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Ｈ２４薗原ダムコン
ジットゲート開閉装置
他修繕工事

群馬県沼田市 226日間 機械設備工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/8/1
（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 66,759,000 63,000,000 94.37%

Ｈ２４薗原ダム湖岸環
境整備工事

群馬県沼田市 226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

2012/8/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 82,813,500 71,925,000 86.85%

武蔵野税務署（１２）
建築改修その他工事

東京都武蔵野市 149日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2012/8/1 （株）くりいく
東京都三鷹市大沢１－
１－２１

一般競争入札 有 53,487,000 46,200,000 86.38%

八千代橋他耐震補強・
補修工事

千葉県八千代市 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

2012/8/1 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 158,907,000 158,550,000 99.78%

国道２４６号荏田電線
共同溝工事

神奈川県横浜市青葉区 136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

2012/8/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 71,221,500 69,825,000 98.04%

水郷大橋上部耐震・補
修その３工事

千葉県香取市 332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

2012/8/2 （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 216,342,000 207,900,000 96.10%

藤原ダムクレストゲー
ト開閉装置他修繕工事

群馬県利根郡みなかみ
町

589日間 機械設備工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/8/2 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町
御薗宇６４００－３

一般競争入札 有 121,212,000 108,675,000 89.66%

Ｈ２４日本橋地下歩道
建築工事

東京都中央区 235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

2012/8/2 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 183,225,000 171,150,000 93.41%

Ｈ２４小松川小橋塗装
工事

東京都江戸川区 235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

2012/8/2 久保田塗装（株）
東京都文京区音羽１－
２７－１３

一般競争入札 有 102,049,500 85,638,000 83.92%

圏央道三坂新田高架橋
ＢＲ３・４下部工事

茨城県常総市 239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

2012/8/2 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１
－７－１

一般競争入札 有 288,393,000 268,117,500 92.97%

Ｈ２４　１６号管内橋
梁補修他工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市緑区

210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

2012/8/2
（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 67,987,500 65,310,000 96.06%

圏央道桶川北本地区函
渠その１工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉
県北本市

891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

2012/8/3
圏央道桶川北本地区函渠その１
工事大成・三井住友・大豊特定
建設工事共同企業体

埼玉県さいたま市大宮
区桜木町１－１０－１
６

一般競争入札 有 15,547,696,500 12,810,000,000 82.39%

水郷大橋下部耐震補強
その６工事

千葉県香取市 331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

2012/8/3 （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 127,501,500 112,350,000 88.12%

Ｈ２４長野国道管内道
路情報板更新工事

長野県長野市 175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

2012/8/3
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

一般競争入札 有 62,191,500 55,440,000 89.14%

馬橋第一宿舎外構内整
備工事

千葉県松戸市 90日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/8/3 愛宕建設工業（株）
千葉県野田市野田７９
２

一般競争入札 有 5,649,000 5,250,000 92.94%

Ｈ２４千葉国道ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

千葉県南房総市 217日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2012/8/3
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 54,264,000 48,279,000 88.97%

Ｈ２４小池川ゲート津
波対策改修工事

静岡県静岡市清水区 147日間 機械設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/8/3
（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 64,375,500 60,900,000 94.60%

Ｈ２４河川情報伝送設
備改修工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県野田市

196日間 通信設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/8/3 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 47,061,000 46,200,000 98.17%

Ｈ２４　１６号拝島橋
耐震補強補修工事

東京都昭島市 230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

2012/8/3 （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 271,299,000 244,650,000 90.18%

圏央道小貝川橋下部そ
の１工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

238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

2012/8/3 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市
下長沼１１８－１

一般競争入札 有 155,463,000 136,500,000 87.80%

Ｈ２４救急排水機場ポ
ンプ設備修繕工事

山梨県南巨摩郡富士川
町 ～ 山梨県南巨摩郡
身延町

235日間 機械設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/8/6 クボタ機工（株）
大阪府枚方市中宮大池
１－１－１

一般競争入札 有 39,700,500 38,850,000 97.86%

Ｈ２３災野田町地先災
害復旧工事

栃木県足利市 217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

2012/8/6 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 63,105,000 54,987,450 87.14%

Ｈ２４京浜大橋（海
側）耐震補強その１工
事

東京都大田区 198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

2012/8/6
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 262,573,500 238,875,000 90.97%

Ｈ２４舞浜大橋右岸高
架橋（海側）耐震補強
工事

東京都江戸川区 228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

2012/8/6 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 275,761,500 247,905,000 89.90%
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市川共同溝補強その１
工事

