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Ｈ２４管内橋梁補修そ
の２工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県都留市

179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

2012/10/1 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 175,906,500 157,500,000 89.54%

松本地域センター（１
２）建築改修その他工
事

長野県松本市 150日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2012/10/1 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 32,602,500 27,825,000 85.35%

吉沼築堤工事 茨城県つくば市 177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

2012/10/1 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－
１６－２４

一般競争入札 有 154,140,000 133,350,000 86.51%

羽生町低水護岸工事 茨城県常総市 178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

2012/10/1 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 一般競争入札 有 293,055,000 257,250,000 87.78%

Ｈ２４三輪野江地区築
堤工事

埼玉県吉川市 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 2012/10/1 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 273,084,000 237,687,450 87.04%

Ｈ２３中川浚渫工事 埼玉県八潮市 147日間
河川しゅんせ
つ工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/10/1 （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 147,283,500 127,575,000 86.62%

Ｈ２３吉屋地区堤防整
備工事

埼玉県吉川市 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 2012/10/1 （株）木下建設
埼玉県南埼玉郡宮代町
東姫宮２－１－２

一般競争入札 有 180,663,000 169,050,000 93.57%

Ｈ２４堤防基面整正工
事

茨城県猿島郡五霞町 ～
埼玉県幸手市

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 2012/10/1 愛宕建設工業（株）
千葉県野田市野田７９
２

一般競争入札 有 69,730,500 64,155,000 92.00%

栗原川第三砂防堰堤工
事用道路工事

群馬県沼田市 540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 2012/10/1 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 193,515,000 163,800,000 84.64%

Ｈ２４吾妻川流域砂防
施設整備工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡嬬恋村

175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 2012/10/1 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 33,810,000 32,865,000 97.20%

Ｈ２４水戸国道管内交
通安全施設整備工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県那珂市

165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

2012/10/1 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細
田１－１２

一般競争入札 有 59,745,000 58,957,500 98.68%

Ｈ２４日立国道管内交
通安全施設整備工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

165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

2012/10/1 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細
田１－１２

一般競争入札 有 53,896,500 48,300,000 89.62%

Ｈ２４土浦国道管内交
通安全施設整備工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県取手市

165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

2012/10/1 ライナー建設（株）
茨城県下妻市堀篭１４
７１－１

一般競争入札 有 79,632,000 72,345,000 90.85%

Ｈ２４浅原地区護岸工
事

山梨県南アルプス市 175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

2012/10/1 富士島建設（株）
山梨県韮崎市富士見３
－７－２９

一般競争入札 有 115,489,500 100,474,500 87.00%

Ｈ２４矢作樋管撤去工
事

茨城県坂東市 281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

2012/10/1 （株）小薬建設
茨城県筑西市稲野辺４
５

一般競争入札 有 124,341,000 107,940,000 86.81%

元郷三丁目堤防強化対
策（Ｈ２４）工事

埼玉県川口市 165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 2012/10/1 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 293,538,000 254,940,000 86.85%

千住五丁目堤防強化対
策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 165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 2012/10/1 （株）中山組
北海道札幌市東区北１
９条東１－１－１

一般競争入札 有 252,115,500 225,750,000 89.54%

Ｈ２４長井戸地区庁舎
構内整備工事

茨城県猿島郡境町 90日間 建築工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/10/2 森田建設工業（株）
茨城県古河市仁連１３
４７

一般競争入札 有 25,231,500 15,960,000 63.25%

Ｈ２４荒川上流入間川
出張所発電設備工事

埼玉県川越市 177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

2012/10/2 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－
１８－１０

一般競争入札 有 26,827,500 25,200,000 93.93%

Ｈ２４三原上流第二床
固工外工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 174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 2012/10/2 北部土建工業（株）
群馬県渋川市半田３２
２５

一般競争入札 有 134,421,000 117,600,000 87.49%

品川・代々木出張所管
内交通安全対策工事

東京都特別区 149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

2012/10/2 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 132,636,000 131,250,000 98.96%

