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Ｈ２４南畑排水機場吐
出ゲート弁修繕工事

埼玉県富士見市 263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

2012/7/2 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 37,254,000 35,805,000 96.11%

Ｈ２３鶴見川防災施設
工事

神奈川県横浜市鶴見区
～ 神奈川県平塚市

120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

2012/7/3
（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 81,931,500 81,900,000 99.96%

さがみ縦貫寒川北Ｃラ
ンプ床版工事

神奈川県高座郡寒川町 212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

2012/7/3 坪井工業（株）
東京都中央区銀座２－
９－１７

一般競争入札 有 194,134,500 186,900,000 96.27%

圏央道利根川高架橋上
部その１工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県猿島郡境町

786日間 鋼橋上部工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/7/4
圏央道利根川高架橋上
部その１工事巴・東綱
特定建設工事共同体

東京都中央区勝どき４
－５－１７

一般競争入札 有 4,083,786,000 3,670,800,000 89.89%

圏央道太田袋地区高架
橋上部工事

埼玉県久喜市 629日間 鋼橋上部工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/7/4 （株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２
７

一般競争入札 有 3,798,511,500 3,363,150,000 88.54%

Ｈ２４酒々井管内交通
対策工事

千葉県印旛郡酒々井町
～ 千葉県佐倉市

159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

2012/7/4 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 85,155,000 75,285,000 88.41%

Ｈ２４春日部管内交通
安全対策工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県越谷市

239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

2012/7/4 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 152,187,000 129,570,000 85.14%

林地区基盤整備工事 群馬県吾妻郡長野原町 268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

2012/7/6 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 128,824,500 111,300,000 86.40%

Ｈ２４中部横断柳島改
良工事

山梨県南巨摩郡南部町 262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

2012/7/6 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

一般競争入札 有 410,791,500 360,150,000 87.67%

天台大橋（下り）補修
工事

千葉県千葉市稲毛区 237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

2012/7/6
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 270,186,000 257,250,000 95.21%

Ｈ２４酒々井管内緑地
管理工事

千葉県印旛郡酒々井町 237日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2012/7/6 造園土木伊藤園（株）
千葉県富里市七栄６５
４－５５

一般競争入札 有 12,463,500 12,075,000 96.88%

Ｈ２４神奈川管内交通
安全対策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

252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

2012/7/6 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 136,069,500 131,250,000 96.46%

国道６号旭高架橋橋脚
補修（２）工事

茨城県日立市 209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

2012/7/6 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

一般競争入札 有 191,373,000 189,420,000 98.98%

Ｈ２４渡良瀬川管内観
測所移設工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県佐野市

175日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2012/7/6 （株）相互電設
栃木県宇都宮市下栗町
１８５１

一般競争入札 有 52,311,000 52,290,000 99.96%

Ｈ２４大月管内交通安
全対策工事

山梨県上野原市 ～ 山
梨県大月市

209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

2012/7/6 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 68,323,500 59,745,000 87.44%

Ｈ２４横浜国道管内中
地区橋面防水他工事

神奈川県横浜市緑区 114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

2012/7/9 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

一般競争入札 有 40,750,500 36,225,000 88.89%

桜田門立坑構築他工事 東京都千代田区 259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

2012/7/9 （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 212,289,000 189,000,000 89.03%

Ｈ２４坂東・つくば管
理工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

172日間 維持修繕工事 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

2012/7/9 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 20,464,500 19,950,000 97.49%

国道２５４号桜川・成
増電線共同溝路面復旧
工事

東京都板橋区 ～ 東京
都練馬区

234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

2012/7/9 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 245,080,500 210,000,000 85.69%

農筑事本館他（１２）
建築改修その他工事

茨城県つくば市 248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

2012/7/10 コーナン建設（株）
大阪府大阪市淀川区野
中北２－１１－１５

一般競争入札 有 301,140,000 267,750,000 88.91%

Ｈ２３事務所空調設備
改修工事

千葉県野田市 143日間
暖冷房衛生設
備工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/7/10 （株）ダイエックス
千葉県松戸市松戸新田
１２９－１

一般競争入札 有 6,835,500 4,494,000 65.75%

圏央道五霞第２ＩＣラ
ンプ橋下部その１工事

茨城県猿島郡五霞町 262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

2012/7/10 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 252,714,000 222,075,000 87.88%

Ｈ２４金沢国道・大
磯・小田原管内交通安
全対策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

248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

2012/7/10 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 134,263,500 127,050,000 94.63%

