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船越電線共同溝工事 神奈川県横須賀市 392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

2013/2/1
（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 262,825,500 225,750,000 85.89%

圏央道幸手地区高架橋
上部その６工事

埼玉県幸手市 514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

2013/2/1 （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 1,507,621,500 1,325,730,000 87.94%

Ｈ２４・２５圏央道桶
川インターＣランプ橋
上部工事

埼玉県桶川市 299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

2013/2/4
宮地エンジニアリング
（株）

東京都中央区日本橋富
沢町９－１９

一般競争入札 有 281,505,000 246,750,000 87.65%

Ｈ２４・２５上尾道路
小敷谷地区改良その６
他工事

埼玉県上尾市 361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

2013/2/4 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 295,018,500 253,575,000 85.95%

西ヶ原研修合同庁舎
（仮称）（１２）エレ
ベーター設備工事

東京都北区 771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

2013/2/4
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 93,513,000 89,250,000 95.44%

圏央道中川橋上部工事
埼玉県幸手市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

511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

2013/2/4
圏央道中川橋上部工事東
骨・片山特定建設工事共同
企業体

茨城県取手市下高井１
０２０

一般競争入札 有 1,789,042,500 1,624,350,000 90.79%

Ｈ２４上湯原地区道路
改良２工区工事

群馬県吾妻郡長野原町 207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

2013/2/4 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 69,205,500 65,625,000 94.83%

富士北麓電線共同溝そ
の２工事

山梨県富士吉田市 ～
山梨県南都留郡富士河
口湖町

682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

2013/2/5 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 445,515,000 390,600,000 87.67%

さがみ縦貫藤木沢第一
橋上部（その１）工事

神奈川県相模原市緑区 267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

2013/2/5 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 166,782,000 145,215,000 87.07%

海上保安試験研究セン
ター（Ｈ２４）建築改
修工事

東京都立川市 129日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2013/2/5 （株）メイユウビルド
東京都豊島区池袋２－
５９－２クレール池袋
７０２

一般競争入札 有 37,065,000 34,650,000 93.48%

Ｈ２４上湯原地区防災
ダム（Ｒ－１０）他工
事

群馬県吾妻郡長野原町 268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

2013/2/5 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

一般競争入札 有 89,554,500 79,380,000 88.64%

Ｈ２４中部横断楮根川
橋下部（その２）工事

山梨県南巨摩郡南部町 143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

2013/2/5 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 282,597,000 249,690,000 88.36%

Ｈ２４・２５圏央道菖
蒲地区Ｂ－ＯＦＦラン
プ橋上部工事

埼玉県久喜市 267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

2013/2/6 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 200,928,000 175,455,000 87.32%

圏央道幸手地区高架橋
上部その１工事

埼玉県幸手市 509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

2013/2/6
圏央道幸手地区高架橋上部
その１工事古河・宇部特定
建設工事共同企業体

東京都千代田区丸の内
２－２－３

一般競争入札 有 2,507,694,000 2,231,250,000 88.98%

圏央道神崎ＩＣ改良そ
の２４工事

千葉県香取郡神崎町 79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

2013/2/6 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 143,671,500 123,060,000 85.65%

圏央道神崎ＩＣ改良そ
の２３工事

千葉県香取郡神崎町 113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

2013/2/6 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 274,218,000 238,560,000 87.00%

圏央道神崎ＩＣ改良そ
の２９工事

千葉県香取郡神崎町 111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

2013/2/6 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 229,467,000 198,030,000 86.30%

圏央道幸手地区高架橋
上部その７工事

埼玉県幸手市 509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

2013/2/6 （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 995,841,000 885,465,000 88.92%