Ｈ２４鬼怒統管内通信
設備工事

栃木県日光市 174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

2012/10/2 田中電気（株）
東京都千代田区外神田
１－１５－１３

一般競争入札 有 71,599,500 67,200,000 93.86%

Ｈ２４荒川上流河川情
報設備工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県朝霞市

176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

2012/10/3 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 34,272,000 33,600,000 98.04%

中宿高架橋下部工事 群馬県安中市 170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 2012/10/3 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 80,829,000 68,775,000 85.09%
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Ｈ２４碓氷管内橋梁補
修工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県安中市

173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 2012/10/3
（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 172,473,000 160,650,000 93.15%

Ｈ２４桐生管内橋梁補
修工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県桐生市

173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 2012/10/3
（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 158,571,000 139,650,000 88.07%

Ｈ２４西前原排水樋管
堤外水路等工事

栃木県栃木市 289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

2012/10/3 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 113,862,000 105,000,000 92.22%

Ｈ２４西前原排水樋管
改築等工事

栃木県栃木市 240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

2012/10/3 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 285,484,500 249,165,000 87.28%

Ｈ２４富士見歩道設置
工事

長野県諏訪郡富士見町 175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

2012/10/3 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 131,155,500 114,450,000 87.26%

Ｈ２４河川情報設備改
修工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県宇都宮市

148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

2012/10/3 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 35,059,500 34,650,000 98.83%

圏央道五霞第２ＩＣラ
ンプ橋下部その３工事

茨城県猿島郡五霞町 176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

2012/10/4 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 165,165,000 154,875,000 93.77%

動物検疫所横浜本所
（１２）電気設備改修
工事

神奈川県横浜市磯子区 175日間 電気設備工事 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

2012/10/4 丸子電気工事（株）
神奈川県横浜市青葉区
しらとり台３４－１３

一般競争入札 有 37,863,000 36,634,500 96.76%

５０号市野辺地区路面
補修他工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県桜川市

162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

2012/10/4 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 126,315,000 116,550,000 92.27%

渋谷受変電・予備発電
設備設置工事

東京都渋谷区 172日間
受変電設備工
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

2012/10/4 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２
－２８

一般競争入札 有 86,289,000 75,600,000 87.61%

圏央道天神島地区下部
他工事

埼玉県幸手市 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

2012/10/5 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 194,764,500 167,580,000 86.04%

Ｈ２４高崎管内道路情
報表示板設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県渋川市

146日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2012/10/5 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 98,185,500 83,989,500 85.54%

Ｈ２４垳川排水樋管ゲ
－ト設備修繕工事

埼玉県八潮市 161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 2012/10/5
（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 68,995,500 66,150,000 95.88%

Ｈ２４吉沢町地先外堤
防法面補修工事

群馬県太田市 ～ 栃木
県栃木市

118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

2012/10/5 原工業（株）
群馬県館林市足次町１
０４７

一般競争入札 有 74,833,500 66,150,000 88.40%

Ｈ２４高橋町地先外護
岸修繕工事

栃木県佐野市 ～ 栃木
県足利市

143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

2012/10/5 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

一般競争入札 有 69,195,000 62,265,000 89.98%

三浦電波監視センター
（Ｈ２４）機械設備改
修その他工事

神奈川県三浦市 133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

2012/10/5 （株）川合工業所
神奈川県平塚市馬入本
町２－４

一般競争入札 有 20,937,000 20,107,500 96.04%

Ｈ２４利根川下流管内
ネットワーク設備工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県印西市

168日間 通信設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2012/10/5 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 68,701,500 66,150,000 96.29%

Ｈ２４・２５上尾道路
小敷谷改良その４工事

埼玉県上尾市 441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

2012/10/5 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 491,179,500 446,250,000 90.85%

Ｈ２４熊谷管内交通安
全対策工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県行田市

171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

2012/10/5 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 114,744,000 98,700,000 86.02%

蘇我町他電線共同溝工
事

千葉県千葉市中央区 ～
千葉県木更津市

154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

2012/10/5 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 67,483,500 66,780,000 98.96%