Ｈ２４保土ヶ谷・厚木
管内交通安全対策他工
事

神奈川県川崎市 ～ 神
奈川県横浜市

248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

2012/7/10 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 139,450,500 134,925,000 96.75%



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

Ｈ２４八王子共同溝附
帯設備更新工事

東京都八王子市 205日間 機械設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2012/7/10 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２
－２８

一般競争入札 有 60,490,500 60,375,000 99.81%

Ｈ２４木更津管内交通
対策工事

千葉県木更津市 ～ 千
葉県富津市

149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

2012/7/10 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 92,064,000 83,685,000 90.90%

Ｈ２４原岡歩道設置他
交通対策工事

千葉県木更津市 ～ 千
葉県富津市

262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

2012/7/10 （株）大兼工務店
千葉県南房総市千倉町
北朝夷２８３０－２

一般競争入札 有 106,732,500 90,447,000 84.74%

Ｈ２４武智川第１床固
工工事

長野県諏訪郡富士見町 192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

2012/7/10 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 75,768,000 65,100,000 85.92%

Ｈ２４渡良瀬川砂防管
内整備工事

群馬県みどり市 ～ 群
馬県桐生市

157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

2012/7/10 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 22,669,500 17,640,000 77.81%

Ｈ２４新小松川小橋塗
装工事

東京都江戸川区 239日間 塗装工事 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

2012/7/10 東亜塗装工業（株）
東京都豊島区東池袋１
－４８－１０

一般競争入札 有 152,313,000 131,827,500 86.55%

Ｈ２４橋本横断地下歩
道附帯設備設置工事

神奈川県相模原市緑区 205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

2012/7/10 （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 98,584,500 82,950,000 84.14%

さがみ縦貫西久保ＪＣ
Ｔ改良（その２）工事

神奈川県茅ヶ崎市 264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

2012/7/10 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 298,893,000 257,565,000 86.17%

さがみ縦貫西久保ＪＣ
Ｔ改良（その１）工事

神奈川県茅ヶ崎市 264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

2012/7/10 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 246,624,000 224,700,000 91.11%

志茂堤防強化対策（Ｈ
２３）工事

東京都北区 245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 2012/7/13
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 236,418,000 224,280,000 94.87%

Ｈ２４小武川第一砂防
堰堤工事

山梨県韮崎市 189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

2012/7/13 小林建設（株）
山梨県南アルプス市有
野２７２４

一般競争入札 有 122,976,000 112,350,000 91.36%

Ｈ２４庄和排水機場ポ
ンプ設備修繕工事

埼玉県春日部市 202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 2012/7/13 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町
１１－１

一般競争入札 有 77,836,500 75,600,000 97.13%

Ｈ２４上布田町低水護
岸工事

東京都調布市 230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

2012/7/13 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 259,150,500 225,960,000 87.19%

Ｈ２４・２５圏央道桶
川インター改良その２
工事

埼玉県桶川市 383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

2012/7/13 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 197,662,500 175,350,000 88.71%

Ｈ２４・２５圏央道桶
川インターＣランプ橋
下部工事

埼玉県桶川市 291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

2012/7/13 安藤建設（株）
東京都港区芝浦３－１
２－８

一般競争入札 有 260,148,000 232,176,000 89.25%

寺尾町地区築堤その他
工事

群馬県高崎市 259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 2012/7/13 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 64,522,500 55,335,000 85.76%

Ｈ２４小丸沢第一・奥
名郷第二砂防堰堤補強
工事

群馬県多野郡上野村 156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 2012/7/13 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 83,265,000 72,975,000 87.64%

Ｈ２４　２０号緑地管
理（その２）工事

神奈川県相模原市緑区
～ 東京都八王子市

230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

2012/7/13 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

一般競争入札 有 41,863,500 35,385,000 84.52%

富貴橋補修工事 千葉県富津市 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

2012/7/17 真柄建設（株）
石川県金沢市彦三町１
－１３－４３

一般競争入札 有 135,933,000 117,810,000 86.67%

Ｈ２４船橋管内（２）
緑地管理工事

千葉県船橋市 226日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2012/7/17 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１
１

一般競争入札 有 44,929,500 37,611,000 83.71%

中部横断自動車道　小
海松原地区基盤整備１
工事

長野県南佐久郡小海町 198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

2012/7/17 （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 269,367,000 237,300,000 88.10%

