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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
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国道１４号ほか路面映
像監視設備設置工事

東京都特別区 178日間 通信設備工事 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

2012/9/3 池野通建（株）
東京都北区岸町１－９
－４

一般競争入札 有 123,249,000 107,100,000 86.90%

Ｈ２４御池ノ沢床固群
流路整備工事

山梨県南巨摩郡早川町 203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

2012/9/3 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

一般競争入札 有 71,011,500 67,725,000 95.37%

Ｈ２４利根砂防火山監
視設備整備工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県渋川市

202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 2012/9/4
藤田エンジニアリング
（株）

群馬県高崎市飯塚町１
１７４－５

一般競争入札 有 24,381,000 24,097,500 98.84%

酒匂３丁目電線共同溝
他工事

神奈川県小田原市 185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

2012/9/4 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 152,859,000 136,500,000 89.30%

田尻地区函渠その６工
事

千葉県市川市 996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 2012/9/5
田尻地区函渠その６工
事清水・錢高特定建設
工事共同企業体

東京都港区芝浦１－２
－３－１２

一般競争入札 有 10,488,681,000 9,498,300,000 90.56%

Ｈ２４宇都宮国道光
ケーブル敷設工事

栃木県さくら市 ～ 栃
木県矢板市

176日間 通信設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2012/9/5
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 40,225,500 35,920,500 89.30%

Ｈ２４国道１７号上落
合他電線共同溝路面復
旧工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県北本市

201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

2012/9/5 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 275,761,500 238,350,000 86.43%

Ｈ２４長野管内交通安
全対策工事

長野県千曲市 ～ 長野
県長野市

176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

2012/9/5 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 112,129,500 100,485,000 89.62%

Ｈ２４関東技術構内緑
地管理工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県船橋市

148日間 造園工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2012/9/5 （株）石芳園
千葉県市川市堀之内５
－３－１

一般競争入札 有 8,872,500 8,400,000 94.67%

上武道路尾島・境高架
橋上部その２工事

群馬県太田市 ～ 群馬
県伊勢崎市

540日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2012/9/6 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝
３－１３－３

一般競争入札 有 1,039,195,500 910,350,000 87.60%

Ｈ２４川島排水樋管自
重降下対策工事

埼玉県比企郡川島町 197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

2012/9/6 西田鉄工（株）
熊本県宇土市松山町４
５４１

一般競争入札 有 102,963,000 92,610,000 89.94%

Ｈ２４三領排水樋管
ゲート設備改修工事

埼玉県川口市 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 2012/9/6
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

一般競争入札 有 84,210,000 78,750,000 93.52%

Ｈ２４綾瀬排水樋管
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 2012/9/6
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

一般競争入札 有 197,232,000 182,700,000 92.63%

Ｈ２４荒川西区昭和築
堤工事

埼玉県さいたま市 195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

2012/9/6 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 151,011,000 130,725,000 86.57%

Ｈ２４荒川西区西遊馬
築堤工事

埼玉県さいたま市 199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

2012/9/7 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 193,063,500 165,900,000 85.93%

Ｈ２４北千葉第一機場
外ポンプ設備修繕工事

千葉県印西市 ～ 千葉
県柏市

199日間 機械設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2012/9/7 （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 249,490,500 246,750,000 98.90%

Ｈ２４太田地区堤脚水
路設置工事

茨城県神栖市 133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

2012/9/7 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 65,478,000 56,700,000 86.59%

１６号昭島市松原地区
改良（その２）工事

東京都昭島市 ～ 東京
都福生市

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

2012/9/7 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 220,542,000 194,250,000 88.08%

気象大学校寄宿舎（１
２）建築改修その他工
事

千葉県柏市 186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

2012/9/10
（株）シミズ・ビルラ
イフケア

東京都中央区京橋２－
９－２

一般競争入札 有 66,034,500 59,745,000 90.48%

早瀬堤防強化対策（Ｈ
２４）工事

埼玉県戸田市 186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 2012/9/10 （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 487,000,500 430,500,000 88.40%