さがみ縦貫角田三栗山
地区改良工事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県相模原市緑
区

569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

2013/2/6 （株）大林組
東京都港区港南２－１
５－２

一般競争入札 有 3,305,820,000 2,954,700,000 89.38%

中部横断楮根地区トン
ネル工事

山梨県南巨摩郡南部町 1146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

2013/2/6 （株）大林組
東京都港区港南２－１
５－２

一般競争入札 有 2,941,018,500 2,571,450,000 87.43%

虎ノ門地下歩道工事
東京都千代田区 ～ 東
京都港区

750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

2013/2/7 西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－
２０－１０

一般競争入札 有 685,072,500 589,575,000 86.06%

皇宮警察本部庁舎（１
２）電気設備改修その
他工事

東京都千代田区 235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

2013/2/7 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－
２２－１

一般競争入札 有 102,879,000 100,275,000 97.47%

圏央道五霞地区高架橋
上部その１工事

茨城県猿島郡五霞町 508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

2013/2/7
宮地エンジニアリング
（株）

東京都中央区日本橋富
沢町９－１９

一般競争入札 有 1,684,431,000 1,479,450,000 87.83%

Ｈ２４横浜駅東口歩道
橋昇降施設新築工事

神奈川県横浜市西区 173日間 建築工事 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

2013/2/8 （株）渡辺組
神奈川県横浜市中区南
仲通３－３１

一般競争入札 有 87,423,000 86,100,000 98.49%
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Ｈ２４田代第１・２帯
護岸工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 234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 2013/2/8 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 169,648,500 148,050,000 87.27%

圏央道桑山跨道橋外工
事

茨城県稲敷市 204日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2013/2/8
（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 179,035,500 162,225,000 90.61%

中部横断常葉川橋他上
部工事

山梨県南巨摩郡身延町 1141日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/2/8
中部横断常葉川橋他上部工
事横河・飯田特定建設工事
共同企業体

千葉県船橋市山野町２
７

一般競争入札 有 3,349,647,000 2,971,500,000 88.71%

中部横断一色工事用道
路設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 315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

2013/2/8 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４
７６－１

一般競争入札 有 219,450,000 215,250,000 98.09%

Ｈ２４寺尾町築堤（そ
の２）工事

群馬県高崎市 318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 2013/2/12 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 70,707,000 64,050,000 90.59%

神奈川県警察学校道
場・体育館（１２）建
築その他工事

神奈川県横浜市栄区 595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

2013/2/12 日本国土開発（株）
東京都港区赤坂４－９
－９

一般競争入札 有 830,550,000 826,350,000 99.49%

Ｈ２４尾羽根川排水機
場発電機修繕工事

千葉県成田市 108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

2013/2/12 新菱工業（株）
東京都千代田区神田多
町２－９－２

一般競争入札 有 23,079,000 21,000,000 90.99%

Ｈ２４田代第二床固工
工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 230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 2013/2/12 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 170,929,500 149,100,000 87.23%

総務省第二庁舎（１
２）建築改修その他工
事

東京都新宿区 868日間 建築工事 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

2013/2/12 （株）森本組
大阪府大阪市中央区南
本町２－６－１２

一般競争入札 有 273,420,000 236,250,000 86.41%

Ｈ２４利根川下流河川
事務所庁舎建築その他
工事

千葉県香取市 671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

2013/2/12 （株）熊谷組
東京都新宿区津久戸町
２－１

一般競争入札 有 709,233,000 649,635,000 91.60%

Ｈ２４久慈川・那珂川
管内応急対策工事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県水戸市

77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

2013/2/12 （株）アイ・ロード
茨城県水戸市河和田町
４３７９－９２

一般競争入札 有 32,634,000 23,100,000 70.79%

西ヶ原研修合同庁舎
（仮称）（１２）機械
設備工事

東京都北区 762日間
暖冷房衛生設
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

2013/2/13 三建設備工業（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町１－３５－８

一般競争入札 有 1,317,750,000 1,179,150,000 89.48%

中部横断自動車道　宮
の入橋下部工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

561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

2013/2/14 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

一般競争入札 有 231,220,500 219,450,000 94.91%

西ヶ原研修合同庁舎
（仮称）（１２）建築
工事

東京都北区 761日間 建築工事 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

2013/2/14 鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－
３－１

一般競争入札 有 4,692,450,000 4,410,000,000 93.98%

Ｈ２４矢板出張所管内
電線共同溝路面復旧工
事

栃木県那須塩原市 228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

2013/2/14 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 55,986,000 50,400,000 90.02%

