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Ｈ２４奥鬼怒工事用道
路工事

栃木県日光市 244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

2013/3/1 東武建設（株）
栃木県日光市大桑町１
３８

一般競争入札 有 139,839,000 138,600,000 99.11%

Ｈ２４瀬尾沢砂防堰堤
工事

栃木県日光市 244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

2013/3/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 74,959,500 71,190,000 94.97%

慈観床固群工事 栃木県日光市 244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

2013/3/1 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 84,924,000 75,390,000 88.77%

倉賀野護岸補修工事 群馬県高崎市 105日間 法面処理工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/3/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 63,493,500 55,440,000 87.32%

中妻地区（上）築堤護
岸工事

茨城県常総市 364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

2013/3/1 北都建設工業（株）
茨城県土浦市虫掛３４
９１

一般競争入札 有 206,094,000 181,650,000 88.14%

Ｈ２４新堀排水機場改
築工事

埼玉県八潮市 152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 2013/3/1 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

一般競争入札 有 88,116,000 82,372,500 93.48%

Ｈ２４築比地地区築堤
工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 302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 2013/3/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 227,104,500 199,080,000 87.66%

磯子電線共同溝他工事 神奈川県横浜市磯子区 119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

2013/3/1 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－
３－７

一般競争入札 有 116,613,000 102,900,000 88.24%

Ｈ２４新川通平野道上
地盤改良工事

埼玉県加須市 91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

2013/3/1 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 69,468,000 60,375,000 86.91%

Ｈ２４川妻石塚堤防強
化工事

茨城県猿島郡五霞町 91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

2013/3/1 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 105,903,000 91,350,000 86.26%

Ｈ２４中部横断江尻窪
発生土搬入場整備（そ
の２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 119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

2013/3/1 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

一般競争入札 有 267,949,500 244,650,000 91.30%

Ｈ２４十余二工業団地
入口交差点改良他交通
対策工事

千葉県野田市 ～ 千葉
県柏市

149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

2013/3/4 前田道路（株）
東京都品川区大崎１－
１１－３

一般競争入札 有 56,910,000 50,295,000 88.38%

会計検査院安中研修所
（１２）機械設備改修
その他工事

群馬県安中市 210日間
暖冷房衛生設
備工事

長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2013/3/4 （株）丸雄技研
群馬県伊勢崎市宮子町
１４３０

一般競争入札 有 17,409,000 13,639,500 78.35%

勝浦海上保安署（１
２）建築改修その他工
事

千葉県勝浦市 179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

2013/3/4 （株）丸昇建設
千葉県いすみ市深堀１
４５８

一般競争入札 有 37,170,000 36,960,000 99.44%

木更津地方合同庁舎
（Ｈ２４）建築改修そ
の他工事

千葉県木更津市 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

2013/3/4 ヤマダ建設（株）
千葉県君津市南子安７
－４－１０

一般競争入札 有 37,947,000 36,120,000 95.19%

Ｈ２４外野本田堤防強
化工事

埼玉県加須市 88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

2013/3/4 （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 98,994,000 84,840,000 85.70%

Ｈ２４品木ダム脱水機
場新営工事

群馬県吾妻郡中之条町 240日間 建築工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2013/3/5 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 99,988,500 89,773,050 89.78%

２０号八王子市大和田
町（４）電線共同溝工
事

東京都八王子市 209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

2013/3/5 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田
２－４－４

一般競争入札 有 141,813,000 122,850,000 86.63%

Ｈ２４沼田管内橋梁補
修工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県渋川市

269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 2013/3/5
ドーピー建設工業
（株）

北海道札幌市中央区北
１条西６－２

一般競争入札 有 167,286,000 160,650,000 96.03%

湾岸道路根岸高架橋床
版工事

神奈川県横浜市中区 209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

2013/3/5 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 216,594,000 204,225,000 94.29%

さがみ縦貫山沢第二橋
他工事

神奈川県相模原市緑区 513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

2013/3/5 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 292,099,500 279,300,000 95.62%

前橋地方合同庁舎（仮
称）（１２）機械設備
工事

群馬県前橋市 814日間
暖冷房衛生設
備工事

長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2013/3/6
（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 988,995,000 955,500,000 96.61%

Ｈ２４神梅床固群工事 群馬県みどり市 114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

2013/3/6 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 63,241,500 55,125,000 87.17%

竜の口川橋上部工事 群馬県前橋市 239日間
プレストレス
ト・コンク
リ ト工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/3/6
（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 105,630,000 92,400,000 87.48%

