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Ｈ２３関東地整管内Ｘバン
ドレーダ設備工事

群馬県伊勢崎市 ～ 栃木
県さくら市

325日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2012/5/1 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 542,734,500 414,750,000 76.42%

Ｈ２４釜無川笹野崩壊地対
策工事

長野県諏訪郡　富士見町 241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

2012/5/1 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 140,931,000 122,640,000 87.02%

Ｈ２４釜無川岩岳沢崩壊地
対策工事

長野県諏訪郡　富士見町 273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

2012/5/1 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 150,223,500 134,190,000 89.33%

Ｈ２４緑地管理その２工事
山梨県大月市 ～ 山梨県
富士吉田市

332日間 造園工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/5/1 （株）アセラ技建
山梨県甲府市蓬沢町１１７
１

一般競争入札 有 20,212,500 18,060,000 89.35%

Ｈ２４黒桂河内堰堤工事用
道路工事

山梨県南巨摩郡早川町 601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

2012/5/1 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 214,137,000 183,540,000 85.71%

Ｈ２４八ッ場ダム右岸地区
管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町 198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

2012/5/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 17,629,500 14,700,000 83.38%

Ｈ２４土浦国道管内緑地管
理工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
石岡市

317日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/5/2 つくば都市緑化（株）
茨城県つくば市下別府４８
９－８１

一般競争入札 有 14,962,500 14,427,000 96.42%

Ｈ２４日立国道管内緑地管
理工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
高萩市

317日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/5/2 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５－
８－６

一般競争入札 有 12,705,000 10,920,000 85.95%

Ｈ２４岩瀬国道管内緑地管
理工事

茨城県桜川市 ～ 茨城県
筑西市

317日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/5/2 （株）下館造園
茨城県筑西市玉戸１０１３
－３９

一般競争入札 有 14,763,000 12,547,500 84.99%

Ｈ２４大武川第五砂防堰堤
工事

山梨県北杜市 799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

2012/5/2 丹澤建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三郷
町市川大門２７９０

一般競争入札 有 279,888,000 250,740,000 89.59%

Ｈ２４胡桃草里沢工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 198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

2012/5/2 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 138,999,000 129,150,000 92.91%

増穂地区河川防災ステー
ション資材整備工事

山梨県南巨摩郡富士川町 151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

2012/5/2 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原町
３７５－３

一般競争入札 有 120,813,000 115,500,000 95.60%

糸繰川機場上屋災害復旧
外工事

茨城県下妻市 302日間 建築工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2012/5/2 （株）小薬建設 茨城県筑西市稲野辺４５ 一般競争入札 有 76,282,500 69,300,000 90.85%

Ｈ２４水戸国道管内緑地管
理工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

317日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/5/2 （株）鴨志田造園建設
茨城県水戸市青柳町３８１
４－２

一般競争入札 有 17,986,500 15,855,000 88.15%

宝積寺護岸災害復旧工事 栃木県塩谷郡高根沢町 311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 2012/5/7 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 89,691,000 77,175,000 86.05%

西大島護岸災害復旧工事 栃木県真岡市 326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 2012/5/7 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 142,600,500 123,900,000 86.89%

新木場地区舗装その他工
事

東京都江東区 295日間 アスファルト舗装工首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2012/5/9 （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 145,540,500 124,425,000 85.49%

Ｈ２４首都国道管内緑地管
理その２工事

千葉県松戸市 ～ 千葉県
市川市

325日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2012/5/10 新都市緑化（株）
千葉県松戸市小金原９－
１５－１０

一般競争入札 有 20,128,500 18,690,000 92.85%

上武道路上細井改良工事 群馬県前橋市 315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 2012/5/11 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 84,231,000 72,450,000 86.01%

平成２４年度国道２９８号
緑地管理その１工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉県
さいたま市南区

321日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/5/14 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区東
浦和１－２１－３

一般競争入札 有 44,100,000 36,330,000 82.38%

平成２４年度国道２９８号
緑地管理その２工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉県
草加市

321日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/5/14
埼玉グリーンサービス
（株）

埼玉県川口市安行４９７－
７

一般競争入札 有 41,496,000 36,750,000 88.56%

平成２４年度国道２９８号
緑地管理その３工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
三郷市

321日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/5/14 （株）前島植物園 埼玉県川口市安行１１４０ 一般競争入札 有 43,743,000 39,165,000 89.53%

