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水戸地方気象台増築その
他（１２）電気設備工事

茨城県水戸市 207日間 電気設備工事 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

2012/6/4 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 73,149,048 69,300,000 94.74%

Ｈ２４新町・長野緑地管理
工事

長野県長野市 199日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2012/6/4 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０－１
５－７

一般競争入札 有 40,215,000 33,705,000 83.81%

Ｈ２４上田緑地管理工事 長野県上田市 199日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2012/6/4 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０－１
５－７

一般競争入札 有 29,053,500 24,318,000 83.70%

稲荷川管理用道路災害復
旧工事

栃木県日光市 188日間 法面処理工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2012/6/5 （株）吉新組 栃木県日光市松原町８ 一般競争入札 有 72,628,500 61,582,500 84.79%

国道５０・５１号防災工事
茨城県鹿嶋市 ～ 茨城県
笠間市

202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

2012/6/6 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 115,689,000 99,750,000 86.22%

Ｈ２４尾頭沢砂防堰堤工事 栃木県日光市 412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 2012/6/6 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 160,744,500 140,532,000 87.43%

国道２４６号渋谷ポンプ室
新設等工事

東京都渋谷区 286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

2012/6/7 東急建設（株）
東京都渋谷区渋谷１－１６
－１４

一般競争入札 有 413,343,000 408,450,000 98.82%

Ｈ２４国道１７・１８号緑地
管理工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
高崎市

295日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2012/6/7 群馬緑化（株）
群馬県前橋市紅雲町２－
１－２

一般競争入札 有 32,350,500 29,925,000 92.50%

Ｈ２４小見川出張所管内維
持工事

千葉県香取市 ～ 千葉県
香取郡東庄町

296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 2012/6/8 誠殖産工業（株）
茨城県神栖市知手中央１
－１３－２０

一般競争入札 有 127,218,000 116,550,000 91.61%

長野国道管内画像伝送設
備改修工事

長野県長野市 231日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2012/6/8 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３－
９－１

一般競争入札 有 94,059,000 81,900,000 87.07%

Ｈ２４安食出張所管内維持
工事

千葉県成田市 ～ 千葉県
印旛郡栄町

293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 2012/6/11 栄産業（株） 千葉県印西市泉８１ 一般競争入札 有 104,044,500 93,240,000 89.62%

圏央道市原南地区改良そ
の１４工事

千葉県市原市 287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

2012/6/11 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－１７
－３

一般競争入札 有 282,124,500 252,000,000 89.32%

圏央道木更津地区環境整
備その７工事

千葉県木更津市 287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

2012/6/11 （株）中山組
北海道札幌市東区北１９
条東１－１－１

一般競争入札 有 144,154,500 136,500,000 94.69%

Ｈ２４圏央道桶川インター
改良舗装工事

埼玉県桶川市 197日間
アスファルト舗装
工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2012/6/11 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 217,612,500 189,000,000 86.85%

Ｈ２４松戸坂川河川維持工
事

千葉県松戸市 293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 2012/6/11 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 85,186,500 74,130,000 87.02%

さがみ縦貫山際地区法面
工事

神奈川県厚木市 196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

2012/6/12 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 121,737,000 109,200,000 89.70%

国道５０号桜川橋他補修
工事

茨城県筑西市 195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

2012/6/13 深井建設（株）
大阪府岸和田市下池田町
１－３－１５

一般競争入札 有 77,773,500 75,600,000 97.21%

Ｈ２４立入防止柵設置他そ
の１工事

東京都世田谷区 ～ 東京
都三鷹市

169日間 維持修繕工事 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

2012/6/14 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 65,793,000 61,950,000 94.16%

Ｈ２４圏央道桶川インター
改良その１工事

埼玉県桶川市 259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

2012/6/14 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 178,269,000 157,500,000 88.35%

Ｈ２４船橋防災センターテ
ントハウス張替工事

千葉県船橋市 60日間 建築工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2012/6/14 （株）エイワ建設
東京都杉並区成田東５－
１９－５

一般競争入札 有 33,411,000 20,475,000 61.28%

水戸地区災害復旧工事 茨城県水戸市 196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

2012/6/15 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 153,006,000 133,350,000 87.15%

Ｈ２４鹿嶋国道緑地管理工
事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
鹿嶋市

273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

2012/6/15 （株）松風園
茨城県ひたちなか市長砂
６２５－２

一般競争入札 有 15,876,000 13,545,000 85.32%

大薙山腹工災害復旧工事 栃木県日光市 105日間 法面処理工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2012/6/15 小池工業（株）
栃木県日光市稲荷町１－
６５７

