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Ｈ２４久慈川下流管内維持
管理（その１）工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
那珂郡東海村

363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

2012/4/2 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３－
６－７

一般競争入札 有 35,952,000 34,860,000 96.96%

Ｈ２４久慈川下流管内維持
管理（その２）工事

茨城県常陸太田市 363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

2012/4/2 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才町
６２０

一般競争入札 有 19,803,000 18,900,000 95.44%

Ｈ２４久慈川上流管内維持
管理（その１）工事

茨城県那珂市 ～ 茨城県
常陸太田市

363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

2012/4/2 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町２
６７

一般競争入札 有 49,350,000 48,825,000 98.94%

Ｈ２４久慈川上流管内維持
管理（その２）工事

茨城県常陸太田市 363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

2012/4/2 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 30,807,000 29,715,000 96.46%

Ｈ２４那珂川上流管内維持
管理工事

栃木県大田原市 ～ 栃木
県那須烏山市

363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

2012/4/2 鈴木建設（株）
栃木県那須郡那珂川町富
山１７８

一般競争入札 有 33,505,500 27,930,000 83.36%

Ｈ２４那珂管内維持管理
（その１）工事

茨城県那珂市 ～ 茨城県
常陸大宮市

363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

2012/4/2 （株）瀧工務店
茨城県常陸大宮市富岡１
９１

一般競争入札 有 34,356,000 33,600,000 97.80%

Ｈ２４那珂管内維持管理
（その２）工事

茨城県那珂市 ～ 茨城県
常陸大宮市

363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

2012/4/2 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田町
１５－３

一般競争入札 有 29,473,500 27,825,000 94.41%

Ｈ２４水戸管内維持管理
（その１）工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県水戸市

363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

2012/4/2 （株）鶴田組
茨城県那珂市菅谷４４５８
－７３

一般競争入札 有 30,345,000 30,030,000 98.96%

Ｈ２４水戸管内維持管理
（その２）工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県水戸市

363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

2012/4/2 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１１９
９

一般競争入札 有 46,315,500 43,785,000 94.54%

Ｈ２４水戸国道維持工事 茨城県水戸市 363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

2012/4/2 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 131,082,000 128,100,000 97.73%

Ｈ２４土浦国道維持工事 茨城県土浦市 363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

2012/4/2 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 119,616,000 111,300,000 93.05%

Ｈ２４日立国道維持工事 茨城県日立市 363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

2012/4/2 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 121,023,000 120,750,000 99.77%

Ｈ２４岩瀬国道維持工事 茨城県桜川市 363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

2012/4/2 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 一般競争入札 有 107,404,500 102,375,000 95.32%

Ｈ２４鹿嶋国道維持工事 茨城県鹿嶋市 363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

2012/4/2 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 105,924,000 105,000,000 99.13%

Ｈ２４千葉国道・首都国道
（金町・市川）道路照明維
持工事

千葉県船橋市 363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

2012/4/2 横川電機（株） 千葉県香取市佐原イ－８４ 一般競争入札 有 28,224,000 27,825,000 98.59%

平成２４年度岩淵管内右
岸維持管理工事

東京都板橋区 ～ 東京都
北区

363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/4/2 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 89,502,000 77,490,000 86.58%

平成２４年度岩淵管内左
岸維持管理工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉県
川口市

363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/4/2 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 90,825,000 79,800,000 87.86%

平成２４年度小名木川管
内右岸維持管理工事

東京都足立区 ～ 東京都
墨田区

363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/4/2 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 64,963,500 63,000,000 96.98%

平成２４年度小名木川管
内左岸維持管理工事

東京都江戸川区 ～ 東京
都葛飾区

363日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/4/2 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 63,073,500 58,800,000 93.22%

Ｈ２４藤岡河川維持（その
１）工事

栃木県栃木市 363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 67,872,000 62,160,000 91.58%

Ｈ２４古河河川維持（その
１）工事

栃木県下都賀郡野木町
～ 茨城県古河市

363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 （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 43,680,000 38,115,000 87.26%

Ｈ２４川俣河川維持（その
２）工事

群馬県邑楽郡明和町 ～
群馬県邑楽郡千代田町

363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 92,778,000 80,535,000 86.80%

Ｈ２４目吹河川維持（その
１）工事

千葉県野田市 363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山王
山２７８－１

一般競争入札 有 67,956,000 57,960,000 85.29%

Ｈ２４渡良瀬遊水池維持工
事

栃木県栃木市 ～ 埼玉県
加須市

363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 70,056,000 59,640,000 85.13%
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Ｈ２４西浦和管内左岸維持
管理工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県上尾市

363日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/4/2 （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 168,976,500 143,850,000 85.13%

Ｈ２４西浦和管内右岸維持
管理工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉県
比企郡川島町

363日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/4/2 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 118,629,000 103,425,000 87.18%