千葉県市川市 231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

2012/8/6 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 293,884,500 254,100,000 86.46%

Ｈ２４末広町河道掘削
工事

神奈川県横浜市鶴見区 231日間
河川しゅんせ
つ工事

京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2012/8/6 （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 230,412,000 199,605,000 86.63%

Ｈ２４滑川第２８帯護
岸工事

群馬県高崎市 224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 2012/8/6 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 69,100,500 60,375,000 87.37%

堀之内地区函渠その５
工事

千葉県市川市 1025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 2012/8/7 鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－
３－１

一般競争入札 有 9,400,177,500 8,575,350,000 91.23%

上武道路外照明灯設備
工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

150日間 電気設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2012/8/7 小野里電気（株）
群馬県前橋市昭和町３
－３１－１３

一般競争入札 有 35,826,000 33,600,000 93.79%

さがみ縦貫小倉地区改
良（その３）工事

神奈川県相模原市緑区 507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

2012/8/7 （株）不動テトラ
大阪府大阪市中央区淡
路町２－２－１４

一般競争入札 有 887,596,500 775,950,000 87.42%

Ｈ２４岩本駅前交差点
改良工事

群馬県沼田市 205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 2012/8/7 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 60,522,000 54,915,000 90.74%

Ｈ２４高野地区土砂整
正工事

茨城県守谷市 ～ 茨城
県取手市

189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

2012/8/7 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 283,584,000 246,540,000 86.94%

掘金・穂高地区田園文
化ゾーン受変電設備工
事

長野県安曇野市 230日間
受変電設備工
事

国営アルプスあづみの
公園事務所

長野県安曇野市穂高牧
149-12

2012/8/7 （株）有電社
東京都渋谷区千駄ケ谷
１－５－６

一般競争入札 有 75,474,000 68,880,000 91.26%

Ｈ２４川尻第６排水樋
管新設工事

茨城県神栖市 234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

2012/8/7 北野建設（株）
長野県長野市県町５２
４

一般競争入札 有 203,416,500 191,100,000 93.95%

中部横断自動車道　岸
野地区改良２工事

長野県佐久市 230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

2012/8/7 （株）北條組
長野県長野市大字村山
３４８－１

一般競争入札 有 236,890,500 205,590,000 86.79%

Ｈ２４昭和防災活動拠
点他整備工事

東京都立川市 220日間 造園工事
国営昭和記念公園事務
所

東京都立川市緑町3173 2012/8/7 （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 164,409,000 144,480,000 87.88%

中部横断自動車道　佐
久穂工事用道路５工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

230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

2012/8/7 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 288,466,500 248,850,000 86.27%

中部横断自動車道　臼
田ＩＣ改良２工事

長野県佐久市 230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

2012/8/7 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 239,452,500 208,635,000 87.13%

笛吹川出張所通信鉄塔
他撤去工事

山梨県笛吹市 60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

2012/8/7 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 15,561,000 15,225,000 97.84%

Ｈ２４前橋・沼田管内
標識区画線工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県渋川市

234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 2012/8/7 ダイケンテクノ（株）
群馬県前橋市駒形町５
１９－２

一般競争入札 有 24,055,500 22,785,000 94.72%

Ｈ２４戸頭地区土砂整
正工事

茨城県取手市 ～ 千葉
県野田市

113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

2012/8/8 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 165,973,500 142,800,000 86.04%

汲沢・辻堂神台電線共
同溝路面復旧工事

神奈川県横浜市戸塚区
～ 神奈川県藤沢市

212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

2012/8/8 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 158,718,000 136,500,000 86.00%

野門沢山腹工工事 栃木県日光市 716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

2012/8/8 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

一般競争入札 有 126,640,500 112,350,000 88.72%

秦野電線共同溝路面復
旧工事

神奈川県秦野市 212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

2012/8/8 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 128,121,000 114,450,000 89.33%

上武道路安全施設他工
事

群馬県前橋市 235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 2012/8/8 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４
１３－１

一般競争入札 有 77,028,000 73,290,000 95.15%

Ｈ２４京浜河川ＣＣＴ
Ｖ設備他設置工事

神奈川県横浜市鶴見区 198日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2012/8/8 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 188,538,000 171,150,000 90.78%

Ｈ２３須賀高潮堤防整
備工事

神奈川県平塚市 229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

2012/8/8 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 194,292,000 185,584,350 95.52%

Ｈ２４碓氷・桐生管内
標識区画線工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県高崎市

233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 2012/8/8 サン（株）
群馬県高崎市上小塙町
１２４７－２