平成２４年度国道２９８号
緑地管理その４工事

埼玉県三郷市 321日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/5/14 新都市緑化建設（株）
埼玉県川口市西立野５５６
－１

一般競争入札 有 25,200,000 21,525,000 85.42%

Ｈ２４　１６号緑地管理工事
神奈川県大和市 ～ 神奈
川県相模原市

288日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2012/5/16 箱根植木（株）
東京都杉並区上高井戸３
－５－１５

一般競争入札 有 57,645,000 54,915,000 95.26%
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田尻高谷改良その９工事 千葉県市川市 211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 2012/5/17 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 257,995,500 223,860,000 86.77%

田尻高谷改良その１０工
事

千葉県市川市 210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 2012/5/18 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 207,396,000 178,500,000 86.07%

渋谷駅東口地下広場（南
東部）出入口工事

東京都渋谷区 314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

2012/5/21 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 264,190,500 258,300,000 97.77%

北国分堀之内改良その３
工事

千葉県市川市 207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 2012/5/21 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 269,440,500 250,635,000 93.02%

川俣ダム管理用制御処理
設備改造工事

栃木県日光市 212日間 通信設備工事 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

2012/5/22 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 45,864,000 44,625,000 97.30%

Ｈ２４横浜国道東地区緑地
管理工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

304日間 造園工事 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

2012/5/22 生駒造園土木（株）
神奈川県横浜市戸塚区小
雀町１９５６－１

一般競争入札 有 59,650,500 48,195,000 80.80%

Ｈ２４横浜国道西地区緑地
管理工事

神奈川県厚木市 ～ 神奈
川県小田原市

304日間 造園工事 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

2012/5/22 横浜植木（株）
神奈川県横浜市南区唐沢
１５

一般競争入札 有 56,364,000 47,008,500 83.40%

国道５２号災害復旧工事
山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

311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

2012/5/22 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 194,334,000 182,700,000 94.01%

Ｈ２４二子玉川基盤整備工
事

東京都世田谷区 211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

2012/5/23 南海辰村建設（株）
大阪府大阪市浪速区難波
中３－５－１９

一般競争入札 有 102,133,500 96,600,000 94.58%

塩嶺大橋下部２他工事 長野県岡谷市 301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

2012/5/25 興和工業（株）
長野県岡谷市田中町１－
５－５

一般競争入札 有 158,424,000 140,700,000 88.81%

圏央道東ＩＣ改良その他工
事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
稲敷郡河内町

310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

2012/5/25 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 268,768,500 234,150,000 87.12%

Ｈ２４中部横断自動車道
敷地管理工事

長野県佐久市 ～ 長野県
南佐久郡佐久穂町

305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

2012/5/28 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 102,564,000 88,620,000 86.40%

Ｈ２３小石和地区左岸災害
復旧護岸工事

山梨県笛吹市 305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

2012/5/28 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－１１
－２２

一般競争入札 有 153,457,500 140,700,000 91.69%

Ｈ２３小石和地区右岸災害
復旧護岸工事

山梨県笛吹市 305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

2012/5/28 （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 137,109,000 122,325,000 89.22%

圏央道つくば真瀬地区外
改良工事

茨城県つくば市 ～ 茨城県
牛久市

307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

2012/5/28 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－２２
－１

一般競争入札 有 163,170,000 148,575,000 91.06%

Ｈ２３大間田地区災害復旧
護岸工事

山梨県笛吹市 304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

2012/5/29 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 58,401,000 54,600,000 93.49%

Ｈ２３塩ノ沢地区災害復旧
護岸工事

山梨県南巨摩郡身延町 304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

2012/5/29 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原町
３７５－３

一般競争入札 有 116,655,000 105,000,000 90.01%

山清路防災１号橋下部２
工事

長野県東筑摩郡生坂村 304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

2012/5/29 北野建設（株） 長野県長野市県町５２４ 一般競争入札 有 220,458,000 201,075,000 91.21%

Ｈ２４矢陸砂防堰堤改良工
事

群馬県高崎市 121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 2012/5/30 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 131,103,000 112,350,000 85.70%

Ｈ２４相武国道管内予定地
管理他工事

東京都八王子市 ～ 東京
都昭島市

304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

2012/5/31 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 285,211,500 246,750,000 86.51%