Ｈ２４熊谷管内上流維持管
理工事

埼玉県熊谷市 363日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/4/2 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 77,500,500 63,525,000 81.97%

Ｈ２４熊谷管内下流維持管
理工事

埼玉県熊谷市 363日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/4/2 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 73,048,500 63,000,000 86.24%

Ｈ２４大月道路維持工事 山梨県大月市 363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

2012/4/2 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原中
野２５０４

一般競争入札 有 95,077,500 93,975,000 98.84%

Ｈ２４甲府道路維持工事 山梨県甲府市 363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

2012/4/2 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 95,130,000 95,004,000 99.87%

Ｈ２４峡南道路維持工事 山梨県南巨摩郡身延町 363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

2012/4/2 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町上
八木沢９８

一般競争入札 有 93,114,000 92,190,000 99.01%

Ｈ２４富士吉田道路維持工
事

山梨県富士吉田市 363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

2012/4/2 芙蓉建設（株）
山梨県富士吉田市下吉田
５０３

一般競争入札 有 85,186,500 84,000,000 98.61%

Ｈ２４大和道路維持工事 山梨県甲州市 363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

2012/4/2 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒野
田６６７－１

一般競争入札 有 90,447,000 89,775,000 99.26%

Ｈ２４・２５道路照明施設等
維持工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
大月市

728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

2012/4/2 日本電子サービス（株）
山梨県甲府市東光寺３－
１２－３４

一般競争入札 有 101,923,500 99,435,000 97.56%

Ｈ２４藤原ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町 363日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/4/2 須田建設（株）
群馬県利根郡みなかみ町
湯原４５

一般競争入札 有 18,868,500 18,060,000 95.72%

Ｈ２４相俣ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町 363日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/4/2 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 14,196,000 14,175,000 99.85%

Ｈ２４薗原ダム維持工事 群馬県沼田市 363日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/4/2 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７５
６－２

一般競争入札 有 19,834,500 17,640,000 88.94%

Ｈ２４利根統光ケーブル設
備維持工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

363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

2012/4/2 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－３
３

一般競争入札 有 13,618,500 11,445,000 84.04%

Ｈ２４五十里ダム管内維持
工事

栃木県日光市 363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

2012/4/2 （株）阿部工務店 栃木県日光市湯西川９７４ 一般競争入札 有 29,841,000 25,756,500 86.31%

Ｈ２４川俣ダム管内維持工
事

栃木県日光市 363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

2012/4/2 （株）栗山山本建設 栃木県日光市日向２４４ 一般競争入札 有 33,316,500 27,300,000 81.94%

Ｈ２４川治ダム管内維持工
事

栃木県日光市 363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

2012/4/2 （株）栗山山本建設 栃木県日光市日向２４４ 一般競争入札 有 27,909,000 23,940,000 85.78%

平成２４年度国道２９８号
道路清掃作業

埼玉県さいたま市 363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

2012/4/2 ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市木曽根５０６ 一般競争入札 有 71,200,500 69,930,000 98.22%

平成２４年度国道２９８号
道路照明設備維持修繕工
事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
さいたま市南区

363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

2012/4/2 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 15,834,000 14,700,000 92.84%

平成２４年度国道２９８号
維持工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
さいたま市南区

363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

2012/4/2 （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 152,166,000 137,550,000 90.39%

Ｈ２４取手管内維持工事
茨城県取手市 ～ 千葉県
我孫子市

363日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2012/4/2 （株）アオイ
千葉県我孫子市緑１－１１
－２４

一般競争入札 有 121,894,500 104,422,500 85.67%

Ｈ２４竜ヶ崎管内維持工事
茨城県龍ヶ崎市 ～ 茨城
県北相馬郡利根町

363日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2012/4/2 （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 136,993,500 120,750,000 88.14%

Ｈ２４金江津管内維持工事
茨城県稲敷郡河内町 ～
茨城県稲敷市

363日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2012/4/2 日之出建設（株）
千葉県香取市佐原イ４１４
８

一般競争入札 有 106,774,500 103,530,000 96.96%

Ｈ２４佐原管内維持工事
千葉県香取市 ～ 千葉県
香取郡神崎町

363日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2012/4/2 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 158,938,500 143,535,000 90.31%
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Ｈ２４銚子管内維持工事
千葉県銚子市 ～ 茨城県
神栖市

363日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2012/4/2 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 110,806,500 107,100,000 96.65%

Ｈ２４北千葉管内維持工事
千葉県柏市 ～ 千葉県印
西市

363日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2012/4/2 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４５８
－１２

一般競争入札 有 104,086,500 88,095,000 84.64%

Ｈ２４貯水池周辺維持工事 神奈川県相模原市緑区 363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

2012/4/2 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 50,494,500 50,400,000 99.81%