Ｈ２４小山地区交差点
改良工事

栃木県小山市 147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

2013/3/6 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 184,191,000 158,550,000 86.08%
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Ｈ２４越谷高架橋（上
り線）落橋防止装置設
置工事

埼玉県新座市 239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

2013/3/6 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 211,144,500 184,590,000 87.42%

Ｈ２４道路情報通信設
備工事

千葉県柏市 ～ 埼玉県
さいたま市

146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

2013/3/7 沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１
０－１６

一般競争入札 有 32,739,000 29,400,000 89.80%

Ｈ２４二瀬ダム照明灯
外修繕工事

埼玉県秩父市 113日間 維持修繕工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2013/3/7 新光電機（株）
埼玉県和光市白子３－
２８－２４

一般競争入札 有 8,421,000 8,393,700 99.68%

Ｈ２４渡良瀬管内電源
設備工事

栃木県足利市 ～ 群馬
県桐生市

85日間
受変電設備工
事

渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2013/3/7 クシダ工業（株）
群馬県高崎市貝沢町甲
９６５

一般競争入札 有 16,999,500 15,750,000 92.65%

Ｈ２４新４号・５０号
道路環境整備工事

茨城県古河市 ～ 栃木
県宇都宮市

146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

2013/3/7 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 27,993,000 27,300,000 97.52%

笹目水門耐震対策（Ｈ
２４）工事

埼玉県戸田市 743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 2013/3/7 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 286,146,000 283,500,000 99.08%

Ｈ２４笹目橋（下り
線）落橋防止装置設置
工事

東京都板橋区 ～ 埼玉
県戸田市

295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

2013/3/7 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３５

一般競争入札 有 119,059,500 102,900,000 86.43%

八王子南バイパス寺田
地区改良工事

東京都八王子市 176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

2013/3/7 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 159,379,500 139,020,000 87.23%

Ｈ２４渡良瀬遊水地土
砂整正工事

栃木県小山市 85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

2013/3/7 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 243,201,000 210,525,000 86.56%

工事用トンネル補修工
事

群馬県吾妻郡東吾妻町 207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

2013/3/7 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－
７－１

一般競争入札 有 249,595,500 248,850,000 99.70%

Ｈ２４シーサイドライ
ン塗装（その１）工事

神奈川県横浜市金沢区 145日間 塗装工事 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

2013/3/8 （株）マミヤ
神奈川県川崎市川崎区
小田栄１－９－２５

一般競争入札 有 187,047,000 158,550,000 84.76%

湾岸道路根岸地区改良
（その２）工事

神奈川県横浜市磯子区 206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

2013/3/8 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 266,322,000 228,679,500 85.87%

下末吉地区電線共同溝
工事

神奈川県横浜市鶴見区 388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

2013/3/8 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 128,677,500 110,565,000 85.92%

Ｈ２４四ツ屋歩道設置
工事

長野県埴科郡坂城町 237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

2013/3/8 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 104,275,500 102,375,000 98.18%

Ｈ２４板倉飯野地区築
堤工事

群馬県邑楽郡板倉町 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

2013/3/8 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 192,013,500 170,100,000 88.59%

Ｈ２４水戸市道付替工
事

茨城県水戸市 109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

2013/3/11 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 54,453,000 52,185,000 95.83%

藤井川岩根地区漏水対
策工事

茨城県水戸市 95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

2013/3/11 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 175,234,500 153,930,000 87.84%

藤井川飯富地区漏水対
策工事

茨城県水戸市 95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

2013/3/11 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 160,041,000 140,175,000 87.59%

Ｈ２４万力護岸外工事 山梨県山梨市 291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

2013/3/11 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

一般競争入札 有 127,680,000 122,850,000 96.22%

久慈川・那珂川水位計
設置工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県常陸太田市

81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

2013/3/11 横河電子機器（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷
５－２３－１３

一般競争入札 有 44,908,500 38,955,000 86.74%

Ｈ２４旗井天神堤防強
化工事

埼玉県加須市 81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

2013/3/11 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 122,430,000 105,840,000 86.45%

Ｈ２４弥兵衛下分堤防
強化工事

埼玉県加須市 81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

2013/3/11 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 211,963,500 183,225,000 86.44%

Ｈ２４山王山堤防強化
工事

茨城県猿島郡五霞町 81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

2013/3/11 田部井土木（株）
埼玉県熊谷市玉井１７
８４－３

一般競争入札 有 135,471,000 124,425,000 91.85%

Ｈ２４機械設備遠隔操
作制御設備システム改
良工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県常陸太田市