Ｈ２４荒川上流電気設
備工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県比企郡川島町

189日間
受変電設備工
事

荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2012/9/10 （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 56,133,000 49,665,000 88.48%

Ｈ２４信州新町・松
本・岡谷管内交通安全
対策工事

長野県長野市 ～ 長野
県松本市

171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

2012/9/10 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 145,057,500 124,320,000 85.70%

国道６号東向島（２）
電線共同溝路面復旧工
事

東京都墨田区 171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

2012/9/10 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 158,277,000 139,440,000 88.10%

Ｈ２４神奈川二丁目他
歩道橋上部工事

神奈川県横浜市神奈川
区

200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

2012/9/10
片山ストラテック
（株）

大阪府大阪市大正区南
恩加島６－２－２１

一般競争入札 有 251,548,500 222,600,000 88.49%
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Ｈ２４相模原ＩＣ貯留
槽排水設備工事

神奈川県相模原市南区 200日間 機械設備工事 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

2012/9/10 （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 103,897,500 94,185,000 90.65%

Ｈ２４鶴見地下道昇降
設備工事

神奈川県横浜市鶴見区 196日間 機械設備工事 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

2012/9/10 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内
１－６－６

一般競争入札 有 42,966,000 42,000,000 97.75%

四ツ木地区安全施設改
修他工事

東京都葛飾区 171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

2012/9/10 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 90,268,500 89,250,000 98.87%

Ｈ２４上田管内交通安
全対策工事

長野県上田市 ～ 長野
県北佐久郡軽井沢町

171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

2012/9/10 （株）木下組
長野県佐久市中込３０
８－５

一般競争入札 有 109,368,000 104,265,000 95.33%

国道２４６号道玄坂電
線共同溝歩道復旧工事

東京都渋谷区 ～ 東京
都目黒区

171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

2012/9/10 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 99,676,500 95,550,000 95.86%

Ｈ２４荒川上流管内土
砂撤去工事

埼玉県比企郡川島町 ～
埼玉県坂戸市

200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

2012/9/10 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ケ谷戸４８９番地

一般競争入札 有 69,394,500 66,675,000 96.08%

横浜税関川崎税関支署
外１件（１２）建築改
修その他工事

神奈川県川崎市川崎区
～ 神奈川県横浜市磯子
区

199日間 建築工事 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

2012/9/10 （株）タジリ住建
神奈川県相模原市緑区
向原１－２－１３

一般競争入札 有 30,040,500 28,875,000 96.12%

Ｈ２４荒川上流管内監
視設備工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県熊谷市

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

2012/9/10 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 44,446,500 42,000,000 94.50%

Ｈ２４中部横断波高島
地区工事用道路設置工
事

山梨県南巨摩郡身延町 196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

2012/9/10 （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 181,755,000 166,950,000 91.85%

Ｈ２４横浜町田立体耐
震補強他工事

神奈川県横浜市 202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

2012/9/10 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 281,967,000 247,695,000 87.85%

高道祖護岸災害復旧工
事

茨城県下妻市 142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

2012/9/11 （株）佐藤工務店
栃木県真岡市石島７８
６－１

一般競争入札 有 30,880,500 30,544,500 98.91%

新宿高架橋下部撤去工
事

東京都新宿区 192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

2012/9/11 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 266,259,000 231,525,000 86.95%

Ｈ２４国道１６号指扇
電線共同溝その他工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県狭山市

195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

2012/9/11 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 251,349,000 215,880,000 85.89%

Ｈ２４庁舎空調設備他
改修工事

群馬県吾妻郡草津町 108日間
暖冷房衛生設
備工事

品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2012/9/11 クシダ工業（株）
群馬県高崎市貝沢町甲
９６５

一般競争入札 有 7,035,000 6,804,000 96.72%

Ｈ２４佐原出張所外建
築改修その他工事

千葉県香取市 164日間 建築工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2012/9/11 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 85,795,500 85,575,000 99.74%

Ｈ２４中部横断六郷Ｉ
Ｃ地盤改良（その１）
工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

195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

2012/9/11 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 225,844,500 210,000,000 92.98%