Ｈ２４多摩川下流維持管理
工事

東京都大田区 ～ 東京都
世田谷区

363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2012/4/2 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 86,457,000 85,050,000 98.37%

Ｈ２４多摩川中流維持管理
工事

東京都稲城市 ～ 神奈川
県川崎市

363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2012/4/2 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 73,426,500 66,675,000 90.81%

Ｈ２４多摩川上流維持管理
工事

東京都福生市 363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2012/4/2 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 62,307,000 60,690,000 97.40%

Ｈ２４鶴見川維持管理工事
神奈川県横浜市鶴見区
～ 神奈川県横浜市港南
区

363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2012/4/2 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 75,201,000 73,500,000 97.74%

Ｈ２４相模川維持管理工事
神奈川県平塚市 ～ 神奈
川県茅ヶ崎市

363日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2012/4/2 （株）渡辺組工業
神奈川県伊勢原市上粕屋
２３３９

一般競争入札 有 45,654,000 38,493,000 84.31%

Ｈ２４八斗島河川維持（そ
の１）工事

群馬県佐波郡玉村町 ～
埼玉県熊谷市

363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 64,102,500 57,015,000 88.94%

Ｈ２４大利根河川維持（そ
の１）工事

埼玉県加須市 ～ 茨城県
猿島郡五霞町

363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 78,844,500 68,460,000 86.83%

Ｈ２４大利根河川維持（そ
の２）工事

埼玉県加須市 363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 51,933,000 44,730,000 86.13%

Ｈ２４目吹河川維持（その
２）工事

茨城県常総市 ～ 茨城県
坂東市

363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り２
－３９－１１

一般競争入札 有 82,467,000 70,245,000 85.18%

Ｈ２４守谷河川維持（その
１）工事

千葉県柏市 ～ 千葉県我
孫子市

363日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/2 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４５８
－１２

一般競争入札 有 65,961,000 57,330,000 86.91%

Ｈ２４潮来管内右岸河川維
持工事

茨城県潮来市 ～ 千葉県
香取市

363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 2012/4/2 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 52,846,500 44,520,000 84.24%

Ｈ２４潮来管内左岸河川維
持工事

茨城県潮来市 363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 2012/4/2 （株）沼田工務店 茨城県鉾田市札１４６－１ 一般競争入札 有 38,808,000 36,225,000 93.34%

Ｈ２４土浦管内中岸河川維
持工事

茨城県かすみがうら市 ～
茨城県土浦市

363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 2012/4/2 （株）朝日工務店
茨城県鉾田市安房１３７１
－１

一般競争入札 有 38,829,000 36,960,000 95.19%

Ｈ２４土浦管内右岸河川維
持工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
稲敷市

363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 2012/4/2 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 41,139,000 39,375,000 95.71%

Ｈ２４鉾田管内左岸河川維
持工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城県
行方市

363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 2012/4/2 藤枝建設（株） 茨城県鉾田市札６７０－４ 一般競争入札 有 38,545,500 36,750,000 95.34%

Ｈ２４麻生管内河川維持工
事

茨城県小美玉市 ～ 茨城
県行方市

363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 2012/4/2 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７６－
７

一般競争入札 有 35,196,000 33,600,000 95.47%

Ｈ２４宇都宮国道管内清掃
作業

栃木県宇都宮市 363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

2012/4/2 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 53,067,000 52,500,000 98.93%

Ｈ２４矢板管内維持工事 栃木県矢板市 363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

2012/4/2 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 116,067,000 114,975,000 99.06%

Ｈ２４信州新町維持工事 長野県長野市 363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

2012/4/2 （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 95,655,000 93,450,000 97.69%

Ｈ２４松本維持工事 長野県松本市 363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

2012/4/2 （株）藤澤組
長野県松本市大字島内１
２６０－１０

一般競争入札 有 77,584,500 74,550,000 96.09%

Ｈ２４上田維持工事 長野県上田市 363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

2012/4/2 （株）木下組
長野県佐久市中込３０８－
５

一般競争入札 有 89,533,500 84,000,000 93.82%
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Ｈ２４岡谷維持工事 長野県岡谷市 363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

2012/4/2 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 82,456,500 76,650,000 92.96%

Ｈ２４中部横断自動車道維
持工事

長野県佐久市 363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

2012/4/2 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 82,131,000 71,820,000 87.45%

Ｈ２４柏・船橋・金町・市川
道路清掃作業

千葉県柏市 ～ 千葉県船
橋市

363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

2012/4/2
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７－
４

一般競争入札 有 24,958,500 24,150,000 96.76%

Ｈ２４千葉維持工事 千葉県千葉市中央区 363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

2012/4/2 （株）ニューテック康和 東京都北区中里２－９－５ 一般競争入札 有 132,226,500 114,660,000 86.71%

Ｈ２４酒々井維持工事 千葉県印旛郡酒々井町 363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

2012/4/2 （株）ニューテック康和 東京都北区中里２－９－５ 一般競争入札 有 115,342,500 99,750,000 86.48%

Ｈ２４木更津維持工事 千葉県木更津市 363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

2012/4/2 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 112,308,000 102,900,000 91.62%