110日間 機械設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2013/3/12 （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 232,995,000 231,000,000 99.14%

Ｈ２４・２５上尾道路
小敷谷地区改良その５
工事

埼玉県上尾市 325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

2013/3/12 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 200,340,000 176,820,000 88.26%

中部横断自動車道　小
海松原地区基盤整備２
工事

長野県南佐久郡小海町 233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

2013/3/12 （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 267,466,500 240,240,000 89.82%

Ｈ２４両国橋橋面舗装
修繕他工事

東京都特別区 141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

2013/3/12 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 78,655,500 76,650,000 97.45%
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Ｈ２４竜岡護岸工事 山梨県韮崎市 290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

2013/3/12 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４
７６－１

一般競争入札 有 102,784,500 96,600,000 93.98%

Ｈ２４浅原護岸工事 山梨県南アルプス市 290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

2013/3/12 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 175,224,000 158,550,000 90.48%

Ｈ２４高田下護岸工事
山梨県西八代郡市川三
郷町

290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

2013/3/12 丹澤建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町市川大門２７９０

一般競争入札 有 157,731,000 152,250,000 96.53%

城南地区歩道橋設置工
事

神奈川県藤沢市 202日間 鋼橋上部工事 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

2013/3/12 （株）北都鉄工
石川県白山市福留町５
５５番地

一般競争入札 有 29,169,000 26,775,000 91.79%

杉田交差点舗装（その
２）工事

神奈川県横浜市磯子区
～ 神奈川県横浜市金沢
区

171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

2013/3/12 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台３ー１２５

一般競争入札 有 137,424,000 133,350,000 97.04%

圏央道第２椎塚橋上部
工事

茨城県稲敷市 141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

2013/3/12
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 237,363,000 208,950,000 88.03%

Ｈ２４大福田薬師前堤
防強化工事

茨城県猿島郡五霞町 80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

2013/3/12 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

一般競争入札 有 123,858,000 106,417,500 85.92%

Ｈ２４下生井土砂整正
工事

栃木県小山市 80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

2013/3/12 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 241,195,500 209,337,450 86.79%

田尻高谷改良その１２
工事

千葉県市川市 202日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/3/12 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 289,695,000 273,000,000 94.24%

北国分堀之内改良その
４工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

202日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/3/12 （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 261,019,500 226,800,000 86.89%

Ｈ２４梁川防災工事 山梨県大月市 201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

2013/3/13 天野工業（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田１１７５－１

一般競争入札 有 248,115,000 224,490,000 90.48%

Ｈ２４羽田第一水門耐
震工事

東京都大田区 289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

2013/3/13 岩倉建設（株）
北海道札幌市中央区南
１条西７－１６－２

一般競争入札 有 99,949,500 96,600,000 96.65%

神奈川県警察学校道
場・体育館（Ｈ２４）
機械設備工事

神奈川県横浜市栄区 413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

2013/3/13 （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 69,069,000 63,000,000 91.21%

Ｈ２４・２５上尾道路
川田谷地区改良その４
工事

埼玉県桶川市 313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

2013/3/13 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 207,217,500 177,996,000 85.90%

Ｈ２４・２５上尾道路
川田谷地区改良その６
工事

埼玉県桶川市 324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

2013/3/13 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 299,670,000 279,195,000 93.17%

Ｈ２４片蓋川砂防施設
整備工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 201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 2013/3/13 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 233,152,500 201,600,000 86.47%

Ｈ２４蛇堀川砂防施設
整備工事

長野県小諸市 201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 2013/3/13 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 230,800,500 199,815,000 86.57%

Ｈ２４東南湖護岸工事 山梨県南アルプス市 289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

2013/3/13 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－
１５－５

一般競争入札 有 175,864,500 168,000,000 95.53%

Ｈ２４熊谷管内橋梁補
修工事

埼玉県深谷市 140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

2013/3/13
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 119,994,000 117,600,000 98.00%

Ｈ２４川原湯地区橋梁
下部工事

群馬県吾妻郡長野原町 201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

2013/3/13 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 74,203,500 66,150,000 89.15%

Ｈ２４上湯原地区代替
地他整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 201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

2013/3/13 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１
５７９番地

一般競争入札 有 90,373,500 87,045,000 96.32%

Ｈ２４大沢地区代替地
他整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 201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

2013/3/13 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 128,289,000 111,825,000 87.17%