Ｈ２４平川流域工事用
道路工事

群馬県沼田市 195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 2012/9/11 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 187,404,000 164,850,000 87.97%

さがみ縦貫寒川南ＩＣ
歩道橋上部（その１）
工事

神奈川県高座郡寒川町 199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

2012/9/11
古河産機システムズ
（株）

東京都千代田区丸の内
２－２－３

一般競争入札 有 293,779,500 252,000,000 85.78%

さがみ縦貫寒川南ＩＣ
歩道橋上部（その２）
工事

神奈川県高座郡寒川町 199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

2012/9/11
三井造船鉄構エンジニ
アリング（株）

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１　ＷＢＧ
マリブイースト棟２９

一般競争入札 有 156,313,500 133,770,000 85.58%

柳原二丁目堤防強化対
策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 185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 2012/9/11 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 545,013,000 482,475,000 88.53%

Ｈ２４新堀川排水機場
主ポンプ駆動設備更新
工事

群馬県邑楽郡明和町 198日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/9/12
（株）日立プラントテ
クノロジー

東京都豊島区東池袋４
－５－２

一般競争入札 有 131,229,000 125,475,000 95.62%

Ｈ２４管内標識設置他
工事

東京都特別区 169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

2012/9/12 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

一般競争入札 有 110,922,000 105,000,000 94.66%

横壁地区護岸工事 群馬県吾妻郡長野原町 198日間 法面処理工事 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

2012/9/12 東光建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字横壁５０１

一般競争入札 有 179,266,500 174,300,000 97.23%

Ｈ２４渡良瀬川河川情
報設備設置工事

栃木県足利市 197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

2012/9/12 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 46,588,500 45,150,000 96.91%
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Ｈ２４林地区代替地他
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 198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

2012/9/12 池原工業（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町
大字原町１６０

一般競争入札 有 75,043,500 69,090,000 92.07%

富岡税務署（１２）建
築改修その他工事

群馬県藤岡市 125日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2012/9/12 トーモー（株）
群馬県伊勢崎市寿町１
６２

一般競争入札 有 40,131,000 38,010,000 94.71%

Ｈ２３下吉妻地区堤防
整備工事

埼玉県春日部市 190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 2012/9/13 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 240,555,000 208,530,000 86.69%

Ｈ２４御前山地先他低
水護岸災害復旧工事

茨城県東茨城郡城里町
～ 茨城県常陸大宮市

106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

2012/9/13 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

一般競争入札 有 77,091,000 66,990,000 86.90%

Ｈ２４岩根町地先低水
護岸災害復旧工事

茨城県水戸市 106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

2012/9/13 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

一般競争入札 有 90,993,000 79,275,000 87.12%

Ｈ２４岩根町地先災害
復旧工事

茨城県水戸市 106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

2012/9/13 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
－６－７

一般競争入札 有 224,532,000 198,870,000 88.57%

Ｈ２４菱町樋管扉体等
更新外工事

群馬県桐生市 ～ 栃木
県足利市

183日間 機械設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2012/9/13 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

一般競争入札 有 29,935,500 29,662,500 99.09%

Ｈ２４利根川上流映像
監視設備設置工事

栃木県栃木市 ～ 埼玉
県加須市

140日間 通信設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/9/13 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

一般競争入札 有 93,124,500 83,895,000 90.09%

Ｈ２４上伊勢畑地先他
護岸災害復旧工事

茨城県常陸大宮市 106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

2012/9/13 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 138,747,000 120,750,000 87.03%

中妻低水護岸工事 茨城県常総市 190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

2012/9/13 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 141,918,000 131,250,000 92.48%

Ｈ２４小形樋管扉体等
更新工事

茨城県神栖市 ～ 茨城
県潮来市

186日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/9/14 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 25,000,500 24,990,000 99.96%

Ｈ２４東平山低水護岸
工事

東京都日野市 192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

2012/9/14 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

一般競争入札 有 183,183,000 159,075,000 86.84%

Ｈ２４上吉妻地区築堤
工事

埼玉県春日部市 189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 2012/9/14 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７
０５－２