Ｈ２４柏・金町維持工事 千葉県柏市 363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

2012/4/2 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 137,970,000 137,550,000 99.70%

Ｈ２４船橋・市川維持工事 千葉県船橋市 363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

2012/4/2
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 143,934,000 123,900,000 86.08%

Ｈ２４神奈川維持工事
神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

363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

2012/4/2 （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 105,136,500 101,850,000 96.87%

Ｈ２４金沢維持工事
神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県横須賀市

363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

2012/4/2 東建設（株）
神奈川県横須賀市池上３
－２－６

一般競争入札 有 92,305,500 89,250,000 96.69%

Ｈ２４大磯維持工事
神奈川県平塚市 ～ 神奈
川県茅ヶ崎市

363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

2012/4/2 （株）エス・ケイ・ディ
神奈川県平塚市四之宮１
－８－５６

一般競争入札 有 94,605,000 92,400,000 97.67%

Ｈ２４小田原維持工事
神奈川県小田原市 ～ 神
奈川県足柄下郡箱根町

363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

2012/4/2 （株）エス・ケイ・ディ
神奈川県平塚市四之宮１
－８－５６

一般競争入札 有 97,482,000 93,975,000 96.40%

Ｈ２４保土ヶ谷維持工事
神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

363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

2012/4/2 （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 152,533,500 147,000,000 96.37%

Ｈ２４厚木維持工事
神奈川県厚木市 ～ 神奈
川県伊勢原市

363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

2012/4/2 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田２
－４－４

一般競争入札 有 117,904,500 110,250,000 93.51%

Ｈ２４横浜国道東地区道路
清掃作業

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

363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

2012/4/2 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 26,575,500 26,250,000 98.78%

Ｈ２４横浜国道西地区道路
清掃作業

神奈川県厚木市 ～ 神奈
川県小田原市

363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

2012/4/2
新日本ロードメンテナンス
（株）

東京都世田谷区玉川台２
－１－１５

一般競争入札 有 20,181,000 19,950,000 98.86%

Ｈ２４照明施設維持工事
神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県小田原市

363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

2012/4/2 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 96,778,500 94,500,000 97.65%

Ｈ２４笛吹川維持工事
山梨県笛吹市 ～ 山梨県
山梨市

363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

2012/4/2 奥山建設（株） 山梨県山梨市万力１１４７ 一般競争入札 有 68,292,000 59,010,000 86.41%

Ｈ２４富士川上流維持工事
山梨県中央市 ～ 山梨県
西八代郡市川三郷町

363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

2012/4/2 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２－
１１－８

一般競争入札 有 65,457,000 64,050,000 97.85%

Ｈ２４富士川上流維持第２
工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県甲斐市

363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

2012/4/2 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４７６
－１

一般競争入札 有 72,954,000 69,825,000 95.71%

Ｈ２４富士川中流維持工事
山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

363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

2012/4/2 （株）高山工業所
山梨県南巨摩郡身延町相
又４９７－１

一般競争入札 有 75,852,000 73,500,000 96.90%

Ｈ２４富士川下流維持工事
静岡県富士市 ～ 静岡県
富士宮市

363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

2012/4/2 （株）西尾組
静岡県富士市入山瀬２－
２－６

一般競争入札 有 43,060,500 42,000,000 97.54%

Ｈ２４品川維持工事 東京都特別区 363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

2012/4/2 新光建設（株）
神奈川県横浜市港北区大
豆戸町３５９

一般競争入札 有 145,435,500 144,900,000 99.63%

Ｈ２４亀有維持工事 東京都特別区 363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

2012/4/2 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 145,834,500 144,900,000 99.36%
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Ｈ２４代々木維持工事 東京都特別区 363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

2012/4/2 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 133,696,500 129,150,000 96.60%

Ｈ２４品川道路外清掃作業 東京都特別区 363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

2012/4/2 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 76,345,500 71,400,000 93.52%

Ｈ２４亀有道路外清掃作業 東京都特別区 363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

2012/4/2 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 51,282,000 49,875,000 97.26%

Ｈ２４代々木道路外清掃作
業

東京都特別区 363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

2012/4/2
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７－
４

一般競争入札 有 70,875,000 69,300,000 97.78%

Ｈ２４万世橋道路外清掃作
業

東京都特別区 363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

2012/4/2
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 54,642,000 51,450,000 94.16%