Ｈ２４中部横断六郷Ｉ
Ｃ地盤改良（その３）
工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

107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

2013/3/13 丹澤建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町市川大門２７９０

一般競争入札 有 247,516,500 235,200,000 95.02%

Ｈ２４中部横断六郷Ｉ
Ｃ地盤改良（その４）
工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

107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

2013/3/13 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原
町３７５－３

一般競争入札 有 247,894,500 233,100,000 94.03%

田尻高谷改良その１１
工事

千葉県市川市 201日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/3/13 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

一般競争入札 有 294,430,500 257,250,000 87.37%

Ｈ２４千葉国道道路情
報表示設備設置工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
千葉市若葉区

231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

2013/3/14 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 158,245,500 136,500,000 86.26%

Ｈ２４梁川防災その２
工事

山梨県大月市 231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

2013/3/14 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 133,014,000 117,495,000 88.33%
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遠隔監視ＣＣＴＶカメ
ラ設備設置工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

106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

2013/3/14
日本フィールド・エン
ジニアリング（株）

東京都品川区西五反田
１－１４－８

一般競争入札 有 36,540,000 31,395,000 85.92%

烏山城東地区築堤工事 栃木県那須烏山市 92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

2013/3/14 剋真建設（株）
栃木県真岡市田町１５
１５－４

一般競争入札 有 17,514,000 16,275,000 92.93%

中部横断自動車道　臼
田地区改良２工事

長野県佐久市 231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

2013/3/14 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 250,750,500 217,350,000 86.68%

Ｈ２４五霞地区県道付
替工事

茨城県猿島郡五霞町 106日間
アスファルト
舗装工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/3/14 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 188,643,000 170,100,000 90.17%

Ｈ２４五霞堤防強化工
事

茨城県猿島郡五霞町 78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

2013/3/14 （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 95,907,000 82,425,000 85.94%

Ｈ２４部屋土砂整正工
事

栃木県小山市 78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

2013/3/14 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

一般競争入札 有 246,750,000 217,875,000 88.30%

Ｈ２４高田上護岸工事
山梨県西八代郡市川三
郷町

287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

2013/3/15 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２
－１１－８

一般競争入札 有 103,446,000 99,750,000 96.43%

川口地盤改良（Ｈ２
４）工事

埼玉県川口市 230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 2013/3/15 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 241,353,000 213,150,000 88.31%

皇宮警察本部護衛第二
課庁舎外１件（１２）
建築改修その他工事

東京都港区 ～ 東京都
千代田区

138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

2013/3/15 （株）小野組
東京都文京区後楽１－
１－１３

一般競争入札 有 48,373,500 47,250,000 97.68%

Ｈ２４利根川下流河川
事務所庁舎機械設備工
事

千葉県香取市 640日間
暖冷房衛生設
備工事

利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2013/3/15 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 125,055,000 95,025,000 75.99%

Ｈ２４中部横断富沢ア
クセス橋上部工事

山梨県南巨摩郡南部町 105日間
プレストレス
ト・コンク
リ ト工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/3/15
（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 113,505,000 102,060,000 89.92%

Ｈ２４千葉国道映像伝
送設備設置工事

千葉県千葉市稲毛区 ～
千葉県千葉市中央区

165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

2013/3/18
日本フィールド・エン
ジニアリング（株）

東京都品川区西五反田
１－１４－８

一般競争入札 有 27,657,000 26,775,000 96.81%

圏央道幸手ⅠＣ改良他
工事

埼玉県幸手市 210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

2013/3/18 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 219,450,000 204,750,000 93.30%

圏央道久喜幸手地区舗
装工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉
県幸手市

210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

2013/3/18 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 227,577,000 198,450,000 87.20%

沢田湧水地観察園路外
工事

茨城県ひたちなか市 220日間 造園工事 国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2013/3/19 （株）砂押園芸
茨城県ひたちなか市
高野４８

一般競争入札 有 97,923,000 90,720,000 92.64%

Ｈ２４・２５上尾道路
領家地区下部その２工
事

埼玉県上尾市 ～ 埼玉
県桶川市

346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

2013/3/19 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 284,739,000 246,015,000 86.40%

Ｈ２４・２５上尾道路
桶川地区改良その１工
事

埼玉県桶川市 377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

2013/3/19 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 296,341,500 258,300,000 87.16%

新宿地区改良等工事 東京都新宿区 195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

2013/3/19 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 130,536,000 119,700,000 91.70%

小松川地盤改良（Ｈ２
４）工事

東京都江戸川区 195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 2013/3/19 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 115,626,000 112,560,000 97.35%

Ｈ２４利根川左岸水防
拠点基盤整備工事

埼玉県加須市 73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

2013/3/19 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 119,448,000 103,425,000 86.59%

