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甲府管内交差点改良工
事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県甲斐市

148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

2012/11/1 四谷建設（株）
山梨県甲斐市竜王１２
７８－１

一般競争入札 有 46,851,000 43,575,000 93.01%

Ｈ２４簡易型交通量計
測設備工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県大月市

141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

2012/11/1 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 44,866,500 40,950,000 91.27%

国道２９８号神戸橋他
橋梁補修工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県三郷市

141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

2012/11/1
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 117,988,500 106,890,000 90.59%

Ｈ２４遅沢川第１・２
帯護岸工事

群馬県吾妻郡長野原町 144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 2012/11/1 都建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字長野原１３６９－
１

一般競争入札 有 83,632,500 73,500,000 87.88%

川治ダム・川俣ダム管
理施設補修等工事

栃木県日光市 134日間 維持修繕工事
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

2012/11/1 阿久津建設（株）
栃木県日光市高徳３２
８

一般競争入札 有 71,337,000 62,055,000 86.99%

圏央道神崎ＩＣ改良そ
の２０工事

千葉県香取郡神崎町 148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

2012/11/1 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 144,616,500 130,515,000 90.25%

Ｈ２４福川水門ゲート
設備修繕工事

埼玉県行田市 147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

2012/11/2
（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 17,913,000 16,800,000 93.79%

Ｈ２４中渡長沼堤防強
化工事

埼玉県加須市 143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

2012/11/2 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 128,520,000 110,637,450 86.09%

Ｈ２４小手指堤防強化
工事

茨城県猿島郡五霞町 140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

2012/11/2 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 125,989,500 108,150,000 85.84%

Ｈ２４外野堤防強化工
事

埼玉県加須市 147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

2012/11/2
（株）ケイワールド日
清

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

一般競争入札 有 115,353,000 101,850,000 88.29%

鶴見中央耐震堤防工事 神奈川県横浜市鶴見区 144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

2012/11/5 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 438,343,500 417,900,000 95.34%

Ｈ２４高崎管内照明灯
改修工事

群馬県高崎市 130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 2012/11/5 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 58,758,000 53,550,000 91.14%

Ｈ２４寺尾町築堤工事 群馬県高崎市 144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 2012/11/5 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 163,012,500 150,675,000 92.43%

Ｈ２４圏央道桶川北本
インター改良他その２
工事

埼玉県桶川市 130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

2012/11/5 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区天沼町１－４７６－
２

一般競争入札 有 215,523,000 210,000,000 97.44%

国道５０号下館ＢＰ栗
島改良舗装（１）工事

茨城県筑西市 146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

2012/11/5 （株）小薬建設
茨城県筑西市稲野辺４
５

一般競争入札 有 153,111,000 136,290,000 89.01%

Ｈ２４交通流データ交
換設備設置工事

神奈川県横浜市 139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

2012/11/6 池野通建（株）
東京都北区岸町１－９
－４

一般競争入札 有 32,319,000 31,290,000 96.82%

圏央道桶川地区函渠そ
の２工事

埼玉県桶川市 631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

2012/11/7 （株）フジタ
東京都渋谷区千駄ケ谷
４－２５－２

一般競争入札 有 1,069,351,500 951,300,000 88.96%

北千葉道路北須賀・船
形地区防護柵等設置そ
の１工事

千葉県成田市 142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

2012/11/7 篠田建設（株）
千葉県印旛郡印旛村岩
戸１５３３

一般競争入札 有 32,140,500 27,090,000 84.29%

Ｈ２４久慈川下流部耐
震対策工事

茨城県日立市 142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

2012/11/7 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 141,057,000 123,270,000 87.39%

千葉県警察学校（１
２）建築改修その他工
事

千葉県東金市 128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

2012/11/7 新都市建設（株）
千葉県富里市七栄４０
７－１

一般競争入札 有 21,021,000 21,000,000 99.90%

Ｈ２４林・横壁地区テ
レビ共聴設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 127日間 通信設備工事 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