Ｈ２４道路照明灯設置
工事

東京都千代田区 ～ 東
京都江東区

226日間 電気設備工事 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

2012/7/17 東進電気（株）
東京都荒川区西日暮里
２－２５－１

一般競争入札 有 92,620,500 78,750,000 85.02%

中部横断自動車道　前
山地区工事用道路２工
事

長野県佐久市 241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

2012/7/17 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町
８７８

一般競争入札 有 242,256,000 220,500,000 91.02%

常陸管内ＣＣＴＶカメ
ラ設備設置工事

茨城県日立市 136日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2012/7/17
三菱電機システムサー
ビス（株）

東京都世田谷区太子堂
４－１－１

一般競争入札 有 115,185,000 105,000,000 91.16%
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湾岸道路根岸地区改良
工事

神奈川県横浜市中区 225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

2012/7/18 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 177,975,000 154,140,000 86.61%

市川大橋橋脚補強その
５工事

千葉県市川市 346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

2012/7/19
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 278,082,000 249,900,000 89.87%

Ｈ２４　２０号交通安
全施設整備工事

東京都八王子市 ～ 東
京都国立市

224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

2012/7/19 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 53,571,000 45,150,000 84.28%

長野地方気象台（１
２）電気設備改修その
他工事

長野県長野市 161日間 電気設備工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2012/7/19 （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 23,110,500 19,950,000 86.32%

Ｈ２４穂波西整正工事 茨城県稲敷市 161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 2012/7/20 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 174,793,500 151,410,000 86.62%

国道２０号幡ヶ谷電線
共同溝歩道復旧工事

東京都渋谷区 223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

2012/7/20 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 121,338,000 107,100,000 88.27%

矢切函渠その１０工事
千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

1011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 2012/7/23 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１
－２５－１

一般競争入札 有 3,537,460,500 3,189,900,000 90.17%

国道３５７号千葉地区
改良舗装（その２）工
事

千葉県千葉市美浜区 192日間
アスファルト
舗装工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2012/7/23 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 257,418,000 223,965,000 87.00%

Ｈ２４瀬沢大橋橋梁補
修他工事

長野県諏訪郡富士見町 245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

2012/7/23
ドーピー建設工業
（株）

北海道札幌市中央区北
１条西６－２

一般競争入札 有 125,769,000 113,925,000 90.58%

１６号相模原市橋本地
下道昇降施設他整備工
事

神奈川県相模原市緑区 192日間 建築工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2012/7/23 （株）清水組
東京都日野市日野本町
４－６－６

一般競争入札 有 277,350,150 260,400,000 93.89%

Ｈ２４中部横断江尻窪
発生土搬入場整備（そ
の１）工事

山梨県南巨摩郡身延町 249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

2012/7/23 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町
遅沢２３４８

一般競争入札 有 211,071,000 204,750,000 97.01%

国道１４号錦糸町電線
共同溝工事

東京都墨田区 235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

2012/7/23 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 199,206,000 183,540,000 92.14%

Ｈ２４生坂村雲根防災
工事

長野県東筑摩郡生坂村 192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

2012/7/23 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村
５５２３

一般競争入札 有 66,475,500 58,065,000 87.35%

Ｈ２４新４号上三川地
区外環境整備工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県河内郡上三川町

220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

2012/7/23 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 65,635,500 57,750,000 87.99%

Ｈ２４下久保工事用道
路工事

群馬県藤岡市 134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 2012/7/23 新田造園土木（株）
群馬県藤岡市譲原１３
８３‐１

一般競争入札 有 28,108,500 26,670,000 94.88%

館山税務署（１２）建
築改修その他工事

千葉県館山市 155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

2012/7/23 ヤマダ建設（株）
千葉県君津市南子安７
－４－１０

一般競争入札 有 42,094,500 40,740,000 96.78%

瀬々波橋防護柵設置他
工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

220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

2012/7/23 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 106,974,000 93,240,000 87.16%

Ｈ２４二瀬ダム工事用
道路等工事

埼玉県秩父市 250日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2012/7/24 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 215,344,500 212,100,000 98.49%

蒲田地区舗装（その
３）工事

東京都大田区 154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

2012/7/24 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 162,498,000 138,600,000 85.29%

Ｈ２４賀地区波浪対策
工事

茨城県神栖市 224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 2012/7/24 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 187,068,000 161,910,000 86.55%

Ｈ２４生坂村山清路防
災工事

長野県東筑摩郡生坂村 219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

2012/7/24 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村
５５２３

一般競争入札 有 227,083,500 200,550,000 88.32%

水郷大橋下部耐震補強
その５工事

千葉県香取市 340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

2012/7/25 （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 298,326,000 256,200,000 85.88%