Ｈ２４弥兵衛中分道上
堤防強化工事

埼玉県加須市 73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

2013/3/19 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 109,662,000 93,450,000 85.22%

日光砂防土砂移動検知
システム設置工事

栃木県日光市 132日間 通信設備工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2013/3/21 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

一般競争入札 有 14,752,500 14,700,000 99.64%

Ｈ２４木原地区波浪対
策工事

茨城県稲敷郡美浦村 162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 2013/3/21 （株）朝日工務店
茨城県鉾田市安房１３
７１－１

一般競争入札 有 90,342,000 79,275,000 87.75%

１６号相模原市南区大
野台電線共同溝路面復
旧工事

神奈川県相模原市南区 162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

2013/3/21 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

一般競争入札 有 127,060,500 110,775,000 87.18%

Ｈ２４利根砂防テレ
メータ設備電源工事

群馬県吾妻郡草津町 99日間
受変電設備工
事

利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2013/3/21 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 26,764,500 23,100,000 86.31%

飯原堤防強化対策（Ｈ
２４）工事

埼玉県川口市 356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 2013/3/21 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 243,211,500 216,825,000 89.15%
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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

Ｈ２４利根川ダム統合
管理事務所建築改修工
事

群馬県前橋市 98日間 建築工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/3/22 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 7,885,500 7,560,000 95.87%

Ｈ２４日野本町５丁目
築堤工事

東京都日野市 280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

2013/3/22 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 77,647,500 71,925,000 92.63%

北千葉道路松崎跨線橋
床版他工事

千葉県成田市 343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

2013/3/22 （株）テクト
千葉県銚子市新生町１
－４０－１８

一般競争入札 有 223,083,000 192,150,000 86.13%

越本第四床固工工事 群馬県利根郡片品村 368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 2013/3/22 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 195,184,500 168,000,000 86.07%

Ｈ２４利根川下流管内
水文観測設備設置工事

茨城県北相馬郡利根町 39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

2013/3/22 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

一般競争入札 有 17,839,500 17,115,000 95.94%

Ｈ２４境宮本築堤工事 茨城県猿島郡境町 280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

2013/3/22 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 268,474,500 236,250,000 88.00%

Ｈ２５品木ダム浚渫工
事

群馬県吾妻郡中之条町 312日間
河川しゅんせ
つ工事

品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2013/3/25 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 245,742,000 209,947,500 85.43%

Ｈ２４柳原築堤工事 茨城県下妻市 317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

2013/3/25 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市
下長沼１１８－１

一般競争入札 有 66,654,000 58,905,000 88.37%

中部横断自動車道　岸
野地区改良３工事

長野県佐久市 189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

2013/3/25 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 246,781,500 213,675,000 86.58%

Ｈ２４大春木工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 252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

2013/3/25 近藤工業（株）
山梨県南巨摩郡身延町
波木井１３５

一般競争入札 有 146,338,500 139,650,000 95.43%

Ｈ２４小武川崩壊地対
策工事

山梨県韮崎市 312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

2013/3/25 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 109,336,500 102,900,000 94.11%

Ｈ２４前田堤防強化工
事

埼玉県加須市 371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

2013/3/25 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 242,056,500 210,000,000 86.76%

神流川堤防法面補修工
事

埼玉県児玉郡上里町 ～
埼玉県児玉郡神川町

339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 2013/3/26 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 110,617,500 96,390,000 87.14%

中部横断自動車道　佐
久穂工事用道路７工事

長野県南佐久郡佐久穂
町 ～ 長野県南佐久郡
小海町

219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

2013/3/26 中野土建（株）
長野県中野市西２－５
－１１

一般競争入札 有 244,125,000 210,000,000 86.02%

渚地区道路改良工事 長野県松本市 188日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2013/3/26 （株）藤澤組
長野県松本市大字島内
１２６０－１０

一般競争入札 有 97,020,000 84,840,000 87.45%

岩淵出張所下流堤防強
化対策土砂改良（Ｈ２
４）工事

東京都足立区 339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 2013/3/26 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 293,853,000 256,200,000 87.19%

Ｈ２４御池ノ沢床固群
整備工事

山梨県南巨摩郡早川町 94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

2013/3/26 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

一般競争入札 有 77,227,500 74,550,000 96.53%

Ｈ２４保川工事用道路
工事

山梨県南巨摩郡早川町 244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

2013/3/26 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町上野２６３９－１

一般競争入札 有 77,773,500 74,550,000 95.86%

Ｈ２４石空川中流第３
床固工工事

山梨県北杜市 311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

2013/3/26 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

一般競争入札 有 118,597,500 115,500,000 97.39%

防護柵設置その１工事 茨城県ひたちなか市 154日間 維持修繕工事 国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2013/3/27 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

