87.39%

Ｈ２３小諸歩道設置他工事
長野県小諸市 ～ 長野県
埴科郡坂城町

215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
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2012/3/30 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 134,883,000 119,700,000 88.74%

上石田地区舗装（その１）
工事

山梨県甲府市 357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

2012/3/30 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 279,037,500 242,550,000 86.92%

下今井地区改良舗装工事 山梨県甲斐市 357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

2012/3/30 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 208,320,000 186,900,000 89.72%

中部横断下山地区他改良
工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

350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

2012/3/30 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 247,170,000 228,900,000 92.61%

鹿沼税務署外１件（１１）建
築改修その他工事

栃木県鹿沼市 ～ 栃木県
栃木市

123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

2012/3/30 （株）八興建設
栃木県日光市千本木３７９
－２

一般競争入札 有 35,605,500 25,924,500 72.81%

日光労基署（１１）建築改
修その他工事

栃木県日光市 91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

2012/3/30 （株）八興建設
栃木県日光市千本木３７９
－２

一般競争入札 有 35,826,000 30,114,000 84.06%

Ｈ２３－２４長野国道管内
改良工事

長野県茅野市 ～ 長野県
長野市

335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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2012/3/30 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－１
－１７

一般競争入札 有 70,917,000 61,215,000 86.32%