一般競争入札 有 25,746,000 22,827,000 88.66%

国道５１号潮来ＢＰ改良工
事

茨城県潮来市 135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

2012/6/18 （株）木村工務店
茨城県石岡市若松１－４
－８

一般競争入札 有 66,444,000 61,215,000 92.13%
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国道５１号牛堀第一跨道
橋他補修工事

茨城県潮来市 190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

2012/6/18 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 86,079,000 85,575,000 99.41%

Ｈ２４加曽利歩道設置他交
通対策工事

千葉県千葉市中央区 ～
千葉県千葉市若葉区

254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

2012/6/19 （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 120,456,000 111,300,000 92.40%

１６号八王子市中野山王
地区舗装工事

東京都八王子市 225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

2012/6/19 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 159,222,000 145,215,000 91.20%

Ｈ２４松本・岡谷緑地管理
工事

長野県松本市 ～ 長野県
岡谷市

184日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2012/6/19 （株）信州グリーン
長野県松本市大字島立７
１３

一般競争入札 有 22,176,000 18,564,000 83.71%

Ｈ２４長野出張所維持工事 長野県長野市 285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

2012/6/19 （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 77,752,500 70,350,000 90.48%

Ｈ２４樹林地管理工事 茨城県ひたちなか市 253日間 造園工事 国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡
字大沼605-4

2012/6/20 （株）成美造園
茨城県常総市豊岡町乙１
２３４－１８

一般競争入札 有 29,841,000 29,190,000 97.82%

Ｈ２４中部横断富沢ＩＣ改良
工事

山梨県南巨摩郡南部町 276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

2012/6/22 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 389,728,500 354,900,000 91.06%

Ｈ２４中部横断長戸地区改
良工事

山梨県南巨摩郡身延町 276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

2012/6/22 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 428,379,000 369,285,000 86.21%

Ｈ２４千葉管内交通対策工
事

千葉県千葉市中央区 ～
千葉県袖ヶ浦市

168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

2012/6/25 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 122,619,000 105,525,000 86.06%

Ｈ２４万沢防災その１工事 山梨県南巨摩郡南部町 277日間 法面処理工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/6/25 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－１０
－２７

一般競争入札 有 252,210,000 222,285,000 88.13%

Ｈ２４長野原地区外代替地
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 220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

2012/6/25 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５３
－５３

一般競争入札 有 87,339,000 74,340,000 85.12%

Ｈ２４県道林・長野原線白
砂川橋橋脚外工事

群馬県吾妻郡長野原町 186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

2012/6/25 吉澤建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町大
字大津１２７

一般競争入札 有 80,503,500 77,700,000 96.52%

Ｈ２４浜田南整正工事 茨城県稲敷市 158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 2012/6/25 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 195,373,500 170,940,000 87.49%

Ｈ２４下馬南整正工事 茨城県稲敷市 158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 2012/6/25 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 183,277,500 158,445,000 86.45%

１６号ＢＰ打越高架橋耐震
補強工事

東京都八王子市 248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

2012/6/25 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２－
２５

一般競争入札 有 178,542,000 154,350,000 86.45%

Ｈ２４神奈川新町歩道橋工
事

神奈川県横浜市神奈川区 147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

2012/6/26 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３ 一般競争入札 有 119,269,500 113,400,000 95.08%

１６号ＢＰ大谷高架橋耐震
補強工事

東京都八王子市 219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

2012/6/26 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３
－１

一般競争入札 有 81,270,000 70,035,000 86.18%

新早川橋耐震他工事
山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

273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

2012/6/29 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 277,651,500 254,100,000 91.52%

堀金・穂高地区田園文化
ゾーン園路・広場整備工事

長野県安曇野市 269日間 造園工事 国営アルプスあづみの公園
長野県安曇野市穂高牧
149-12

2012/6/29 金森建設（株）
長野県大町市大町１２５２
－５

一般競争入札 有 71,725,500 61,950,000 86.37%

Ｈ２４荒川上流光ケーブル
設備維持工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉県
熊谷市

275日間 通信設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2012/6/29 （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 44,698,500 41,265,000 92.32%

圏央道桶川北本地区函渠
その２工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉県
北本市

909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

2012/6/29
圏央道桶川北本地区函渠
その２工事清水・西武特定
建設工事共同企業体

埼玉県さいたま市大宮区
下町１－５１

一般競争入札 有 5,427,187,500 4,867,800,000 89.69%