一般競争入札 有 36,750,000 31,920,000 86.86%

防護柵設置その２工事 茨城県ひたちなか市 204日間 維持修繕工事 国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬
渡字大沼605-4

2013/3/27 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６
５５

一般競争入札 有 47,649,000 44,520,000 93.43%

Ｈ２４殿町高潮堤防工
事

神奈川県川崎市川崎区 363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

2013/3/27 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 256,294,500 221,235,000 86.32%

Ｈ２４南六郷高潮堤防
工事

東京都大田区 338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

2013/3/27 伊藤組土建（株）
北海道札幌市中央区北
４条西４－１

一般競争入札 有 205,012,500 176,505,000 86.09%

Ｈ２４西の洲地区波浪
対策工事

茨城県稲敷市 156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 2013/3/27 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 156,061,500 142,590,000 91.37%

Ｈ２４井上地区波浪対
策工事

茨城県行方市 218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 2013/3/27 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 180,148,500 156,555,000 86.90%

Ｈ２４井上地区波浪対
策（その２）工事

茨城県行方市 218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 2013/3/27 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 197,064,000 171,570,000 87.06%

Ｈ２４宝山地区護岸工
事

茨城県神栖市 275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 2013/3/27 永井建設（株）
千葉県香取市津宮２２
７５－２

一般競争入札 有 65,446,500 57,225,000 87.44%

Ｈ２４二瀬ダム防災
ネットワーク設備更新
工事

埼玉県秩父市 ～ 埼玉
県大里郡寄居町

218日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2013/3/27 （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 49,371,000 45,045,000 91.24%



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

大井環七立体舗装工事
東京都大田区 ～ 東京
都品川区

338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

2013/3/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 371,353,500 320,250,000 86.24%

Ｈ２４江戸川管内土砂
改良工事

埼玉県吉川市 338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 2013/3/27 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 289,411,500 253,050,000 87.44%

Ｈ２４西親野井地区築
堤工事

埼玉県春日部市 338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 2013/3/27 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 140,878,500 122,010,000 86.61%

Ｈ２４中川浚渫工事 埼玉県八潮市 338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 2013/3/27 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 288,907,500 250,635,000 86.75%

安中路面補修工事 群馬県安中市 184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 2013/3/27 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 99,855,000 85,470,000 85.59%

碓氷管内舗装修繕工事 群馬県安中市 275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 2013/3/27 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 246,046,500 215,250,000 87.48%

新４号五霞地区道路改
良（その１）工事

茨城県猿島郡五霞町 363日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2013/3/27 （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 99,414,000 98,175,000 98.75%

新４号栄橋下部その２
工事

茨城県古河市 275日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2013/3/27 （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 262,342,500 226,695,000 86.41%

野口地区外低水護岸工
事

茨城県常陸大宮市 338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

2013/3/27 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白
方５３８－２

一般競争入札 有 81,123,000 74,550,000 91.90%

今井改良１工事 長野県岡谷市 268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

2013/3/27 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 97,503,000 93,975,000 96.38%

増穂河川防災ステー
ション整備工事

山梨県南巨摩郡富士川
町

212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

2013/3/27 昭和建設（株）
山梨県甲州市塩山熊野
８０－１

一般競争入札 有 93,103,500 86,100,000 92.48%

さがみ縦貫寒川地区他
改良工事

神奈川県茅ヶ崎市 ～
神奈川県高座郡寒川町

218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

2013/3/27 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

一般競争入札 有 244,146,000 243,600,000 99.78%

Ｈ２４春木川崩壊地対
策工事

山梨県南巨摩郡早川町 272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

2013/3/27 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 111,552,000 97,440,000 87.35%

Ｈ２４広河内工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 275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

2013/3/27 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 89,407,500 86,940,000 97.24%

Ｈ２４武智川第２帯工
工事

長野県諏訪郡富士見町 310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

2013/3/27 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１
－２２

一般競争入札 有 109,000,500 100,800,000 92.48%

Ｈ２４御池ノ沢砂防堰
堤群除石工事

山梨県南巨摩郡早川町 213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

2013/3/27 （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 69,762,000 68,040,000 97.53%

Ｈ２４石空川第三砂防
堰堤除石外工事

山梨県北杜市 275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

2013/3/27 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 117,264,000 115,500,000 98.50%