Ｈ２４・２５上尾道路
川田谷地区下部その３
工事

埼玉県桶川市 350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

2013/2/15 （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 237,321,000 204,750,000 86.28%

Ｈ２４管内建物建具他
改修工事

千葉県野田市 42日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/2/15 （株）宮城建設
千葉県柏市豊住３－２
－７

一般競争入札 有 8,725,500 7,875,000 90.25%

中部横断自動車道　臼
田橋下部工事

長野県佐久市 592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

2013/2/15 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町
８７８

一般競争入札 有 294,231,000 259,350,000 88.15%

Ｈ２４香取市石納地先
侵食対策工事

千葉県香取市 74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

2013/2/15 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 217,570,500 189,000,000 86.87%

Ｈ２４香取市佐原ロ地
先上流侵食対策工事

千葉県香取市 74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

2013/2/15 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 185,671,500 170,100,000 91.61%

Ｈ２４茂倉第四砂防堰
堤法面対策工事

山梨県南巨摩郡早川町 196日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2013/2/15 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町
上八木沢９８

一般競争入札 81,165,000 79,800,000 98.32%

Ｈ２４田村地区自然再
生地整備工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県稲敷市

130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 2013/2/18
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 196,990,500 175,770,000 89.23%

Ｈ２４田代第一床固工
工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 224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 2013/2/18 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 167,716,500 150,150,000 89.53%

Ｈ２４白砂川砂防堰堤
工事用道路工事

群馬県吾妻郡中之条町 224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 2013/2/18 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 92,715,000 84,000,000 90.60%



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

さがみ縦貫藤木沢第一
橋上部（その２）工事

神奈川県相模原市緑区 254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

2013/2/18
（株）横河住金ブリッ
ジ

千葉県船橋市山野町２
７

一般競争入札 有 161,322,000 140,805,000 87.28%

Ｈ２４・２５羽川電線
共同溝工事

栃木県小山市 375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

2013/2/18 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

一般競争入札 有 224,091,000 192,150,000 85.75%

Ｈ２４・２５圏央道桶
川インターＨランプ函
渠工事

埼玉県桶川市 304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

2013/2/19 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 277,777,500 238,350,000 85.81%

Ｈ２４常木沢法面保護
工事

群馬県吾妻郡長野原町 129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

2013/2/19 塚本建設（株）
群馬県藤岡市小林４０
２

一般競争入札 有 36,414,000 34,650,000 95.16%

Ｈ２４新堀排水機場ポ
ンプ設備工事

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 2013/2/20
（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 104,496,000 96,915,000 92.75%

柳原堤防強化対策（Ｈ
２４）工事

東京都足立区 357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 2013/2/20
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 221,361,000 193,200,000 87.28%

Ｈ２４宇都宮国道管内
気象観測設備工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県河内郡上三川町

191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

2013/2/20 テクノ産業（株）
栃木県宇都宮市中里町
１６７－１

一般競争入札 有 54,558,000 52,500,000 96.23%

あけぼの（その４）電
線共同溝工事

千葉県柏市 253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

2013/2/20 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

一般競争入札 有 268,002,000 239,400,000 89.33%

前橋地方合同庁舎（仮
称）（１２）電気設備
工事

群馬県前橋市 827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

2013/2/21 （株）ユアテック
宮城県仙台市宮城野区
榴岡４－１－１

一般競争入札 有 799,365,000 723,450,000 90.50%

前橋笠懸道路改良舗装
その２工事

群馬県みどり市 160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 2013/2/21 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 199,153,500 180,285,000 90.53%

Ｈ２４利根川下流河川
事務所庁舎電気設備工
事

千葉県香取市 662日間 電気設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2013/2/21 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 85,596,000 85,470,000 99.85%

Ｈ２４宮ヶ瀬ダム地震
観測装置修繕工事

神奈川県相模原市緑区 159日間 通信設備工事 相模川水系広域ダム管理
神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2013/2/22 （株）共和電業
東京都調布市調布ケ丘
３－５－１