Ｈ２４　２０号相模原
市小渕路面復旧工事

神奈川県相模原市緑区 118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

2012/10/5 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 52,122,000 45,150,000 86.62%

Ｈ２４銚子市四日市地
先他２箇所護岸災害復
旧工事

千葉県銚子市 ～ 茨城
県神栖市

175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

2012/10/5 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 221,455,500 191,100,000 86.29%

Ｈ２４守谷出張所予備
発電設備設置工事

茨城県守谷市 171日間
受変電設備工
事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/10/5 木村電設工業（株）
茨城県牛久市栄町５－
２

一般競争入札 有 21,357,000 19,845,000 92.92%

Ｈ２３上矢切地区堤防
整備工事

千葉県松戸市 175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 2012/10/5 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 251,286,000 219,135,000 87.21%
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Ｈ２４馬門町地先堤防
補強工事

栃木県佐野市 171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

2012/10/5 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 99,099,000 85,470,000 86.25%

Ｈ２４西岡地先堤防補
強工事

群馬県邑楽郡板倉町 171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

2012/10/5 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 156,313,500 134,400,000 85.98%

中部横断自動車道　佐
久穂工事用道路６工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

171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

2012/10/5 （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 289,338,000 256,935,000 88.80%

Ｈ２４東庄町新宿地先
他２箇所護岸災害復旧
工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡東庄町

171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

2012/10/9 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

一般競争入札 有 127,081,500 111,300,000 87.58%

Ｈ２４利根川下流部高
水敷整備工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

171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

2012/10/9 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 84,147,000 74,235,000 88.22%

Ｈ２４矢板管内外橋梁
補修工事

栃木県　那須塩原市 167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

2012/10/9
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 195,972,000 193,200,000 98.59%

国道５１号防災（その
２）工事

茨城県鹿嶋市 161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

2012/10/9 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 149,919,000 128,100,000 85.45%

さがみ縦貫山際地区法
面（その２）工事

神奈川県厚木市 77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

2012/10/9 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 129,255,000 110,355,000 85.38%

さがみ縦貫相模原ＩＣ
Ｆランプ改良（その
２）工事

神奈川県相模原市南区 164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

2012/10/9
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 209,895,000 190,050,000 90.55%

Ｈ２４上村君堤防強化
工事

埼玉県羽生市 169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

2012/10/9 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 95,130,000 85,575,000 89.96%

Ｈ２４下川原堤防強化
工事

埼玉県羽生市 168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

2012/10/9 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

一般競争入札 有 228,123,000 199,500,000 87.45%

幸手地区側道橋上部工
事

埼玉県幸手市 411日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2012/10/10 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－
３－１

一般競争入札 有 434,416,500 387,450,000 89.19%

Ｈ２４昭和渓流広場等
整備工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

156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 2012/10/10 （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 126,441,000 122,850,000 97.16%

Ｈ２４昭和ゲート周辺
整備工事

東京都立川市 163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 2012/10/10 （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 184,285,500 168,000,000 91.16%

Ｈ２４　１６号交通安
全施設整備（その２）
工事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

141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

2012/10/10 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 62,391,000 55,650,000 89.20%

Ｈ２４稲敷市西代地先
他護岸災害復旧工事

茨城県稲敷市 ～ 千葉
県香取市

170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

2012/10/10 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

一般競争入札 有 116,697,000 106,050,000 90.88%

Ｈ２４小山出張所管内
交通安全対策工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県下都賀郡野木町

170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

2012/10/10 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 84,294,000 72,450,000 85.95%

Ｈ２４利根統河川情報
設備工事

群馬県前橋市 163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

2012/10/10 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 168,220,500 151,200,000 89.88%

Ｈ２４潮来管内外災害
復旧維持工事

千葉県香取市 ～ 茨城
県潮来市

159日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/10/11 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 164,619,000 143,955,000 87.45%

神奈川障害者職能校
（１２）エレベーター
設備改修工事

神奈川県相模原市南区 140日間 機械設備工事 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

2012/10/11 横浜エレベータ（株）
神奈川県横浜市中区松
影町２－８－６

一般競争入札 有 14,269,500 13,650,000 95.66%

Ｈ２４神栖市太田地先
他築堤工事

茨城県神栖市 169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

2012/10/11 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 165,501,000 146,895,000 88.76%