圏央道神崎ＩＣ改良そ
の３１工事

千葉県香取郡神崎町 257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

2013/3/27 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

一般競争入札 有 334,719,000 299,250,000 89.40%

砂田高架橋耐震補強
（８）工事

栃木県宇都宮市 275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

2013/3/27 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 225,099,000 197,400,000 87.69%

中部横断柳島地区改良
工事

山梨県南巨摩郡南部町 276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

2013/3/27 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

一般競争入札 有 274,974,000 270,900,000 98.52%

中部横断南部ＩＣアク
セス改良工事

山梨県南巨摩郡南部町 310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

2013/3/27 昭和建設（株）
山梨県甲州市塩山熊野
８０－１

一般競争入札 有 168,241,500 164,850,000 97.98%

中部横断身延六郷改良
保全工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

369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

2013/3/27 （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 253,627,500 241,500,000 95.22%

甲府管内橋梁補修工事 山梨県甲府市 217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

2013/3/28 日東建設（株）
山梨県甲府市朝日２－
１３－４

一般競争入札 有 59,556,000 53,550,000 89.92%

天神山入口交差点他改
良工事

山梨県南都留郡富士河
口湖 ～ 山梨県南都留
郡鳴沢村

337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

2013/3/28 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 112,182,000 107,940,000 96.22%

Ｈ２４相俣ダム管内土
砂搬出その他工事

群馬県利根郡みなかみ
町

274日間 一般土木工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/3/28 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

一般競争入札 有 43,617,000 42,000,000 96.29%

Ｈ２４深沢山腹工工事 栃木県日光市 257日間 法面処理工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2013/3/28 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３５

一般競争入札 有 88,609,500 77,175,000 87.10%

Ｈ２４北浦水質浄化試
験工事

茨城県鉾田市 92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 2013/3/28 （株）朝日工務店
茨城県鉾田市安房１３
７１－１

一般競争入札 有 55,335,000 52,500,000 94.88%

Ｈ２４荒川上流光伝送
路整備工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県熊谷市

217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

2013/3/28 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 97,051,500 94,500,000 97.37%

Ｈ２４下早川田地先堤
防法面補修工事

群馬県館林市 337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

2013/3/28 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 111,846,000 95,550,000 85.43%
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日本橋室町共同溝工事 東京都中央区 551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

2013/3/28 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 297,664,500 266,490,000 89.53%

Ｈ２４神明地先浸透対
策工事

栃木県足利市 337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

2013/3/28 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 317,415,000 278,775,000 87.83%

Ｈ２４砂畑護岸工事 栃木県日光市 337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

2013/3/28 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 349,650,000 304,500,000 87.09%

上武道路細ヶ沢橋下部
他工事

群馬県前橋市 357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 2013/3/28 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 215,586,000 186,270,000 86.40%

Ｈ２４浅間山南麓砂防
施設整備工事

長野県小諸市 186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 2013/3/28 （株）木下組
長野県佐久市中込３０
８－５

一般競争入札 有 198,828,000 172,200,000 86.61%

Ｈ２５梅田立体橋耐震
補強工事

東京都足立区 361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

2013/3/28
（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 295,795,500 257,796,000 87.15%

鹿嶋国道管内交通安全
施設整備工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県鉾田市

155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

2013/3/28 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

一般競争入札 有 49,717,500 47,040,000 94.61%

Ｈ２４木挽崩沢砂防堰
堤除石工事

山梨県南巨摩郡早川町 190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

2013/3/28 （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 96,579,000 95,550,000 98.93%

Ｈ２４釜無川第７崩壊
地外対策工事

長野県諏訪郡富士見町 293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

2013/3/28 藤森土木建設（株）
長野県諏訪市上川２－
２１９２－２

一般競争入札 有 119,910,000 110,040,000 91.77%

Ｈ２４石空川中流第４
床固工工事

山梨県北杜市 309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

2013/3/28 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－
１１－２２

一般競争入札 有 117,337,500 114,450,000 97.54%

下今井地区舗装工事 山梨県甲斐市 186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

2013/3/28 丸浜舗道（株）
山梨県甲府市東光寺１
－７－８

一般競争入札 有 75,001,500 72,450,000 96.60%

笛吹川護岸補修その他
工事

山梨県笛吹市 ～ 山梨
県甲府市

155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

2013/3/28 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 83,706,000 72,639,000 86.78%