Ｈ２４道路照明維持工事 東京都特別区 363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

2012/4/2 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６－
１７

一般競争入札 有 57,372,000 55,650,000 97.00%

Ｈ２４入間川管内維持管理
工事

埼玉県川越市 363日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/4/2 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７０５
－２

一般競争入札 有 85,176,000 74,550,000 87.52%

Ｈ２４越辺川管内維持管理
工事

埼玉県東松山市 363日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/4/2 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 122,461,500 103,530,000 84.54%

Ｈ２４熊谷維持工事
埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
深谷市

363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

2012/4/2 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 104,506,500 94,500,000 90.42%

Ｈ２４春日部維持工事
埼玉県春日部市 ～ 埼玉
県越谷市

363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

2012/4/2 （株）ニューテック康和 東京都北区中里２－９－５ 一般競争入札 有 103,498,500 88,305,000 85.32%

Ｈ２４大宮維持工事
埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県川越市

363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

2012/4/2 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 102,207,000 100,800,000 98.62%

Ｈ２４浦和維持工事
埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県戸田市

363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

2012/4/2 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 101,283,000 96,600,000 95.38%

Ｈ２４浦和・大宮・春日部照
明維持管理工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県川越市

363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

2012/4/2 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４－
７－９

一般競争入札 有 47,985,000 45,885,000 95.62%

Ｈ２４熊谷照明維持管理工
事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
深谷市

363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

2012/4/2 （株）リード街路灯
埼玉県熊谷市四方寺西田
１３７－３

一般競争入札 有 19,687,500 18,448,500 93.71%

Ｈ２４　２０号道路管理工事
東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市緑区

363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

2012/4/2
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 123,291,000 108,150,000 87.72%

Ｈ２４桐生管内維持管理工
事

群馬県桐生市 ～ 栃木県
足利市

363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

2012/4/2 朝日建設（株） 栃木県佐野市朝日町７１５ 一般競争入札 有 55,545,000 47,775,000 86.01%

Ｈ２４足利管内右岸維持管
理工事

栃木県足利市 ～ 群馬県
太田市

363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

2012/4/2 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 52,521,000 45,537,450 86.70%

Ｈ２４足利管内左岸維持管
理工事

栃木県足利市 ～ 栃木県
佐野市

363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

2012/4/2 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 84,997,500 70,980,000 83.51%

Ｈ２４佐野河川管内右岸維
持管理工事

群馬県館林市 ～ 群馬県
邑楽郡板倉町

363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

2012/4/2 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 97,765,500 81,900,000 83.77%

Ｈ２４佐野河川管内左岸維
持管理工事

栃木県佐野市 ～ 栃木県
栃木市

363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

2012/4/2 原工業（株）
群馬県館林市足次町１０４
７

一般競争入札 有 87,843,000 73,500,000 83.67%

Ｈ２４二瀬ダム維持管理工
事

埼玉県秩父市 363日間 維持修繕工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2012/4/2 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町２
９－２１

一般競争入札 有 29,683,500 29,358,000 98.90%

Ｈ２４水戸国道照明維持補
修工事

茨城県水戸市 363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

2012/4/2 宇田電機（株）
茨城県水戸市住吉町２９８
－２

一般競争入札 有 13,713,000 13,377,000 97.55%

Ｈ２４土浦鹿嶋国道照明維
持補修工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
鹿嶋市

363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

2012/4/2 （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 20,685,000 19,950,000 96.45%

Ｈ２４日立岩瀬国道照明維
持補修工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
笠間市

363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

2012/4/2 イガラシ綜業（株）
茨城県日立市幸町２－９
－２

一般競争入札 有 15,078,000 12,600,000 83.57%
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Ｈ２４氏家管内維持管理工
事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県さくら市

363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 2012/4/2 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 57,445,500 49,350,000 85.91%

Ｈ２４石井管内維持管理工
事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県真岡市

363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 2012/4/2 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 62,968,500 55,020,000 87.38%

Ｈ２４伊讃管内維持管理工
事

茨城県筑西市 ～ 栃木県
真岡市

363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 2012/4/2 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り２
－３９－１１

一般競争入札 有 62,538,000 55,125,000 88.15%

Ｈ２４鎌庭管内維持管理工
事

茨城県常総市 ～ 茨城県
下妻市

363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 2012/4/2 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 72,849,000 69,300,000 95.13%

Ｈ２４真岡管内維持管理工
事

栃木県真岡市 ～ 茨城県
筑西市

363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 2012/4/2 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 51,250,500 45,150,000 88.10%

Ｈ２４黒子管内維持管理工
事

茨城県筑西市 ～ 茨城県
下妻市

363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 2012/4/2 （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 78,655,500 67,935,000 86.37%

Ｈ２４水海道管内維持管理
工事

茨城県常総市 ～ 茨城県
つくば市

363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 2012/4/2 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 66,654,000 66,150,000 99.24%