Ｈ２４利根統ネット
ワーク設備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

162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

2012/10/11 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

一般競争入札 有 53,959,500 53,550,000 99.24%

Ｈ２４利根統ＣＣＴＶ
設備工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

140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

2012/10/11 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

一般競争入札 有 22,375,500 20,790,000 92.91%

Ｈ２４荒川下流遠隔監
視操作設備改修工事

東京都北区 164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 2012/10/12
（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 252,630,000 246,750,000 97.67%
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Ｈ２４久慈川上流管内
補修工事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県那珂市

139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

2012/10/12 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 50,316,000 47,880,000 95.16%

Ｈ２４鬼怒統管内電気
設備工事

栃木県日光市 164日間 電気設備工事
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

2012/10/12 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

一般競争入札 有 31,006,500 28,875,000 93.13%

地磁気観測所（１２）
機械設備改修その他工
事

茨城県石岡市 73日間
暖冷房衛生設
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

2012/10/15 中沢機工（株）
茨城県石岡市柿岡２０
２７

一般競争入札 有 17,808,000 11,025,000 61.91%

荒川税務署（１２）建
築改修その他工事

東京都荒川区 164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

2012/10/15 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 205,800,000 179,550,000 87.24%

中部横断富士川橋下部
工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

988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

2012/10/15 （株）大林組
東京都港区港南２－１
５－２

一般競争入札 有 4,462,416,000 3,979,500,000 89.18%

Ｈ２４東畑堤防強化工
事

埼玉県羽生市 134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

2012/10/15
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 120,855,000 104,790,000 86.71%

Ｈ２４常木堤防強化工
事

埼玉県羽生市 163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

2012/10/15 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 121,642,500 104,475,000 85.89%

荒川下流管内河川維持
浚渫（Ｈ２４）工事

東京都江戸川区 ～ 東
京都葛飾区

144日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/10/15 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 117,222,000 115,080,000 98.17%

国土地理院（１２）電
気設備改修その他工事

茨城県つくば市 164日間 電気設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2012/10/16 （株）中電工
広島県広島市中区小網
町６－１２

一般競争入札 有 387,240,000 384,300,000 99.24%

さがみ縦貫中沢地区改
良工事

神奈川県相模原市緑区 257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

2012/10/16 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 292,026,000 253,365,000 86.76%

さがみ縦貫相模原地区
改良（その２）工事

神奈川県相模原市緑区 160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

2012/10/16 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 95,350,500 82,740,000 86.77%

大和法務出張所（１
２）建築改修その他工
事

神奈川県大和市 164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

2012/10/16 （株）柳沼建設
神奈川県横浜市瀬谷区
下瀬谷３－１５－３

一般競争入札 有 74,760,000 74,550,000 99.72%

横浜第二地方合同庁舎
（１２）非常用エレ
ベーター改修その他工

神奈川県横浜市中区 164日間 機械設備工事 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

2012/10/16
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

東京都文京区本駒込２
－２８－８

一般競争入札 有 160,230,000 150,885,000 94.17%

大師河原地区舗装その
他工事

神奈川県川崎市川崎区 166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

2012/10/16 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 321,321,000 279,300,000 86.92%

Ｈ２４白州出張所砂防
整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

160日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2012/10/16 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 19,729,500 17,850,000 90.47%

Ｈ２４香取市佐原ロ地
先護岸災害復旧工事

千葉県香取市 164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

2012/10/16 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 198,649,500 175,140,000 88.17%

Ｈ２４稲戸井（稗島地
区）土砂改良工事

茨城県守谷市 ～ 茨城
県取手市

164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

2012/10/16 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 286,996,500 247,800,000 86.34%

Ｈ２４町谷床固他低水
護岸工事

栃木県日光市 159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

2012/10/17 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 92,389,500 80,619,000 87.26%

江川地区舗装その他工
事

神奈川県川崎市川崎区 165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

2012/10/17 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 307,062,000 267,750,000 87.20%