2012/11/8 三六電設（株）
神奈川県海老名市大谷
北１－９－２７

一般競争入札 有 12,652,500 11,550,000 91.29%

Ｈ２４利根統地震情報
設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県沼田市

127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

2012/11/8 （株）アクアテルス
埼玉県さいたま市中央
区新都心５－２

一般競争入札 有 25,935,000 23,205,000 89.47%

国道５０号下館ＢＰ栗
島改良舗装（２）工事

茨城県筑西市 143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

2012/11/8 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

一般競争入札 有 148,396,500 133,350,000 89.86%

荒川下流管内土砂改良
（Ｈ２４）工事

埼玉県戸田市 ～ 東京
都江戸川区

130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 2012/11/12 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 272,748,000 241,500,000 88.54%
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Ｈ２４湯西川ダム管理
用制御処理設備改造工
事

栃木県日光市 133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

2012/11/12 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 40,530,000 39,270,000 96.89%

塩山公共職安外２件
（１２）建築改修その
他工事

山梨県甲州市 ～ 山梨
県甲府市

134日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2012/11/14 三井建設工業（株）
山梨県甲府市飯田４－
１－３３

一般競争入札 有 77,175,000 76,650,000 99.32%

植下地区外路面補修工
事

栃木県佐野市 ～ 栃木
県小山市

106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

2012/11/14 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

一般競争入札 有 151,389,000 129,570,000 85.59%

Ｈ２４熊川低水護岸工
事

東京都福生市 130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

2012/11/15 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 170,772,000 148,260,000 86.82%

Ｈ２４十日川排水機場
ポンプ設備修繕工事

千葉県成田市 130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

2012/11/15
（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 22,165,500 20,370,000 91.90%

北千葉道路北須賀・船
形地区防護柵等設置そ
の２工事

千葉県成田市 134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

2012/11/15 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 66,265,500 64,050,000 96.66%

荒川下流志茂橋補強改
良（Ｈ２４）工事

東京都北区 197日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/11/15 （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 200,371,500 174,300,000 86.99%

荒川下流部護岸補修
（Ｈ２３）工事

東京都板橋区 ～ 東京
都葛飾区

125日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2012/11/15 （株）加賀田組
新潟県新潟市中央区八
千代１－５－３２

一般競争入札 有 35,868,000 32,550,000 90.75%

越谷税務署（１２）電
気設備改修工事

埼玉県越谷市 132日間 電気設備工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2012/11/16 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－
６－２

一般競争入札 有 26,344,500 24,360,000 92.47%

Ｈ２４本羽田高潮堤防
工事

東京都大田区 126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

2012/11/19 （株）エム・テック
埼玉県さいたま市浦和
区高砂３－７－２

一般競争入札 有 205,443,000 177,345,000 86.32%

Ｈ２４六角北整正工事 茨城県稲敷市 111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 2012/11/19 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 136,899,000 117,600,000 85.90%

Ｈ２３江戸川閘門水流
ポンプ設備工事

東京都江戸川区 116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 2012/11/19 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

一般競争入札 有 18,585,000 17,850,000 96.05%

３５７号湾岸千葉地区
改良その７工事

千葉県千葉市中央区 466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

2012/11/19 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 1,095,811,500 950,460,000 86.74%

Ｈ２４光線路監視装置
整備工事

茨城県潮来市 131日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/11/19 （株）ケーネス
東京都港区新橋２－１
０－５

一般競争入札 有 24,055,500 20,790,000 86.43%

飯田橋地方合同庁舎
（１２）電気設備改修
その他工事

東京都文京区 129日間 電気設備工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2012/11/19 宝電設工業（株）
東京都文京区千石４－
１６－２

一般競争入札 有 24,486,000 24,066,000 98.28%

圏央道天神島地区地盤
改良その４工事

埼玉県幸手市 126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

2012/11/19 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 225,865,500 194,250,000 86.00%