一般競争入札 有 196,654,500 171,675,000 87.30%

Ｈ２３丸井下地区堤防
整備工事

埼玉県春日部市 189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 2012/9/14 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 230,338,500 203,700,000 88.44%

Ｈ２４受変電設備（Ａ
－４）改修工事

茨城県ひたちなか市 139日間
受変電設備工
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

2012/9/14 （株）有電社
東京都渋谷区千駄ケ谷
５－３３－８

一般競争入札 有 25,137,000 22,680,000 90.23%

中部横断自動車道　佐
久町ＩＣ改良２工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

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

2012/9/14 （株）黒澤組
長野県南佐久郡小海町
大字千代里３１６２

一般競争入札 有 266,301,000 232,680,000 87.37%

Ｈ２４中部横断宮沢川
橋下部工事

山梨県南巨摩郡身延町 196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

2012/9/14 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 187,551,000 183,750,000 97.97%

Ｈ２４川治ダムクレス
トゲート設備他塗装工
事

栃木県日光市 139日間 塗装工事
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

2012/9/14 （株）西工務店
岡山県岡山市北区平和
町４－７

一般競争入札 有 27,846,000 24,045,000 86.35%

大井環七立体標識設置
工事

東京都大田区 ～ 東京
都品川区

163日間 一般土木工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2012/9/18 日栄興業（株）
東京都品川区東大井２
－１３－２

一般競争入札 有 47,334,000 45,675,000 96.50%

車坂高架橋他補修工事 千葉県千葉市 163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

2012/9/18 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－
１４－１４

一般競争入札 有 109,819,500 101,850,000 92.74%

Ｈ２４小川地先低水護
岸災害復旧工事

栃木県那須郡那須町 101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

2012/9/18 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 30,586,500 26,460,000 86.51%

三妻低水護岸工事 茨城県常総市 174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

2012/9/18 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 126,598,500 108,675,000 85.84%

Ｈ２４荒川西区二ツ宮
築堤工事

埼玉県さいたま市 175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

2012/9/18
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

一般競争入札 有 119,122,500 103,425,000 86.82%

Ｈ２４気象観測設備設
置工事

神奈川県横浜市神奈川
区 ～ 神奈川県足柄下
郡箱根町

163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

2012/9/18 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 74,067,000 69,300,000 93.56%
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Ｈ２４中ノ沢第一砂防
堰堤改良工事

群馬県多野郡上野村 188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 2012/9/18 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 69,919,500 62,160,000 88.90%

１６号相模原市中央区
相生他電線共同溝工事

神奈川県相模原市中央
区 ～ 神奈川県相模原
市南区

185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

2012/9/18 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 176,137,500 151,200,000 85.84%

Ｈ２４八ッ場ダム管内
（横壁地区外）整備工
事

群馬県吾妻郡長野原町 194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

2012/9/18 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１
１

一般競争入札 有 18,123,000 15,960,000 88.06%

庁舎３階東系統他２件
空調設備改修工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南アルプス市

114日間
暖冷房衛生設
備工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/9/19 ダイカン（株）
山梨県甲府市下飯田４
－１０－２２

一般競争入札 有 10,447,500 7,749,000 74.17%

Ｈ２４利根統放流警報
局設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県沼田市

184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

2012/9/19 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 109,588,500 105,000,000 95.81%

Ｈ２４ＣＣＴＶ設備更
新工事

神奈川県相模原市 187日間 通信設備工事
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

2012/9/19
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 54,547,500 48,300,000 88.55%

Ｈ２４荒川大久保樋管
撤去工事

埼玉県さいたま市 551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

2012/9/20 （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 353,671,500 310,905,000 87.91%

Ｈ２４新川通堤防強化
工事

埼玉県加須市 186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

2012/9/20 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 316,438,500 276,150,000 87.27%

上武道路函渠その他工
事

群馬県前橋市 183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 2012/9/20 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 270,028,500 239,400,000 88.66%