Ｈ２４内田堤防強化工
事

埼玉県羽生市 159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

2012/10/17 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 309,445,500 278,040,000 89.85%

Ｈ２４香取市粉名口地
先護岸災害復旧工事

千葉県香取市 163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

2012/10/17 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 219,576,000 191,520,000 87.22%

安塚街道入口交差点改
良工事

栃木県宇都宮市 163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

2012/10/17 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 131,712,000 113,400,000 86.10%

Ｈ２４大原間地区道路
改良工事

栃木県　那須塩原市 163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

2012/10/17 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 122,713,500 107,100,000 87.28%

Ｈ２４小山管内橋梁補
修工事

栃木県佐野市 159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

2012/10/17 （株）エフォート
神奈川県横須賀市磯子
区杉田５－２９－７

一般競争入札 有 111,405,000 102,427,500 91.94%
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Ｈ２４国分寺出張所管
内交通安全対策工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県小山市

163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

2012/10/17 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 141,687,000 127,050,000 89.67%

Ｈ２４東・中村地区粗
造成工事

群馬県吾妻郡長野原町 163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

2012/10/17 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 96,778,500 93,450,000 96.56%

Ｈ２４屋敷裏堤防強化
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

2012/10/17 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 195,247,500 171,150,000 87.66%

Ｈ２４羽田第二水門塗
替塗装工事

東京都大田区 156日間 塗装工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2012/10/17 （株）コーケン
神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町１２－７

一般競争入札 有 19,603,500 17,115,000 87.31%

Ｈ２４千葉国道地下歩
道非常警報設備設置工
事

千葉県千葉市中央区 ～
千葉県我孫子市

133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

2012/10/18 岩崎電気（株）
東京都中央区日本橋馬
喰町１－４－１６

一般競争入札 有 40,593,000 36,424,500 89.73%

Ｈ２４小武川第三砂防
堰堤工事

山梨県韮崎市 158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

2012/10/18 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 134,284,500 128,100,000 95.39%

Ｈ２４釜無川出張所砂
防整備工事

長野県諏訪郡富士見町
～ 山梨県北杜市

164日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2012/10/18 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 19,792,500 17,115,000 86.47%

Ｈ２４早川出張所砂防
整備工事

山梨県南巨摩郡早川町
～ 山梨県南アルプス市

158日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2012/10/18 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

一般競争入札 有 19,624,500 18,165,000 92.56%

Ｈ２４長野原地区外施
設構内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡嬬恋村

105日間 建築工事 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

2012/10/18 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 16,201,500 15,960,000 98.51%

Ｈ２４基幹ネットワー
ク設備改修工事

東京都北区 148日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/10/18 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 42,987,000 42,000,000 97.70%

圏央道五霞ＩＣ地盤改
良その７工事

茨城県猿島郡五霞町 147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

2012/10/19 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 145,897,500 126,525,000 86.72%

Ｈ２４菰田南整正工事 茨城県稲敷市 138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 2012/10/19 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

一般競争入札 有 133,728,000 115,500,000 86.37%

Ｈ２３江戸川上流管内
堤防拡幅外工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県野田市

157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 2012/10/19 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 130,252,500 111,825,000 85.85%

領家五丁目堤防強化対
策（Ｈ２４）工事

埼玉県川口市 147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 2012/10/19 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 267,109,500 232,575,000 87.07%

Ｈ２３荒川右岸光ケー
ブル布設工事

東京都北区 ～ 東京都
墨田区

147日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/10/19 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 56,626,500 48,720,000 86.04%

小貝川下流部環境基盤
整備工事

茨城県取手市 144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

2012/10/22 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 66,832,500 64,050,000 95.84%

Ｈ２３松戸排水機場外
建築改修工事

千葉県松戸市 151日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2012/10/22 大翔建設（株）
東京都葛飾区奥戸２－
４０－６

一般競争入札 有 108,013,500 99,750,000 92.35%

緑町堤防強化対策（Ｈ
２３）工事

埼玉県川口市 144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 2012/10/22 松本建設（株）
富山県砺波市千保２９
７

