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Ｈ２４上湯原地区道路
改良１工区工事

群馬県吾妻郡長野原町 301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

2012/12/3
美才治・エヌピー・清
水（共）

群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－９
７

一般競争入札 有 147,661,500 131,250,000 88.89%

Ｈ２３谷田川排水機場
建築改修工事

群馬県邑楽郡板倉町 116日間 建築工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/12/3 加藤建設興業（株）
群馬県太田市大原町６
５１

一般競争入札 有 32,287,500 31,185,000 96.59%

Ｈ２４・２５圏央道桶
川インターＧランプ橋
下部その他工事

埼玉県桶川市 300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

2012/12/4 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 275,047,500 242,550,000 88.18%

国道２９８号交通対策
工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県草加市

86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

2012/12/4 （株）キクテック
愛知県名古屋市南区加
福本通１－２６

一般競争入札 有 36,865,500 36,750,000 99.69%

Ｈ２４利根砂防情報
ネットワーク設備整備
工事

群馬県渋川市 111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 2012/12/4 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

一般競争入札 有 16,306,500 15,225,000 93.37%

圏央道慶作前地区高架
橋下部その６工事

埼玉県幸手市 268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

2012/12/5 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 280,371,000 241,500,000 86.14%

Ｈ２４下館河川事務所
管内下流部維持管理工
事

茨城県常総市 111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

2012/12/5 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

一般競争入札 有 60,511,500 55,860,000 92.31%

圏央道織部前地区高架
橋上部工事

埼玉県幸手市 474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

2012/12/6
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 3,172,848,000 2,810,850,000 88.59%

Ｈ２４・２５上尾道路
領家地区改良工事

埼玉県上尾市 420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

2012/12/7 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 561,319,500 495,285,000 88.24%

Ｈ２４渡良瀬川ネット
ワーク設備工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県佐野市

111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

2012/12/7 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 36,445,500 29,400,000 80.67%

中部横断常葉川橋下部
他工事

山梨県南巨摩郡身延町 1204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

2012/12/7
中部横断常葉川橋下部
他工事飛島・西松特定
建設工事共同企業体

神奈川県川崎市高津区
坂戸３－２－１

一般競争入札 有 3,513,951,000 3,165,750,000 90.09%

Ｈ２４大越樋ノ口堤防
強化工事

埼玉県加須市 84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

2012/12/7 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 63,556,500 54,915,000 86.40%

Ｈ２４利根統管内配線
改修工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

105日間 電気設備工事
利根川ダム統合管理事
務所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2012/12/7 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 25,168,500 24,150,000 95.95%

水戸地域センター外２
件（Ｈ２４）建築改修
その他工事

茨城県水戸市 109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

2012/12/10 （株）大貫工務店
茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町２４１０

一般競争入札 有 65,751,000 65,100,000 99.01%

那珂湊運輸総合庁舎
（Ｈ２４）電気設備改
修その他工事

茨城県ひたちなか市 109日間 電気設備工事 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

2012/12/10 （株）アペックス和光
東京都千代田区内神田
１－１２－１１

一般競争入札 有 94,678,500 87,150,000 92.05%

圏央道吉岡９号橋上部
工事

千葉県成田市 470日間 鋼橋上部工事 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

2012/12/10
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 702,544,500 624,015,000 88.82%

船橋・柏出張所管内橋
面舗装補修工事

千葉県野田市 ～ 千葉
県船橋市

105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

2012/12/10 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 179,214,000 163,800,000 91.40%

Ｈ２４送泥管撤去工事 茨城県行方市 108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 2012/12/11 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 95,329,500 88,200,000 92.52%

Ｈ２４荒川太郎右衛門
自然再生工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉
県比企郡川島町

104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

2012/12/11 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区
東浦和１－２１－３

一般競争入札 有 20,895,000 17,640,000 84.42%

Ｈ２４矢田部排水樋管
外遠隔監視操作設備工
事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取郡東庄町

104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

2012/12/11
（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 64,921,500 63,000,000 97.04%

国道６号千代田石岡Ｂ
Ｐ改良その他工事

茨城県石岡市 110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

2012/12/11
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 119,605,500 110,250,000 92.18%

１６号相模原市橋本地
下道建築工事

神奈川県相模原市緑区 107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

2012/12/12 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 261,922,500 232,050,000 88.59%

Ｈ２４利根川上流災害
用大型表示装置設置工
事

埼玉県久喜市 103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

2012/12/12 （株）東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

一般競争入札 有 98,710,500 96,600,000 97.86%

Ｈ２４調布排水樋管機
械設備改修工事

東京都大田区 107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

2012/12/12 旭イノベックス（株）
北海道札幌市清田区平
岡９条１－１－６

一般競争入札 有 25,756,500 25,200,000 97.84%
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Ｈ２４田村地区整備工
事

茨城県土浦市 106日間
アスファルト
舗装工事

霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2012/12/13 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３
３－１

一般競争入札 有 46,462,500 42,315,000 91.07%

小田原法務総合庁舎
（１２）建築改修その
他工事

神奈川県小田原市 105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

2012/12/13 西島建設（株）
神奈川県南足柄市中沼
３

一般競争入札 有 26,785,500 25,563,300 95.44%

酒々井出張所管内橋面
他舗装補修工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県四街道市

102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

2012/12/13 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 184,842,000 160,650,000 86.91%