白狐橋下部他工事
群馬県利根郡みなかみ
町

551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 2012/9/20 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 197,536,500 173,250,000 87.71%

上武道路橋梁下部その
３工事

群馬県前橋市 183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 2012/9/20 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 292,551,000 254,100,000 86.86%

上武道路橋梁下部その
４工事

群馬県前橋市 183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 2012/9/20 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 218,631,000 196,350,000 89.81%

Ｈ２４角打地区災害復
旧護岸工事

山梨県南巨摩郡身延町 186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

2012/9/20 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

一般競争入札 有 71,169,000 67,200,000 94.42%

Ｈ２３大野川排水樋管
扉体修繕他工事

茨城県守谷市 190日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/9/20 西田鉄工（株）
熊本県宇土市松山町４
５４１

一般競争入札 有 85,522,500 75,180,000 87.91%

Ｈ２４管内法面防災対
策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

190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

2012/9/20 日本基礎技術（株）
大阪府大阪市北区松ケ
枝町６－２２

一般競争入札 有 156,912,000 144,270,000 91.94%

大真名子東沢第１谷止
工事

栃木県日光市 795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

2012/9/21 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 246,214,500 221,550,000 89.98%

Ｈ２４天狗沢下流第１
砂防堰堤工事

栃木県日光市 185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

2012/9/21 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 134,305,500 116,235,000 86.55%

Ｈ２４今市床固群前庭
保護工事

栃木県日光市 185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

2012/9/21 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 125,832,000 107,625,000 85.53%

Ｈ２４堅磐河道掘削工
事

茨城県常陸太田市 160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

2012/9/21 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 70,906,500 61,425,000 86.63%

Ｈ２４老瀬地区災害復
旧護岸工事

山梨県南巨摩郡身延町 185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

2012/9/21 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 75,117,000 73,500,000 97.85%

圏央道江戸崎地区排水
整備その他工事

茨城県稲敷市 189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

2012/9/21 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金
江津５１０７

一般競争入札 有 239,169,000 213,150,000 89.12%

北国分地区函渠その２
工事

千葉県市川市 973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 2012/9/24 （株）間組
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 4,801,912,500 4,413,150,000 91.90%

荒川下流岩淵出張所管
内土砂改良（Ｈ２４）
工事

東京都板橋区 ～ 埼玉
県戸田市

179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 2012/9/24 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 274,942,500 238,350,000 86.69%

荒川下流小名木川出張
所管内土砂改良（Ｈ２
４）工事

東京都江戸川区 ～ 東
京都足立区

179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 2012/9/24
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 237,720,000 208,950,000 87.90%
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Ｈ２４桜川環境整備工
事

茨城県水戸市 186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

2012/9/24 （株）片岡組
茨城県常陸大宮市上小
瀬２０８４

一般競争入札 有 131,334,000 131,250,000 99.94%

Ｈ２４那珂川下流部河
道掘削工事

茨城県水戸市 95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

2012/9/24 トキワ建設（株）
茨城県水戸市見和２－
４７１－１５

一般競争入札 有 38,010,000 33,600,000 88.40%

葛西共同溝補強その４
工事

東京都江戸川区 522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

2012/9/24 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 478,842,000 433,650,000 90.56%

亀有・万世橋出張所管
内交通安全対策工事

東京都特別区 157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

2012/9/24 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 139,303,500 123,165,000 88.41%

Ｈ２４中之郷地区災害
復旧護岸工事

静岡県富士市 182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

2012/9/24 （株）井出組
静岡県富士市島田町２
－１１５

一般競争入札 有 123,133,500 116,550,000 94.65%

Ｈ２４蒲原上流地区災
害復旧護岸工事

静岡県静岡市清水区 165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

2012/9/24 （株）石井組
静岡県富士市水戸島元
町４－１０

一般競争入札 有 85,260,000 78,750,000 92.36%

東日本橋共同溝路面復
旧工事

東京都中央区 182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

2012/9/24 真柄建設（株）
石川県金沢市彦三町１
－１３－４３

一般競争入札 有 145,498,500 141,750,000 97.42%

Ｈ２４藤岡樋管開閉装
置更新工事

栃木県栃木市 186日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/9/24 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