Ｈ２４藤代管内維持管理工
事

茨城県取手市 ～ 茨城県
つくばみらい市

363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 2012/4/2 菊地植木建設（株） 茨城県取手市桑原１１０４ 一般競争入札 有 71,095,500 63,000,000 88.61%

Ｈ２４江戸川上流河川維持
（その１）工事

千葉県野田市 ～ 茨城県
猿島郡五霞町

363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 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 87,696,000 77,595,000 88.48%

Ｈ２４江戸川上流河川維持
（その２）工事

埼玉県春日部市 363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 65,446,500 57,960,000 88.56%

Ｈ２４運河河川維持（その
１）工事

千葉県野田市 363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 戸邊建設（株） 千葉県野田市中野台３９７ 一般競争入札 有 79,065,000 67,515,000 85.39%

Ｈ２４運河河川維持（その
２）工事

埼玉県吉川市 363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 （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 81,396,000 69,825,000 85.78%

Ｈ２４松戸河川維持（その
１）工事

千葉県流山市 363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 （株）石浜建設 千葉県柏市泉町１１－１６ 一般競争入札 有 42,892,500 37,800,000 88.13%

Ｈ２４江戸川河口河川維持
工事

千葉県市川市 ～ 東京都
江戸川区

363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 79,401,000 68,040,000 85.69%

Ｈ２４中川河川維持工事
埼玉県草加市 ～ 埼玉県
八潮市

363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 宇田建設（株） 埼玉県越谷市大里７２６ 一般競争入札 有 66,885,000 60,900,000 91.05%

Ｈ２４中川下流河川維持工
事

東京都足立区 ～ 埼玉県
八潮市

363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 （株）潮
埼玉県八潮市大字中馬場
２８

一般競争入札 有 50,295,000 48,825,000 97.08%

Ｈ２４三郷河川維持工事 埼玉県三郷市 363日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/4/2 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 62,317,500 54,600,000 87.62%

Ｈ２３稲里西高架橋橋梁補
修他工事

長野県長野市 331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

2012/4/3 （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 166,162,500 151,200,000 91.00%

Ｈ２３蛇沢大橋耐震補強他
工事

長野県上田市 330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

2012/4/4 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 一般競争入札 有 209,748,000 187,740,000 89.51%

Ｈ２３横河川橋橋梁補修他
工事

長野県岡谷市 ～ 長野県
諏訪市

330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

2012/4/4 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 142,611,000 128,625,000 90.19%

Ｈ２４－Ｈ２５守谷河川維
持（その２）工事

茨城県取手市 ～ 茨城県
守谷市

724日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/6 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 91,465,500 89,250,000 97.58%

Ｈ２４－Ｈ２５藤岡河川維
持（その２）工事

栃木県小山市 ～ 栃木県
栃木市

724日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/6 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り２
－３９－１１

一般競争入札 有 128,404,500 111,877,500 87.13%

Ｈ２４－Ｈ２５古河河川維
持（その２）工事

栃木県下都賀郡野木町
～ 茨城県古河市

724日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/6 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 90,006,000 77,700,000 86.33%

Ｈ２４荒川秋ヶ瀬仮置土整
備工事

埼玉県さいたま市 359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 2012/4/6 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 121,432,500 105,000,000 86.47%
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Ｈ２４釜無川出張所管内砂
防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

177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

2012/4/6 神稲建設（株） 長野県飯田市主税町１８ 一般競争入札 有 19,099,500 16,485,000 86.31%

Ｈ２４白州出張所管内砂防
整備工事

山梨県韮崎市 ～ 山梨県
北杜市

177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

2012/4/6 清水建材土木（株）
山梨県南アルプス市百々
１９９７－１２

一般競争入札 有 19,246,500 16,695,000 86.74%

Ｈ２４早川出張所管内砂防
整備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

177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

2012/4/6 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 19,708,500 18,795,000 95.36%

圏央道他埼玉地区道路予
定地管理工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
幸手市

359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

2012/4/6 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 71,547,000 70,350,000 98.33%

圏央道茨城地区道路予定
地管理工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県猿島郡境町

359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

2012/4/6 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山王
山２７８－１

一般競争入札 有 83,097,000 72,975,000 87.82%

Ｈ２４照明等維持工事 群馬県高崎市 359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 2012/4/6 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 47,397,000 44,100,000 93.04%

Ｈ２４利根砂防管内光ケー
ブル整備工事

群馬県渋川市 359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 2012/4/6 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 20,979,000 19,635,000 93.59%

Ｈ２４西の洲甘田入地区整
備外工事

茨城県稲敷市 359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 2012/4/6 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 90,867,000 85,260,000 93.83%

