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Ｈ２４中部横断六郷ＩＣ地盤
改良（その２）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

2013/1/7 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－１０
－２７

一般競争入札 有 293,926,500 275,100,000 93.59%

Ｈ２４万沢防災その２工事 山梨県南巨摩郡南部町 80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

2013/1/8 清水建設興業（株）
山梨県南アルプス市有野
３２９４

一般競争入札 有 219,534,000 204,750,000 93.27%

Ｈ２４常陸管内情報提供設
備改修工事

茨城県水戸市 171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

2013/1/8 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 84,304,500 82,110,000 97.40%

Ｈ２４・２５上尾道路川田谷
地区下部その１工事

埼玉県桶川市 316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

2013/1/8 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 221,340,000 195,825,000 88.47%

圏央道神崎ＩＣ改良その２
２工事

千葉県香取郡神崎町 92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

2013/1/8 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 150,213,000 140,700,000 93.67%

常陸管内無線設備改修他
工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
常陸太田市

72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

2013/1/9 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 46,399,500 44,625,000 96.18%

Ｈ２４・２５上尾道路川田谷
地区下部その２工事

埼玉県桶川市 345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

2013/1/9 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 266,752,500 253,470,000 95.02%

Ｈ２４昭和休憩施設新築そ
の他工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

170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 2013/1/9 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 149,520,000 141,540,000 94.66%

圏央道神崎ＩＣ改良その２
５工事

千葉県香取郡神崎町 138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

2013/1/9 阿部建設（株） 千葉県旭市ニ５２８ 一般競争入札 有 204,844,500 182,490,000 89.09%

圏央道神崎ＩＣ改良その２
７工事

千葉県香取郡神崎町 91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

2013/1/9 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 168,535,500 148,365,000 88.03%

妻田電線共同溝路面復旧
工事

神奈川県厚木市 78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

2013/1/10 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 79,915,500 75,600,000 94.60%

圏央道神崎ＩＣ改良その２
１工事

千葉県香取郡神崎町 90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

2013/1/10 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 143,314,500 124,110,000 86.60%

Ｈ２４国分寺管内橋梁補修
工事

茨城県古河市 ～ 栃木県
宇都宮市

169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

2013/1/10 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 115,458,000 108,150,000 93.67%

会計検査院安中研修所（１
２）電気設備改修工事

群馬県安中市 135日間 電気設備工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2013/1/16 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町２
８５

一般競争入札 有 14,658,000 12,652,500 86.32%

Ｈ２４荒川西区飯田新田築
堤工事

埼玉県さいたま市西区 140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 2013/1/16 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 167,233,500 144,900,000 86.65%

Ｈ２４荒川上流ＣＣＴＶ設備
設置工事

埼玉県深谷市 ～ 埼玉県
東松山市

162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 2013/1/17
東芝通信インフラシステム
ズ（株）

大阪府大阪市中央区本町
４－２－１２

一般競争入札 有 46,462,500 43,050,000 92.66%

Ｈ２４・２５圏央道桶川北本
インター２号橋上部工事

埼玉県桶川市 287日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2013/1/17 日本高圧コンクリート（株）
北海道札幌市中央区南２
条西３－８

一般競争入札 有 181,261,500 156,114,000 86.13%

圏央道幸手地区高架橋上
部その４工事

埼玉県幸手市 529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

2013/1/17 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 1,261,326,150 1,055,775,000 83.70%

Ｈ２４県道川原畑・大戸線
（打越地区）新設工事

群馬県吾妻郡長野原町 287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

2013/1/17 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 279,436,500 263,235,000 94.20%

Ｈ２４高田歩道融雪設備設
置他修繕工事

長野県長野市 161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
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2013/1/18 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－１
－１７

一般競争入札 有 82,645,500 79,380,000 96.05%

圏央道幸手地区高架橋上
部その２工事

埼玉県幸手市 585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

2013/1/18 （株）東京鐵骨橋梁
茨城県取手市下高井１０２
０

一般競争入札 有 2,025,261,000 1,797,390,000 88.75%

警視庁第八機動隊本館（１
２）エレベーター設備改修
工事

東京都新宿区 158日間 機械設備工事 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

2013/1/21
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 22,837,500 21,630,000 94.71%