一般競争入札 有 271,089,000 241,500,000 89.09%

Ｈ２４利水放流設備修
繕工事

神奈川県愛甲郡愛川町 153日間 機械設備工事
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

2012/10/23
（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 43,281,000 40,950,000 94.61%

Ｈ２４鶴見出張所改修
その他工事

神奈川県横浜市鶴見区
～ 東京都稲城市

157日間 建築工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2012/10/23 大石建設（株）
東京都稲城市平尾１－
５０－２０

一般競争入札 有 44,593,500 43,995,000 98.66%

さがみ縦貫葉山島地区
改良（その９）工事

神奈川県相模原市緑区 428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

2012/10/23 前田建設工業（株）
東京都千代田区猿楽町
２－８－８

一般競争入札 有 1,624,528,500 1,495,326,000 92.05%

Ｈ２４下館河川事務所
石井出張所外耐震改修
工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県真岡市

129日間 建築工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2012/10/23 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 7,161,000 5,775,000 80.65%

Ｈ２４弥兵衛堤防強化
工事

埼玉県加須市 150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

2012/10/23 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 93,964,500 82,425,000 87.72%

Ｈ２３南田園自然再生
他工事

東京都あきる野市 152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

2012/10/24 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

一般競争入札 有 240,597,000 211,890,000 88.07%
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さがみ縦貫中沢第二橋
（上り線）上部工事

神奈川県相模原市緑区 341日間 鋼橋上部工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2012/10/24 （株）東京鐵骨橋梁
茨城県取手市下高井１
０２０

一般競争入札 有 278,785,500 242,235,000 86.89%

Ｈ２４年度管内道路照
明設備改修工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

142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

2012/10/24 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 40,068,000 39,900,000 99.58%

Ｈ２４三軒茶屋立体橋
補修他工事

東京都世田谷区 149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

2012/10/24
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 164,839,500 146,895,000 89.11%

Ｈ２４両国橋補修工事
東京都中央区 ～ 東京
都墨田区

156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

2012/10/24
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 140,049,000 125,895,000 89.89%

Ｈ２４共同溝附帯設備
修繕等工事

東京都特別区 127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

2012/10/24 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 78,855,000 78,750,000 99.87%

Ｈ２４二ヶ領用水宿河
原樋管開閉機更新他工
事

東京都大田区 ～ 神奈
川県川崎市多摩区

149日間 機械設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2012/10/24 大同機工（株）
埼玉県戸田市新曽３３
６

一般競争入札 有 21,315,000 21,000,000 98.52%

Ｈ２４旗井堤防強化工
事

埼玉県加須市 145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

2012/10/24 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 179,172,000 156,450,000 87.32%

Ｈ２４川妻堤防強化工
事

茨城県猿島郡五霞町 145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

2012/10/24 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻
区城南５－６－６

一般競争入札 有 87,318,000 76,650,000 87.78%

Ｈ２４北千葉道路ほか
千葉国道管内道路照明
設置工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県千葉市

126日間 電気設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2012/10/25 （株）江口電気商会
茨城県稲敷郡河内町金
江津４０８８－１

一般競争入札 有 27,573,000 25,095,000 91.01%

Ｈ２４千疋排水樋管改
築工事

埼玉県越谷市 516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 2012/10/25 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

一般競争入札 有 400,459,500 348,075,000 86.92%

Ｈ２４青戸八丁目地区
築堤護岸工事

東京都葛飾区 151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 2012/10/25 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

一般競争入札 有 379,438,500 337,050,000 88.83%

Ｈ２４下村君堤防強化
工事

埼玉県羽生市 92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

2012/10/25 （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 85,932,000 73,815,000 85.90%

Ｈ２４鈴木町高潮堤防
工事

神奈川県川崎市川崎区 150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

2012/10/26 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 238,056,000 207,805,500 87.29%

Ｈ２４須賀地先護岸工
事

茨城県鹿嶋市 144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 2012/10/26 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 87,916,500 78,750,000 89.57%