一般競争入札 有 28,392,000 27,300,000 96.15%



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管内交通安全施
設設置工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県前橋市

204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 2012/8/8 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

一般競争入札 有 69,804,000 67,200,000 96.27%

Ｈ２４屋敷裏地盤改良
工事

埼玉県羽生市 156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

2012/8/8 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 120,057,000 106,470,000 88.68%

Ｈ２４新鳥居橋橋梁補
修他工事

長野県長野市 228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

2012/8/9 第一建設工業（株）
新潟県新潟市中央区八
千代１－４－３４

一般競争入札 有 171,906,000 150,150,000 87.34%

大谷川下流護岸（関の
沢上流地区）工事

栃木県日光市 228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

2012/8/9 小島土建（株）
栃木県塩谷郡塩谷町風
見１１８８

一般競争入札 有 77,395,500 69,615,000 89.95%

Ｈ２４事務所管内建築
改修その他工事

茨城県潮来市 197日間 建築工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/8/9 日高見建設工業（株）
茨城県稲敷市桑山４０
３

一般競争入札 有 55,818,000 55,020,000 98.57%

日本バイオアッセイ研
究センター（１２）機
械設備改修その他工事

神奈川県秦野市 218日間
暖冷房衛生設
備工事

横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2012/8/9 第一工業（株）
東京都千代田区丸の内
３－３－１

一般競争入札 有 187,845,000 184,800,000 98.38%

Ｈ２４　管内標識設置
工事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

175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

2012/8/9 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

一般競争入札 有 50,505,000 49,337,400 97.69%

北国分堀之内改良その
他工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

232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 2012/8/9 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 270,711,000 240,450,000 88.82%

Ｈ２４大貫地先災害補
修工事

茨城県東茨城郡大洗町 175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

2012/8/9 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
－６－７

一般競争入札 有 58,558,500 56,700,000 96.83%

圏央道五霞ⅠＣ橋下部
その１０工事

茨城県猿島郡五霞町 231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

2012/8/10 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 228,133,500 208,950,000 91.59%

Ｈ２４児玉橋橋梁補修
他工事

長野県長野市 217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

2012/8/10 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 223,030,500 191,415,000 85.82%

大谷川下流護岸（関の
沢下流地区）工事

栃木県日光市 227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

2012/8/10 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 66,717,000 57,015,000 85.46%

Ｈ２４茅野舗装修繕他
工事

長野県諏訪郡富士見町
～ 長野県茅野市

202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

2012/8/10 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 83,233,500 72,030,000 86.54%

Ｈ２４常陸川水門管理
施設建築改修その他工
事

茨城県神栖市 227日間 建築工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/8/10 （株）羽原工務店
茨城県龍ケ崎市川原代
町３９７５

一般競争入札 有 185,860,500 178,290,000 95.93%

圏央道五霞第２ＩＣラ
ンプ橋下部その２工事

茨城県猿島郡五霞町 227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

2012/8/10 （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 232,228,500 200,130,000 86.18%

圏央道五霞ＩＣ幸主橋
下部工事

茨城県猿島郡五霞町 231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

2012/8/10 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 209,002,500 194,250,000 92.94%

圏央道五霞ⅠＣ橋下部
その１１工事

茨城県猿島郡五霞町 231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

2012/8/10 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 287,500,500 248,850,000 86.56%

圏央道五霞ⅠＣ橋下部
その１２工事

茨城県猿島郡五霞町 231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

2012/8/10 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

一般競争入札 有 196,234,500 178,500,000 90.96%

中部横断自動車道　大
石川橋下部他改良工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

227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

2012/8/10 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 207,994,500 190,470,000 91.57%

さがみ縦貫角田地区改
良（その９）工事

神奈川県愛甲郡愛川町 174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

2012/8/10 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 195,373,500 171,139,500 87.60%

旧連絡所等構内整備工
事

栃木県日光市 82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

2012/8/10 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 21,787,500 20,265,000 93.01%

Ｈ２４常陸管内道路情
報板更新他工事

茨城県笠間市 ～ 茨城
県取手市

202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

2012/8/10 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 170,824,500 149,100,000 87.28%

圏央道東地区排水整備
その１工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県稲敷郡河内町

172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

2012/8/10 （株）アオイ
千葉県我孫子市緑１－
１１－２４

一般競争入札 有 121,705,500 107,205,000 88.09%

圏央道東地区排水整備
その２工事

茨城県稲敷郡河内町 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

2012/8/10 大竹建設（株）
茨城県取手市小文間５
５８４

一般競争入札 有 142,905,000 123,648,000 86.52%
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Ｈ２４国分寺管内損傷
復旧工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県下野市