一般競争入札 有 13,293,000 10,710,000 80.57%

Ｈ２４利根川下流河川
事務所庁舎受変電設備
他工事

千葉県香取市 756日間
受変電設備工
事

利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2013/2/22 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２
－２８

一般競争入札 有 143,745,000 130,305,000 90.65%

石原改良舗装その２工
事

群馬県渋川市 220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 2013/2/22 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 84,913,500 78,330,000 92.25%

さがみ縦貫寒川地区改
良（その１）工事

神奈川県高座郡寒川町 220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

2013/2/22
（株）エス・ケイ・
ディ

神奈川県平塚市四之宮
１－８－５６

一般競争入札 有 293,989,500 266,175,000 90.54%

Ｈ２４香取市佐原ロ地
先下流侵食対策工事

千葉県香取市 67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

2013/2/22 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 185,199,000 159,600,000 86.18%

国道１７号跨道橋上部
工事

群馬県渋川市 248日間 鋼橋上部工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/2/25
（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 178,342,500 158,413,500 88.83%

Ｈ２４利根砂防大規模
土砂移動検知システム
設置工事

群馬県渋川市 ～ 埼玉
県秩父市

156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 2013/2/25 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

一般競争入札 有 50,694,000 50,400,000 99.42%

Ｈ２４・２５大原間電
線共同溝工事

栃木県那須塩原市 368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

2013/2/25 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 277,032,000 239,400,000 86.42%

Ｈ２４木更津出張所管
内防災対策工事

千葉県富津市 156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

2013/2/25 （株）岡部建設
千葉県館山市亀ヶ原８
９０－１

一般競争入札 有 96,022,500 83,895,000 87.37%

中部横断松葉沢他仮橋
設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 393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

2013/2/25 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町
上八木沢９８

一般競争入札 有 132,804,000 132,300,000 99.62%

前橋地方合同庁舎（仮
称）（１２）建築工事

群馬県前橋市 822日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2013/2/26 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－
２－８

一般競争入札 有 3,010,350,000 2,835,000,000 94.18%

Ｈ２４西金野井地区築
堤工事

埼玉県春日部市 305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 2013/2/26 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 85,092,000 76,440,000 89.83%

Ｈ２４矢場川改修工事
栃木県足利市 ～ 群馬
県邑楽郡邑楽町

94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

2013/2/26 （株）真進建設
栃木県足利市本城２－
１８１３

一般競争入札 有 79,212,000 68,040,000 85.90%
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Ｈ２４羽川歩道整備工
事

栃木県小山市 185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

2013/2/26 光洋建設（株）
栃木県小山市喜沢６８
９

一般競争入札 有 149,719,500 128,625,000 85.91%

Ｈ２４下生井地先掘削
工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

94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

2013/2/26 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 221,035,500 195,195,000 88.31%

Ｈ２４宇都宮国道管内
橋梁耐震補強工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県小山市

304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

2013/2/26 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 193,546,500 170,625,000 88.16%

市川大橋（山側）上部
補修その２工事

千葉県市川市 367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

2013/2/26 横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４
－１４－５

一般競争入札 有 238,434,000 214,725,000 90.06%

中部横断樋之上改良工
事

山梨県南巨摩郡身延町 392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

2013/2/26 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 277,105,500 238,350,000 86.01%

Ｈ２４南畑排水樋管開
閉装置改修工事

埼玉県富士見市 338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

2013/2/27
（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 143,283,000 141,750,000 98.93%

前橋地方合同庁舎（仮
称）（１２）エレベー
ター設備工事

群馬県前橋市 821日間 機械設備工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2013/2/27
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 217,350,000 208,950,000 96.14%

国道３５７号千葉地区
改良舗装（その３）工
事

千葉県千葉市稲毛区 246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

2013/2/27 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 250,435,500 239,400,000 95.59%

Ｈ２４荒川西区二ツ宮
上築堤工事

埼玉県さいたま市 303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

2013/2/27
（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 154,675,500 137,550,000 88.93%