新４号古河地区道路休
憩施設新築工事

茨城県古河市 183日間 建築工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2012/12/13 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

一般競争入札 有 177,450,999 164,640,000 92.78%

Ｈ２４川原湯地区外管
内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 108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

2012/12/13 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 16,170,000 15,960,000 98.70%

Ｈ２４川原畑地区外管
内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 108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

2012/12/13 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 15,718,500 15,540,000 98.86%

Ｈ２４麻生地区護岸補
強工事

茨城県行方市 96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 2012/12/13 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７
６－７

一般競争入札 有 87,255,000 76,335,000 87.48%

Ｈ２４管内ネットワー
ク設備工事

静岡県富士市 ～ 山梨
県甲府市

102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

2012/12/17 （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 35,784,000 35,175,000 98.30%

Ｈ２４布佐護岸工事 千葉県我孫子市 101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

2012/12/18 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 152,859,000 134,400,000 87.92%

Ｈ２３渡良瀬貯水池機
場防水改修工事

栃木県栃木市 100日間 建築工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2012/12/19 原工業（株）
群馬県館林市足次町１
０４７

一般競争入札 有 15,340,500 15,225,000 99.25%

Ｈ２４江戸川水門・閘
門ゲート設備修繕工事

東京都江戸川区 450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 2012/12/20 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

一般競争入札 有 151,326,000 130,200,000 86.04%

鹿嶋法務支局（Ｈ２
４）エレベーター設備
工事

茨城県鹿嶋市 330日間 機械設備工事 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

2012/12/20
日本エレベーター製造
（株）

東京都千代田区岩本町
１－１０－３

一般競争入札 有 10,122,000 9,975,000 98.55%

圏央道五霞ＩＣ幸主橋
上部工事

茨城県猿島郡五霞町 240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

2012/12/20 佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町
鉾本２２０

一般競争入札 有 289,653,000 249,690,000 86.20%

Ｈ２４宮ヶ瀬ダム大型
表示装置改良工事

神奈川県相模原市緑区 94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

2012/12/21
日本テクニカル・サー
ビス（株）

東京都品川区西五反田
３－１３－２

一般競争入札 有 6,279,000 6,216,000 99.00%

関東管区警察学校（Ｈ
２４）建築改修その他
工事

東京都小平市 175日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2012/12/21 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－
６－５

一般競争入札 有 189,945,000 173,250,000 91.21%

原宿電線共同溝他工事 神奈川県横浜市 385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

2012/12/21 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

一般競争入札 有 291,721,500 255,150,000 87.46%

高崎公共職安（Ｈ２
４）構内整備工事

群馬県高崎市 141日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2012/12/25 加藤建設興業（株）
群馬県太田市大原町６
５１

一般競争入札 有 30,628,500 27,993,000 91.40%

大磯管内電線共同溝補
修工事

神奈川県平塚市 94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

2012/12/25 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

一般競争入札 有 155,494,500 148,050,000 95.21%

Ｈ２４竜ヶ崎管内掘削
その他工事

茨城県稲敷郡河内町 ～
茨城県北相馬郡利根町

94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

2012/12/25 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 215,607,000 186,375,000 86.44%

圏央道幸手地区高架橋
上部その３工事

埼玉県幸手市 522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

2012/12/25 川田工業（株）
富山県南砺市苗島４６
１０

一般競争入札 有 1,262,919,000 1,110,900,000 87.96%

圏央道沼田地区改良そ
の２工事

茨城県稲敷市 185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

2012/12/25 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

一般競争入札 有 278,953,500 241,500,000 86.57%

さがみ縦貫角田三栗山
地区改良（その２）工
事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県横浜市緑区

125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

2012/12/26 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 297,244,500 257,670,000 86.69%

南鳥島気象観測所（１
２）機械設備改修その
他工事

東京都小笠原支庁小笠
原村

93日間 機械設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2012/12/26 鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－
３－１

一般競争入札 有 1,536,150,000 1,491,000,000 97.06%

Ｈ２４法師戸水門ゲー
ト設備整備工事

茨城県坂東市 156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

2012/12/26
（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 24,255,000 24,150,000 99.57%
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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

金沢管内電線共同溝補
修工事

神奈川県横須賀市 93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

2012/12/26 日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田
２－１７－１

一般競争入札 有 157,059,000 149,100,000 94.93%

圏央道沼田地区改良そ
の他工事

茨城県稲敷市 217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

2012/12/26
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 180,810,000 157,500,000 87.11%

圏央道椎塚地区改良そ
の他工事

茨城県稲敷市 184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

2012/12/26 大昭建設（株）
茨城県龍ケ崎市１６８
６

一般競争入札 有 236,103,000 212,100,000 89.83%

消防大学校（１２）機
械設備改修その他工事

東京都調布市 91日間
暖冷房衛生設
備工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2012/12/27 経塚工業（株）
東京都豊島区巣鴨１－
４１－１１

一般競争入札 有 64,207,500 61,110,000 95.18%

Ｈ２４利根川下流管内
ＩＰ伝送装置設置工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県成田市

84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

2012/12/28 （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 45,339,000 35,910,000 79.20%

Ｈ２４大宮国道事務所
外建築改修その他工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県春日部市

84日間 建築工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2012/12/28 （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 22,869,000 20,370,000 89.07%

新田堤防強化対策（Ｈ
２４）工事

東京都足立区 154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 2012/12/28 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 291,049,500 254,415,000 87.41%