231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

2012/8/10 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 3,461,854 3,255,000 94.02% 単価契約

Ｈ２４京浜大橋（海
側）耐震補強その２工
事

東京都大田区 225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

2012/8/13 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－
２－８

一般競争入札 有 203,175,000 197,400,000 97.16%

Ｈ２４小山管内損傷復
旧工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県足利市

220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

2012/8/21 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 3,479,761 3,465,000 99.58% 単価契約

Ｈ２４矢板管内損傷復
旧工事

栃木県那須郡那須町 ～
栃木県那須塩原市

220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

2012/8/21 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 3,459,592 3,150,000 91.05% 単価契約

Ｈ２４荒川工事用道路
工事

山梨県南巨摩郡早川町 159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

2012/8/22 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－
１１－２２

一般競争入札 有 105,661,500 103,950,000 98.38%

園内トイレ棟増築他工
事

茨城県ひたちなか市 205日間 建築工事
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

2012/8/22 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 65,326,800 60,900,000 93.22%

Ｈ２４黒河内第四砂防
堰堤工事

山梨県南巨摩郡早川町 474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

2012/8/23 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 262,794,000 260,400,000 99.09%

日立岩瀬国道管内照明
設備改修工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県桜川市

189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

2012/8/23 （株）久工
茨城県笠間市南吉原１
３２

一般競争入札 有 85,491,000 73,899,000 86.44%

Ｈ２４三郷排水機場除
塵設備修繕工事

埼玉県三郷市 203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 2012/8/24 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

一般競争入札 有 134,662,500 126,000,000 93.57%

北長池改良２工事 長野県長野市 180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

2012/8/24 （株）北條組
長野県長野市大字村山
３４８－１

一般競争入札 有 113,967,000 99,540,000 87.34%

Ｈ２４古ヶ崎・松戸排
水機場除塵設備修繕工
事

千葉県松戸市 203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 2012/8/24 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

一般競争入札 有 123,396,000 111,300,000 90.20%

圏央道市原南ＩＣ改良
その７工事

千葉県市原市 210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

2012/8/24 （株）川名工務店 千葉県君津市浦田１７ 一般競争入札 有 200,067,000 174,090,000 87.02%

Ｈ２４外郭放水路第３
立坑ポンプ設備修繕工
事

埼玉県春日部市 203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 2012/8/24 クボタ機工（株）
大阪府枚方市中宮大池
１－１－１

一般競争入札 有 41,737,500 40,950,000 98.11%

園内舗装修繕その他工
事

茨城県ひたちなか市 203日間
アスファルト
舗装工事

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

2012/8/24 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１
－７－１

一般競争入札 有 86,037,000 74,235,000 86.28%

平成２４・２５年度
芝川根岸大橋耐震補強
工事

埼玉県川口市 578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

2012/8/27 島田建設工業（株）
埼玉県川口市大字道合
３０５

一般競争入札 有 135,345,000 132,667,500 98.02%

北千葉道路北須賀・船
形地区遮音壁設置工事

千葉県成田市 214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

2012/8/27 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 90,384,000 85,050,000 94.10%

Ｈ２４荒川西区湯木町
一丁目築堤工事

埼玉県さいたま市 156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

2012/8/27 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 194,649,000 166,950,000 85.77%

Ｈ２４荒川西区湯木町
二丁目築堤工事

埼玉県さいたま市 141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

2012/8/27 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

一般競争入札 有 121,411,500 104,895,000 86.40%

２０号相模原市緑区小
渕地区改良他工事

神奈川県相模原市緑区 207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

2012/8/27 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 191,100,000 183,750,000 96.15%

渋谷排水設備設置工事 東京都渋谷区 214日間 機械設備工事 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

2012/8/27 （株）鶴見製作所
大阪府大阪市鶴見区鶴
見４－１６－４０

一般競争入札 有 80,398,500 73,815,000 91.81%

Ｈ２３川妻地区堤防整
備工事

埼玉県春日部市 203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 2012/8/27 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 241,846,500 208,950,000 86.40%

Ｈ２３小平地区堤防整
備工事

埼玉県春日部市 203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 2012/8/27 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 243,589,500 212,100,000 87.07%