さがみ縦貫葉山島地区
改良（その１０）工事

神奈川県相模原市緑区 247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

2012/10/26 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 281,116,500 250,876,500 89.24%

Ｈ２４三杉川排水機場
３号原動機修繕工事

栃木県佐野市 150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

2012/10/26 （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 15,330,000 15,015,000 97.95%

Ｈ２４高取地先堤防補
強工事

栃木県栃木市 150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

2012/10/26 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 151,210,500 131,250,000 86.80%

Ｈ２４金井宿舎屋上防
水改修工事

群馬県渋川市 97日間 建築工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2012/10/26 睦建設（株）
群馬県前橋市亀里町１
２９８－１

一般競争入札 有 4,431,000 4,179,000 94.31%

圏央道久喜地区側道改
良その３工事

埼玉県久喜市 137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

2012/10/29 （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 121,968,000 108,150,000 88.67%

鹿嶋法務支局（１２）
建築工事

茨城県鹿嶋市 382日間 建築工事 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

2012/10/29 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 360,150,000 351,750,000 97.67%

圏央道鬼怒川橋下部そ
の１工事

茨城県常総市 151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

2012/10/29 （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 113,316,000 102,060,000 90.07%

Ｈ２４中渡中内堤防強
化工事

埼玉県加須市 150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

2012/10/29 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 176,389,500 152,637,450 86.53%

圏央道大白硲改良工事 茨城県つくば市 150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

2012/10/30
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

一般競争入札 有 73,962,000 71,400,000 96.54%

Ｈ２４豊野－赤川除雪
作業

長野県上水内郡信濃町
～ 長野県上水内郡飯綱
町

152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

2012/10/30 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 67,221,000 59,850,000 89.03%
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Ｈ２４足利市通地先水
衝部対策外工事

栃木県足利市 ～ 群馬
県桐生市

150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

2012/10/30 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 104,464,500 93,324,000 89.34%

大野地区樋管新設工事 山梨県南巨摩郡身延町 227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

2012/10/30 扶桑建設（株）
山梨県南巨摩郡身延町
大島１５２１

一般競争入札 有 196,560,000 183,750,000 93.48%

Ｈ２４中部横断飯富地
区工事用道路他設置工
事

山梨県南巨摩郡身延町 150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

2012/10/30 （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 127,942,500 119,700,000 93.56%

Ｈ２４新川通下分堤防
強化工事

埼玉県加須市 146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

2012/10/30 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 117,190,500 100,800,000 86.01%

Ｈ２４釈迦堤防強化工
事

茨城県猿島郡五霞町 146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

2012/10/30 （株）小薬建設
茨城県筑西市稲野辺４
５

一般競争入札 有 84,388,500 72,765,000 86.23%

飯倉地区護岸災害復旧
工事

群馬県佐波郡玉村町 149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 2012/10/31 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 61,330,500 55,860,000 91.08%

鹿嶋法務支局（１２）
機械設備工事

茨城県鹿嶋市 380日間
暖冷房衛生設
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

2012/10/31 村上工業（株）
茨城県神栖市平泉２６
５－３１

一般競争入札 有 63,294,000 63,000,000 99.54%

Ｈ２４峡南国道管内光
ケーブル敷設工事

山梨県南巨摩郡身延町 120日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2012/10/31
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 14,994,000 12,600,000 84.03%

Ｈ２３貯水池Ｄ水門設
備修繕工事

栃木県栃木市 149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

2012/10/31
（株）日立テクノロ
ジーアンドサービス

茨城県土浦市神立町６
０３

一般競争入札 有 16,947,000 16,695,000 98.51%

Ｈ２４水道配水本管
（寺島線）中川横断部
撤去工事

東京都葛飾区 226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 2012/10/31 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

一般競争入札 有 326,833,500 294,000,000 89.95%

Ｈ２４大越堤防強化工
事

埼玉県加須市 133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

2012/10/31 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 129,601,500 112,875,000 87.09%

Ｈ２４中渡蓮沼堤防強
化工事

埼玉県加須市 138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

2012/10/31 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 95,308,500 82,362,000 86.42%