平成２４年度那珂導水路
維持工事

茨城県水戸市 359日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-1-
3

2012/4/6 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１１９
９

一般競争入札 有 17,640,000 16,485,000 93.45%

平成２４年度高浜周辺維
持工事

茨城県石岡市 ～ 茨城県
稲敷市

359日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-1-
3

2012/4/6 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 8,557,500 8,190,000 95.71%

Ｈ２４・２５小山管内維持工
事

栃木県小山市 724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

2012/4/6 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 249,889,500 241,500,000 96.64%

Ｈ２４・Ｈ２５千葉・酒々井・
木更津道路清掃作業

千葉県千葉市 ～ 千葉県
成田市

724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

2012/4/6 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 48,142,500 47,250,000 98.15%

Ｈ２４・２５横浜国道道路排
水施設等清掃作業

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

724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

2012/4/6
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７－
４

一般競争入札 有 139,398,000 136,500,000 97.92%

Ｈ２４中部横断南部身延改
良保全工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

359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

2012/4/6 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２－
１１－８

一般競争入札 有 117,789,000 103,425,000 87.81%

Ｈ２４中部横断身延六郷改
良保全工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

359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

2012/4/6 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町上
八木沢９８

一般競争入札 有 156,124,500 148,575,000 95.16%

Ｈ２３曙橋補修他工事
東京都江東区 ～ 東京都
大田区

300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

2012/4/6 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 242,907,000 226,800,000 93.37%

Ｈ２４上尾道路さいたま上
尾地区除草・環境整備工
事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県上尾市

359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

2012/4/6 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 96,852,000 82,950,000 85.65%

Ｈ２４上尾道路桶川地区他
除草・環境整備工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉県
熊谷市

359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

2012/4/6 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 96,852,000 87,675,000 90.52%

Ｈ２４圏央道桶川白岡地区
除草・環境整備工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉県
久喜市

359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

2012/4/6 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 147,525,000 126,735,000 85.91%

平成２４年度烏・神流川維
持工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
藤岡市

359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 2012/4/6 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 98,038,500 93,385,950 95.25%

上武道路他環境整備工事
群馬県前橋市 ～ 群馬県
北群馬郡吉岡町

359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 2012/4/6 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 79,390,500 68,250,000 85.97%

Ｈ２４碓氷維持工事
群馬県高崎市 ～ 群馬県
安中市

359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 2012/4/6 神戸・タルヤ（共）
群馬県甘楽郡下仁田町大
字中小坂３１０６

一般競争入札 有 99,036,000 92,400,000 93.30%

Ｈ２４前橋維持工事
群馬県前橋市 ～ 群馬県
高崎市

359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 2012/4/6 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 89,901,000 83,265,000 92.62%

Ｈ２４沼田維持工事
群馬県沼田市 ～ 群馬県
利根郡みなかみ町

359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 2012/4/6 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 98,469,000 94,500,000 95.97%
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Ｈ２４桐生維持工事
群馬県伊勢崎市 ～ 群馬
県太田市

359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 2012/4/6 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 84,924,000 82,950,000 97.68%

Ｈ２３新町歩道設置（その
２）工事

長野県長野市 325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

2012/4/9 （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 153,216,000 150,150,000 98.00%

２４６号ＢＰ永田町歩道整
備他工事

東京都特別区 253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

2012/4/12 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－３
－７

一般競争入札 有 176,410,500 157,500,000 89.28%

Ｈ２４品木ダム浚渫工事 群馬県吾妻郡中之条町 294日間
河川しゅんせつ
工事

品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2012/4/12 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 251,149,500 213,570,000 85.04%

Ｈ２４甲府管内道路清掃作
業

山梨県甲府市 ～ 山梨県
富士吉田市

349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

2012/4/16 道路技術サービス（株） 富山県射水市橋下条５２７ 一般競争入札 有 40,467,000 37,800,000 93.41%

Ｈ２４宇都宮国道管内道路
照明維持工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県小山市

349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

2012/4/16 明洸電設（株）
栃木県宇都宮市下戸祭２
－７－１５

一般競争入札 有 17,472,000 16,800,000 96.15%

Ｈ２４稲荷川砂防堰堤除石
工事

栃木県日光市 76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 2012/4/17 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 57,645,000 49,350,000 85.61%

Ｈ２４慈観下流床固工事 栃木県日光市 273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 2012/4/17 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 143,535,000 131,250,000 91.44%

Ｈ２４甲府交通安全対策工
事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
甲斐市

226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

2012/4/18 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 40,152,000 37,569,000 93.57%

旧事務所構内整備工事 栃木県日光市 163日間 建築工事
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

2012/4/18 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 97,335,000 85,050,000 87.38%

Ｈ２４八ッ場ダム左岸地区
管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 165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