国道１号麻布（２）電
線共同溝歩道復旧工事

東京都港区 220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

2012/11/20 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１
３－２７

一般競争入札 有 131,155,500 115,500,000 88.06%

Ｈ２４天川大島他路面
補修工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県太田市

129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 2012/11/20 大成ロテック（株）
東京都中央区京橋３－
１３－１

一般競争入札 有 139,776,000 119,490,000 85.49%

Ｈ２４管内改築改良
（その２）工事

神奈川県高座郡寒川町
～ 神奈川県藤沢市

129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

2012/11/20 亀井工業（株）
神奈川県茅ヶ崎市南湖
１－４－２５

一般競争入札 有 257,701,500 240,240,000 93.22%

圏央道天神島地区高架
橋上部工事

埼玉県幸手市 489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

2012/11/21
ＪＦＥエンジニアリン
グ（株）

神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

一般競争入札 有 2,456,296,500 2,185,050,000 88.96%

Ｈ２４上河原堰上流河
道掘削工事

東京都調布市 124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

2012/11/21
（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 293,968,500 255,675,000 86.97%

国道１６号町田立体高
架橋工事

東京都町田市 785日間 鋼橋上部工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2012/11/21 （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 4,496,992,500 3,990,000,000 88.73%

Ｈ２４下久保集水井
（Ｄ－６）工事

群馬県藤岡市 123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 2012/11/22 譲原建設（株）
神奈川県小田原市小八
幡３－１２－２３

一般競争入札 有 62,359,500 56,700,000 90.92%

田代橋架替下部工工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 220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 2012/11/22 都建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字長野原１３６９－
１

一般競争入札 有 61,047,000 57,750,000 94.60%



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
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２４霞ヶ浦管内光
ケーブル整備工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県潮来市

128日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/11/22 （株）アスライブ
栃木県小山市西城南３
－５－１５

一般競争入札 有 28,308,000 25,200,000 89.02%

圏央道境地区地盤改良
他工事

茨城県猿島郡境町 ～
茨城県坂東市

127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

2012/11/22 大坂建鋼（株）
茨城県常総市国生１４
４８

一般競争入札 有 77,196,000 76,650,000 99.29%

堀金・穂高地区市道交
差園路他工事

長野県安曇野市 214日間 一般土木工事
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

2012/11/26 金森建設（株）
長野県大町市大町１２
５２－５

一般競争入札 有 90,111,000 85,050,000 94.38%

Ｈ２４利根川下流河川
情報設備工事

千葉県香取市 119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

2012/11/26 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 43,732,500 42,000,000 96.04%

秩父税務署（１２）電
気設備改修工事

埼玉県秩父市 122日間 電気設備工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2012/11/26 共和電機（株）
埼玉県秩父市寺尾３９
５５－１

一般競争入札 有 16,705,500 14,542,500 87.05%

さがみ縦貫藤木沢第一
橋下部（その３）工事

神奈川県相模原市緑区 276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

2012/11/28 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

一般競争入札 有 228,028,500 206,325,000 90.48%

新４号新利根川橋上部
（その３）工事

茨城県古河市 554日間 鋼橋上部工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2012/11/28
（株）ＩＨＩインフラ
システム

大阪府堺市堺区大浜西
町３

一般競争入札 有 1,475,334,000 1,312,500,000 88.96%

Ｈ２３上南摩災害復旧
工事

栃木県鹿沼市 99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

2012/11/29 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

一般競争入札 有 12,715,500 11,025,000 86.71%

さがみ縦貫葉山島地区
改良（その１１）工事

神奈川県相模原市緑区 212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

2012/11/30 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 286,965,000 251,475,000 87.63%

Ｈ２４下館河川事務所
管内上流部維持管理工
事

栃木県小山市 116日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2012/11/30 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 93,376,500 87,150,000 93.33%

横浜国道管内共同溝補
修工事

神奈川県横浜市 119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

2012/11/30 （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 78,172,500 77,700,000 99.40%