Ｈ２４千葉・木更津管
内緑地管理工事

千葉県千葉市 185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

2012/8/27 千葉造園土木（株）
千葉県千葉市稲毛区黒
砂台２－１２－７

一般競争入札 有 41,643,000 34,749,750 83.45%

Ｈ２４柏・船橋管内緑
地管理工事

千葉県船橋市 185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

2012/8/27 （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 30,093,000 25,200,000 83.74%
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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

北千葉道路北須賀・船
形地区舗装工事

千葉県成田市 214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

2012/8/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 194,869,500 167,685,000 86.05%

国道２４６号南青山３
丁目電線共同溝路面復
旧工事

東京都港区 185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

2012/8/27 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 158,529,000 138,600,000 87.43%

土浦鹿島国道管内照明
設備改修工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県鹿嶋市

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

2012/8/27 （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 88,851,000 79,275,000 89.22%

Ｈ２４上野原歩道設置
工事

山梨県上野原市 214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

2012/8/27 天野工業（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田１１７５－１

一般競争入札 有 270,847,500 255,150,000 94.20%

Ｈ２４天神山入口交差
点改良工事

山梨県南都留郡鳴沢村 214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

2012/8/27 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 81,805,500 76,440,000 93.44%

浮間二丁目堤防強化対
策（Ｈ２４）工事

東京都北区 199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 2012/8/28 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 568,606,500 503,685,000 88.58%

Ｈ２４大丸低水護岸工
事

東京都稲城市 209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

2012/8/28 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 253,281,000 218,190,000 86.15%

Ｈ２４関戸低水護岸工
事

東京都多摩市 209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

2012/8/28
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 228,574,500 204,225,000 89.35%

鹿浜桜づつみ整備（Ｈ
２４）工事

東京都足立区 184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 2012/8/28 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５
３－５３

一般競争入札 有 102,312,000 89,250,000 87.23%

Ｈ２４昭和みんなの
原っぱ休憩施設新築他
工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

213日間 建築工事
国営昭和記念公園事務
所

東京都立川市緑町3173 2012/8/28 （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 154,245,000 139,755,000 90.61%

石井町護岸災害復旧工
事

栃木県宇都宮市 205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

2012/8/28 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 196,129,500 172,725,000 88.07%

Ｈ２４道路情報表示設
備設置工事

神奈川県横須賀市 ～
神奈川県小田原市

184日間 通信設備工事 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

2012/8/28 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区
前田町１００

一般競争入札 有 103,414,500 89,229,000 86.28%

Ｈ２４トンネル非常警
報設備設置工事

神奈川県横浜市金沢区
～ 神奈川県横須賀市

184日間 通信設備工事 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

2012/8/28 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区
前田町１００

一般競争入札 有 111,741,000 102,900,000 92.09%

船山越横断歩道橋改良
工事

山梨県韮崎市 199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

2012/8/28 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 23,572,500 20,979,000 89.00%

高谷ＩＣ改良その６工
事

千葉県市川市 974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 2012/8/29 清水建設（株）
東京都港区芝浦１－２
－３

一般競争入札 有 4,812,496,500 4,250,925,000 88.33%

Ｈ２４春木川工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 208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

2012/8/29 中沢工業（株）
山梨県甲府市幸町９－
２４

一般競争入札 有 130,788,000 111,300,000 85.10%

ＣＣＴＶ設備停電対策
工事

千葉県松戸市 155日間
受変電設備工
事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2012/8/29 （株）ケーネス
東京都港区新橋２－１
０－５

一般競争入札 有 4,798,500 4,620,000 96.28%

Ｈ２４二瀬ダム土砂搬
出等工事

埼玉県秩父市 138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

2012/8/30 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 108,874,500 94,143,000 86.47%

Ｈ２４川又地先他災害
補修工事

茨城県水戸市 154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

2012/8/30 サコー建設（株）
茨城県北茨城市磯原町
磯原１９３１－７

一般競争入札 有 58,065,000 52,290,000 90.05%

Ｈ２４小塚山植生その
１工事

千葉県市川市 182日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2012/8/30 （株）千葉花壇
千葉県千葉市稲毛区小
仲台８－１７－１

一般競争入札 有 18,144,000 17,745,000 97.80%

中部横断自動車道　大
沢地区改良２工事

長野県佐久市 206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

2012/8/31 （株）木下組
長野県佐久市中込３０
８－５

一般競争入札 有 252,063,000 224,175,000 88.94%

Ｈ２４古河地区道路休
憩施設道路改修外工事

茨城県古河市 210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

2012/8/31 （株）内田組
茨城県古河市旭町二丁
目２０番４号

一般競争入札 有 186,312,000 176,431,500 94.70%