2012/4/18 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町大
字川原畑２６５

一般競争入札 有 13,965,000 13,650,000 97.74%

Ｈ２４大谷川護岸整備他工
事

栃木県日光市 347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 2012/4/18 船生建設（株）
栃木県塩谷郡塩谷町大字
船生３４３４－４

一般競争入札 有 29,652,000 28,770,000 97.03%

Ｈ２４笛吹川根固め設置そ
の他工事

山梨県甲府市 156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

2012/4/18 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 70,633,500 61,509,000 87.08%

Ｈ２４峡南交通安全対策工
事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

225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

2012/4/19 丸浜舗道（株）
山梨県甲府市東光寺１－
７－８

一般競争入札 有 40,782,000 40,740,000 99.90%

Ｈ２４富士吉田交通安全対
策工事

山梨県富士吉田市 ～ 山
梨県南都留郡富士河口湖
町

225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

2012/4/19 （株）甲陽
山梨県甲府市国母７－１１
－４

一般競争入札 有 40,435,500 37,905,000 93.74%

Ｈ２４大和交通安全対策工
事

山梨県大月市 ～ 山梨県
甲州市

225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

2012/4/19 （株）甲陽
山梨県甲府市国母７－１１
－４

一般競争入札 有 38,871,000 38,850,000 99.95%

Ｈ２４湯沢工事用道路工事 栃木県日光市 271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 2012/4/19 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 138,537,000 117,600,000 84.89%

Ｈ２４青根進入路工事 神奈川県相模原市緑区 340日間 一般土木工事
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

2012/4/19 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 117,673,500 111,300,000 94.58%

Ｈ２４川俣大利根管内堤防
強化維持工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉県
羽生市

346日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/19 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 78,183,000 66,570,000 85.15%

Ｈ２４目吹守谷管内堤防強
化維持工事

茨城県守谷市 346日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/4/19 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 66,171,000 56,994,000 86.13%

Ｈ２４大宮国道管内道路清
掃作業（その２）

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県熊谷市

346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

2012/4/19
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７－
４

一般競争入札 有 30,030,000 29,400,000 97.90%

Ｈ２３中川水門ゲート設備
改修工事

東京都葛飾区 194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 2012/4/20 日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区南
港北１－７－８９

一般競争入札 有 80,629,500 76,650,000 95.06%

Ｈ２４・２５大宮国道管内道
路清掃作業（その１）

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県春日部市

710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

2012/4/20
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 64,932,000 59,850,000 92.17%

Ｈ２３三領水門ゲート設備
改修工事

埼玉県川口市 340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 2012/4/23 西田鉄工（株）
熊本県宇土市松山町４５４
１

一般競争入札 有 229,393,500 218,400,000 95.21%
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さがみ縦貫改良他工事
神奈川県横浜市金沢区
～ 神奈川県相模原市南
区

341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

2012/4/23 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 299,733,000 263,550,000 87.93%

Ｈ２４八ッ場ダム右岸地区
管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 160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

2012/4/23 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 15,309,000 12,915,000 84.36%

圏央道市原南地区改良そ
の１３工事

千葉県市原市 311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

2012/4/23 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松原
通３－６９

一般競争入札 有 186,133,500 167,790,000 90.14%

圏央道市原南ＩＣ改良その
６工事

千葉県市原市 311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

2012/4/23 （株）川名工務店 千葉県君津市浦田１７ 一般競争入札 有 205,747,500 183,750,000 89.31%

圏央道市原南地区改良そ
の１２工事

千葉県市原市 311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

2012/4/23 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 295,449,000 291,900,000 98.80%

平成２４年度共同溝維持
工事

東京都特別区 342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

2012/4/23
日本ユーティリティサブ
ウェイ（株）

東京都中央区日本橋小伝
馬町１１－９

一般競争入札 有 66,612,000 65,100,000 97.73%

Ｈ２４管内改築改良（その
１）工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県高座郡寒川町

340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

2012/4/24 （株）岡田建設
神奈川県横浜市戸塚区平
戸３－５５－１３

一般競争入札 有 176,463,000 154,486,500 87.55%

京浜島地区共同溝補強そ
の３工事

東京都大田区 463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

2012/4/24 （株）森組
大阪府大阪市中央区道修
町４－５－１７

一般競争入札 有 289,191,000 243,915,000 84.34%

辰巳（２）共同溝補強その
６工事

東京都江東区 402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

2012/4/24 （株）森組
大阪府大阪市中央区道修
町４－５－１７

一般競争入札 有 201,001,500 169,050,000 84.10%

Ｈ２４年度万世橋維持工事 東京都特別区 340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

2012/4/25 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－３
－７

一般競争入札 有 135,891,000 119,700,000 88.09%

Ｈ２４八ッ場ダム左岸地区
管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町 202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

2012/4/27 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町大
字川原畑２６５

一般競争入札 有 16,653,000 14,070,000 84.49%