高道祖地区（上）築堤
工事

茨城県下妻市 ～ 茨城
県つくば市

362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

2013/2/27 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 131,491,500 119,700,000 91.03%

上武道路橋梁下部その
５工事

群馬県前橋市 246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 2013/2/27 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４
１３－１

一般競争入札 有 87,559,500 74,760,000 85.38%

Ｈ２４川治ダム主放流
予備ゲート修繕工事

栃木県日光市 107日間 機械設備工事 鬼怒川ダム統合管理事務
栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2013/2/27
三菱重工鉄構エンジニ
アリング（株）

広島県広島市中区江波
沖町５－１

一般競争入札 有 35,973,000 35,910,000 99.82%

東京税関晴海庁舎（１
２）電気設備改修その
他工事

東京都中央区 154日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2013/2/27 東陽電気工事（株）
東京都品川区中延３－
２－１５

一般競争入札 有 25,431,000 22,669,500 89.14%

Ｈ２４小山出張所管内
電線共同溝工事

茨城県古河市 ～ 栃木
県下都賀郡野木町

215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

2013/2/27 光洋建設（株）
栃木県小山市喜沢６８
９

一般競争入札 有 143,104,500 124,950,000 87.31%

Ｈ２４・２５圏央道菖
蒲地区Ａ－ＯＮランプ
橋上部工事

埼玉県久喜市 365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

2013/2/28 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 251,055,000 218,715,000 87.12%

Ｈ２４・２５圏央道菖
蒲地区Ｂ－ＯＮランプ
橋上部工事

埼玉県久喜市 337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

2013/2/28 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 190,176,000 164,220,000 86.35%

Ｈ２４南水元二丁目地
区築堤工事

東京都葛飾区 183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 2013/2/28 鈴中工業（株）
愛知県名古屋市中村区
中島町３－３９

一般競争入札 有 158,592,000 149,100,000 94.01%

横須賀地区電線共同溝
他工事

神奈川県横須賀市 120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

2013/2/28 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

一般競争入札 有 77,920,500 66,990,000 85.97%

Ｈ２４部屋地先掘削工
事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

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

2013/2/28 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 249,154,500 217,350,000 87.24%

Ｈ２４五十里ダム施設
改良工事

栃木県日光市 180日間 一般土木工事 鬼怒川ダム統合管理事務
栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2013/2/28 斉藤建設（株）
栃木県日光市鬼怒川温
泉大原坂の下８７２－
４

一般競争入札 有 89,523,000 80,850,000 90.31%

Ｈ２４大宮国道管内交
通安全対策他工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県入間市

183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

2013/2/28 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 135,019,500 120,750,000 89.43%

１６号八王子市中野山
王地区舗装（その２）
工事

東京都八王子市 245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

2013/2/28
（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 248,052,000 225,225,000 90.80%

弁天橋補修工事 千葉県浦安市 245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

2013/2/28
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 159,946,500 138,600,000 86.65%

Ｈ２４大福田屋敷添堤
防強化工事

茨城県猿島郡五霞町 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

2013/2/28 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 67,809,000 62,475,000 92.13%
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Ｈ２４大福田元権現堤
防強化工事

茨城県猿島郡五霞町 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

2013/2/28 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 80,230,500 73,080,000 91.09%

Ｈ２４上中森河道整正
工事

群馬県邑楽郡千代田町 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

2013/2/28 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 68,334,000 59,850,000 87.58%

Ｈ２４渡良瀬遊水地掘
削工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

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

2013/2/28 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 223,366,500 195,825,000 87.67%

中部横断戸栗川橋上部
工事

山梨県南巨摩郡南部町 456日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/2/28 日本橋梁（株）
大阪府大阪市北区西天
満６－７－２

一般競争入札 有 366,303,000 319,725,000 87.28%

Ｈ２４大月バイパス桂
川仮橋設置他工事

山梨県大月市 120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

2013/2/28 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

一般競争入札 有 118,671,000 117,600,000 99.10%