一般競争入札 有 60,637,500 59,850,000 98.70%

Ｈ２４高田下流地区災
害復旧護岸工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

172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

2012/9/24 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町上野２６３９－１

一般競争入札 有 96,127,500 94,500,000 98.31%

Ｈ２４増穂地区河川防
災ステーション整備工
事

山梨県南巨摩郡富士川
町

182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

2012/9/24 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

一般競争入札 有 269,251,500 252,000,000 93.59%

葛西共同溝補強その５
工事

東京都江戸川区 431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

2012/9/24 （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 215,575,500 200,550,000 93.03%

圏央道東地区排水整備
その３工事

茨城県稲敷市 186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

2012/9/24 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 174,457,500 159,600,000 91.48%

圏央道上郷高架橋ＢＲ
２下部その２工事

茨城県つくば市 186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

2012/9/24 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 117,043,500 102,900,000 87.92%

九段合同庁舎（１２）
非常用エレベーター設
備改修工事

東京都千代田区 185日間 機械設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2012/9/25 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内
２－７－３

一般競争入札 有 139,440,000 138,600,000 99.40%

Ｈ２４江戸川下流部環
境整備工事

千葉県市川市 122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 2012/9/25 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 83,716,500 72,975,000 87.17%

Ｈ２３宮前下地区堤防
整備工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町 171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 2012/9/25 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 188,433,000 164,850,000 87.48%

Ｈ２３宮前上地区堤防
整備工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町 178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 2012/9/25 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 188,842,500 162,750,000 86.18%

Ｈ２４古河地区道路休
憩施設橋梁上部工事

茨城県古河市 185日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2012/9/25
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

一般競争入札 有 38,157,000 35,070,000 91.91%

Ｈ２４瀬戸第２橋耐震
補強他工事

神奈川県足柄上郡山北
町

187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

2012/9/25 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区
名駅１－１－４

一般競争入札 有 137,865,000 124,950,000 90.63%

Ｈ２４釜無川工事用道
路工事

長野県諏訪郡富士見町
～ 山梨県北杜市

181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

2012/9/25 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 143,440,500 130,200,000 90.77%

石井低水護岸工事 栃木県宇都宮市 182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

2012/9/25 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 143,808,000 126,735,000 88.13%

氏家築堤及び大久保礫
河原再生工事

栃木県さくら市 ～ 栃
木県塩谷郡塩谷町

162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

2012/9/25 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 105,357,000 91,665,000 87.00%

Ｈ２４花畑排水樋管外
１箇所撤去工事

東京都足立区 185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 2012/9/25 松井建設（株）
東京都中央区新川１－
１７－２２

一般競争入札 有 84,577,500 83,160,000 98.32%

Ｈ２４高田上流地区災
害復旧護岸工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

181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

2012/9/25 （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 121,831,500 104,895,000 86.10%
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Ｈ２４烏川流域及び譲
原地区整備工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県安中市

166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 2012/9/25 群馬土建工業（株）
群馬県高崎市並榎町１
５０

一般競争入札 有 36,477,000 33,600,000 92.11%

Ｈ２４船橋・柏管内交
通対策工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県船橋市

127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

2012/9/26 奥村建設（株）
千葉県安房郡鋸南町下
佐久間９７９

一般競争入札 有 42,084,000 38,325,000 91.07%

小池川樋門耐震補強等
工事

静岡県静岡市清水区 180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

2012/9/26 （株）石井組
静岡県富士市水戸島元
町４－１０

一般競争入札 有 210,294,000 195,300,000 92.87%

Ｈ２４西関宿（五霞）
地区基盤整備工事

茨城県猿島郡五霞町 178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 2012/9/26 成島建設（株）
茨城県つくばみらい市
板橋３１０１

一般競争入札 有 109,819,500 108,150,000 98.48%

千葉財務事務所（１
２）機械設備改修その
他工事

千葉県千葉市中央区 173日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2012/9/26 福井電機（株）
千葉県千葉市中央区問
屋町１６－３