Ｈ２４・２５上尾道路川田谷
地区改良その３工事

埼玉県桶川市 328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

2013/1/22 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 290,545,500 249,690,000 85.94%

Ｈ２４・２５上尾道路小敷谷
地区改良その３工事

埼玉県上尾市 358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

2013/1/22 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 287,931,000 254,100,000 88.25%



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

国道４号庄和ⅠＣ舗装他
工事

埼玉県春日部市 219日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/1/23 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 259,707,000 228,585,000 88.02%

富士北麓電線共同溝工事 山梨県富士吉田市 701日間
アスファルト舗装
工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/1/24 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 434,647,500 378,840,000 87.16%

品木ダム脱水機場設備改
修工事

群馬県吾妻郡中之条町 431日間 機械設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2013/1/24
成和リニューアルワークス
（株）

東京都新宿区西新宿１－
８－１

一般競争入札 有 411,967,500 407,400,000 98.89%

Ｈ２４・２５圏央道桶川北本
インター４号橋上部工事

埼玉県桶川市 280日間 鋼橋上部工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2013/1/24 （株）東京鐵骨橋梁
茨城県取手市下高井１０２
０

一般競争入札 有 178,248,000 154,560,000 86.71%

神奈川県警察学校道場・
体育館（１２）電気設備工
事

神奈川県横浜市栄区 460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

2013/1/25 （株）電成社
神奈川県横浜市神奈川区
松本町６－４３－３

一般競争入札 有 98,122,500 96,600,000 98.45%

Ｈ２４河口部浚渫工事 茨城県神栖市 63日間
河川しゅんせつ
工事

利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2013/1/25 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 264,988,500 224,385,000 84.68%

Ｈ２４板倉上流部築堤工事 群馬県邑楽郡板倉町 126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

2013/1/25 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町２
５４４番地

一般競争入札 有 240,292,500 212,100,000 88.27%

Ｈ２４板倉下流部築堤工事 群馬県邑楽郡板倉町 126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

2013/1/25 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 241,888,500 208,950,000 86.38%

Ｈ２４・２５上尾道路川田谷
地区改良その５工事

埼玉県桶川市 396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

2013/1/28 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 389,613,000 337,470,000 86.62%

日本橋室町二丁目共同溝
工事

東京都中央区 548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

2013/1/29 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 267,540,000 261,712,500 97.82%

鹿嶋法務支局（Ｈ２４）電気
設備工事

茨城県鹿嶋市 289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

2013/1/30 日立電設工事（株）
茨城県日立市城南町３－
３－５

一般競争入札 有 85,333,500 78,225,000 91.67%

中部横断自動車道　臼田Ｉ
Ｃ橋下部他工事

長野県佐久市 314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

2013/1/30 （株）植木組 新潟県柏崎市新橋２－８ 一般競争入札 有 226,600,500 195,300,000 86.19%

水郷大橋上部耐震・補修
その４工事

千葉県香取市 274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

2013/1/30 （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 228,837,000 204,435,000 89.34%

鈴張町電線共同溝工事 神奈川県秦野市 393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

2013/1/31 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 278,974,500 257,145,000 92.18%

西ヶ原研修合同庁舎（仮
称）（１２）電気設備工事

東京都北区 775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

2013/1/31 川北電気工業（株）
愛知県名古屋市中区栄４
－６－２５

一般競争入札 有 1,099,350,000 1,004,850,000 91.40%

Ｈ２４水防演習会場等整備
工事

千葉県香取市 150日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2013/1/31 村樫建設工業（株）
千葉県印旛郡栄町酒直台
２－１－１０

一般競争入札 有 110,092,500 107,100,000 97.28%

圏央道幸手地区高架橋上
部その５工事

埼玉県幸手市 515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

2013/1/31 日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区南
港北１－７－８９

一般競争入札 有 1,062,390,000 937,650,000 88.26%

圏央道神崎ＩＣ改良その２
６工事

千葉県香取郡神崎町 91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

2013/1/31 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井９
５７－１

一般競争入札 有 158,256,000 136,500,000 86.25%