石原改良舗装工事 群馬県渋川市 243日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2012/7/25 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 77,731,500 67,725,000 87.13%

Ｈ２４荒川上流光線路
監視設備工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県深谷市

189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

2012/7/26 大島電気（株）
新潟県十日町市明石町
２５

一般競争入札 有 28,213,500 26,250,000 93.04%
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Ｈ２４西宮町低水護岸
災害復旧工事

茨城県常陸太田市 155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

2012/7/26 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才
町６２０

一般競争入札 有 22,848,000 22,575,000 98.81%

稲荷川ほかＣＣＴＶ設
備設置工事

栃木県日光市 231日間 通信設備工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2012/7/27 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ
原町４４－１６

一般競争入札 有 67,798,500 61,635,000 90.91%

Ｈ２３南田園低水護岸
工事

東京都福生市 241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

2012/7/27 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 263,917,500 228,690,000 86.65%

Ｈ２４松木山腹（キャ
ン沢）工事

栃木県日光市 564日間 法面処理工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2012/7/27 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 279,048,000 256,620,000 91.96%

第二早川橋床版他工事 群馬県伊勢崎市 172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 2012/7/27 関東建設工業（株）
群馬県太田市別所町３
３２

一般競争入札 有 51,156,000 46,200,000 90.31%

Ｈ２４深沢砂防堰堤改
築工事

栃木県日光市 198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

2012/7/30 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

一般競争入札 有 60,889,500 53,130,000 87.26%

Ｈ２４唐沢砂防堰堤改
築工事

栃木県日光市 238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

2012/7/30 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 216,919,500 193,725,000 89.31%

圏央道利根川高架橋下
部その４工事

茨城県猿島郡五霞町 238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

2012/7/30 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

一般競争入札 有 281,904,000 245,700,000 87.16%

Ｈ２４我孫子駅入口交
差点歩道橋設置工事

千葉県我孫子市 238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

2012/7/30 矢田工業（株）
福島県郡山市西田町鬼
生田字阿広木１

一般競争入札 有 116,455,500 102,900,000 88.36%

Ｈ２３災桜木町地先災
害復旧工事

群馬県桐生市 197日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2012/7/30 梶山土木（株）
群馬県桐生市境野町１
－１１７０－３

一般競争入札 有 27,877,500 24,465,000 87.76%

圏央道利根川高架橋下
部その５工事

茨城県猿島郡五霞町 242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

2012/7/30 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４番地

一般競争入札 有 229,635,000 202,650,000 88.25%

圏央道利根川高架橋下
部その６工事

茨城県猿島郡五霞町 238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

2012/7/30 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４番地

一般競争入札 有 219,912,000 189,000,000 85.94%

Ｈ２４関守床固群工事
群馬県桐生市 ～ 群馬
県みどり市

218日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2012/7/30 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 102,217,500 87,990,000 86.08%

さがみ縦貫角田地区改
良（その７）工事

神奈川県愛甲郡愛川町 150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

2012/7/30 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 291,112,500 257,880,000 88.58%

さがみ縦貫角田地区改
良（その８）工事

神奈川県愛甲郡愛川町 150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

2012/7/30 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 290,566,500 255,612,000 87.97%

諏訪税務署（１２）建
築改修その他工事

長野県諏訪市 148日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2012/7/30 スワテック建設（株）
長野県諏訪市城南２－
２３５３

一般競争入札 有 40,740,000 36,792,000 90.31%

さがみ縦貫改良他（そ
の２）工事

神奈川県厚木市 241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

2012/7/31 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 236,785,500 211,365,000 89.26%

Ｈ２４片品川流域砂防
整備工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡片品村

222日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2012/7/31 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須
賀川７－１

一般競争入札 有 66,549,000 61,425,000 92.30%

Ｈ２４大山地区水防拠
点整備外工事

茨城県稲敷郡美浦村 ～
茨城県稲敷市

184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 2012/7/31 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－
１６－２４

一般競争入札 有 64,344,000 59,850,000 93.02%

国道６号茂宮川橋下部
その他工事

茨城県日立市 243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

2012/7/31 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

一般競争入札 有 176,998,500 159,600,000 90.17%

杉田交差点舗装（その
１）工事

神奈川県横浜市磯子区 231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

2012/7/31 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 133,602,000 126,000,000 94.31%