一般競争入札 有 66,171,000 61,635,000 93.15%

Ｈ２４新川通野田堤防
強化工事

埼玉県加須市 173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

2012/9/26 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 115,458,000 102,900,000 89.12%

Ｈ２４蒲原下流地区災
害復旧護岸工事

静岡県静岡市清水区 179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

2012/9/27 遠藤建設（株）
静岡県富士市蓼原５４
－７

一般競争入札 有 148,669,500 139,650,000 93.93%

Ｈ２３中川彦成一丁目
地区築堤工事

埼玉県三郷市 179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 2012/9/27 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 244,230,000 229,950,000 94.15%

Ｈ２４中川彦沢一丁目
地区築堤工事

埼玉県三郷市 169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 2012/9/27 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 199,468,500 198,660,000 99.59%

八王子市八木町地先歩
道照明灯設置工事

東京都八王子市 154日間 電気設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2012/9/27 （有）ケイアンドアイ
東京都新宿区早稲田町
７７

一般競争入札 有 44,646,000 43,050,000 96.43%

東京税関東京航空貨物
出張所（１２）建築改
修その他工事

千葉県市川市 182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

2012/9/27 松栄建設（株）
千葉県千葉市中央区本
町１－５－１２

一般競争入札 有 84,220,500 80,850,000 96.00%

Ｈ２４古河地区道路休
憩施設駐車場整備工事

茨城県古河市 183日間
アスファルト
舗装工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2012/9/27 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 126,955,500 114,555,000 90.23%

Ｈ２４ヨシ原浄化取水
ポンプ設備修繕工事

栃木県栃木市 183日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/9/27
（株）電業社機械製作
所

東京都大田区大森北１
－５－１

一般競争入札 有 20,832,000 20,475,000 98.29%

Ｈ２４中部横断他改良
工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県甲府市

182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

2012/9/27 （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 243,547,500 234,150,000 96.14%

疾風橋耐震その２工事 山梨県笛吹市 547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

2012/9/27 （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 266,689,500 236,250,000 88.59%

新久芳橋上部工事 群馬県安中市 631日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2012/9/28 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 一般競争入札 有 723,135,000 628,425,000 86.90%

Ｈ２４波木井防災工事 山梨県南巨摩郡身延町 182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

2012/9/28 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

一般競争入札 有 221,949,000 201,600,000 90.83%

Ｈ２４笛吹川護岸補修
その他工事

山梨県山梨市 ～ 山梨
県笛吹市

153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

2012/9/28 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 38,619,000 38,094,000 98.64%

１６号昭島市緑町他電
線共同溝路面復旧工事

東京都昭島市 ～ 東京
都西多摩郡瑞穂町

175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

2012/9/28
（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 159,715,500 158,550,000 99.27%

高道祖築堤工事 茨城県下妻市 180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

2012/9/28 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 151,389,000 134,400,000 88.78%

Ｈ２４多摩川緊急河川
敷道路整備工事

東京都大田区 ～ 神奈
川県川崎市幸区

178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

2012/9/28 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 122,052,000 110,250,000 90.33%

Ｈ２４道路照明灯具改
修工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県小田原市

171日間 電気設備工事 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

2012/9/28 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 270,175,500 266,700,000 98.71%

Ｈ２４管内光ケーブル
敷設工事

東京都足立区 ～ 埼玉
県三郷市

153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 2012/9/28 （株）つくば電気通信
茨城県土浦市並木４－
４－４６

一般競争入札 有 5,292,000 4,788,000 90.48%

鬼長外２箇所築堤工事
茨城県常総市 ～ 茨城
県つくばみらい市

180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

2012/9/28 （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 62,181,000 57,750,000 92.87%
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Ｈ２４雁堤・木島地区
環境護岸等整備工事

静岡県富士市 168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

2012/9/28 （株）西尾組
静岡県富士市入山瀬２
－２－６

一般競争入札 有 94,857,000 92,715,000 97.74%