国営アルプスあづみの
公園サイン整備他工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県大町市

245日間 造園工事 国営アルプスあづみの公
長野県安曇野市穂高牧
149-12

2013/3/29 （株）楽東苑
長野県長野市松代町大
室６４０番１

一般競争入札 有 100,537,500 99,750,000 99.22%

Ｈ２４田茂沢第２砂防
堰堤工事

栃木県日光市 308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

2013/3/29 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 82,026,000 70,350,000 85.77%

Ｈ２４稲荷川上流砂防
堰堤除石工事

栃木県日光市 123日間 維持修繕工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2013/3/29 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 50,473,500 44,047,500 87.27%

Ｈ２４清水橋耐震補強
工事

神奈川県足柄上郡山北
町

367日間 鋼橋上部工事 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

2013/3/29 （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 170,625,000 157,500,000 92.31%

Ｈ２４茅ヶ崎地区自転
車レーン設置工事

神奈川県茅ヶ崎市 216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

2013/3/29 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 165,081,000 160,650,000 97.32%

Ｈ２４神奈川新町歩道
橋昇降施設新築工事

神奈川県横浜市神奈川
区

216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

2013/3/29 コーナン建設（株）
大阪府大阪市淀川区野
中北２－１１－１５

一般競争入札 有 173,250,000 155,400,000 89.70%

Ｈ２４奥戸町地先堤防
法面補修工事

栃木県足利市 336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

2013/3/29 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 119,805,000 103,425,000 86.33%

Ｈ２４川崎町地先堤防
法面補修工事

栃木県足利市 336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

2013/3/29 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 139,681,500 120,750,000 86.45%

常陸管内簡易型交通量
計測設備更新外工事

茨城県潮来市 ～ 茨城
県土浦市

124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

2013/3/29 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 34,020,000 33,390,000 98.15%

国道１６号町田立体改
良（その１０）工事

東京都町田市 336日間 一般土木工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2013/3/29 小雀建設（株）
神奈川県横浜市戸塚区
小雀町１２９－３

一般競争入札 有 207,322,500 194,250,000 93.69%

Ｈ２４・２５上尾道路
川田谷地区下部その４
工事

埼玉県桶川市 231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

2013/3/29 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 101,304,000 95,550,000 94.32%

Ｈ２４・２５上尾道路
領家地区下部他工事

埼玉県上尾市 367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

2013/3/29 （株）加藤建設
愛知県海部郡蟹江町大
字蟹江新田字下市場１
９ １

一般競争入札 有 250,540,500 218,925,000 87.38%

Ｈ２４圏央道上日出谷
地区他改良工事

埼玉県桶川市 273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

2013/3/29 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 276,192,000 241,500,000 87.44%

Ｈ２４長野市大岡舗装
修繕他工事

長野県長野市 222日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2013/3/29 （株）小池組
長野県長野市信州新町
里穂刈４－１

一般競争入札 有 181,975,500 160,125,000 87.99%

Ｈ２４荒川平方築堤工
事

埼玉県上尾市 292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

2013/3/29 （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 194,764,500 166,005,000 85.23%

Ｈ２４吉屋地区堤防基
盤整備工事

埼玉県吉川市 308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 2013/3/29 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 174,237,000 163,380,000 93.77%



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

Ｈ２４安蘇沢三号砂防
堰堤補強工事

栃木県日光市 200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

2013/3/29 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

一般競争入札 有 67,662,000 58,800,000 86.90%

Ｈ２５中部横断自動車
道敷地管理工事

長野県佐久市 ～ 長野
県南佐久郡佐久穂町

367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

2013/3/29 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 160,524,000 141,750,000 88.30%

中部横断自動車道　岸
野地区改良４工事

長野県佐久市 245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

2013/3/29 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 248,892,000 214,725,000 86.27%

中部横断自動車道　小
海地区舗装他工事

長野県南佐久郡小海町 262日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2013/3/29 （株）黒澤組
長野県南佐久郡小海町
大字千代里３１６２

一般競争入札 有 80,755,500 72,660,000 89.98%

中部横断自動車道　小
海千代里地区基盤整備
１工事

長野県南佐久郡小海町 308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

2013/3/29 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 274,869,000 238,140,000 86.64%

中部横断自動車道　小
海千代里地区基盤整備
２工事

長野県南佐久郡小海町 308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

2013/3/29 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 287,448,000 248,850,000 86.57%

中部横断自動車道　宮
の入改良３工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

336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

2013/3/29 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 371,175,000 333,900,000 89.96%

Ｈ２５荒川河口橋補修
工事

東京都江東区 364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

2013/3/29 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 299,617,500 274,050,000 91.47%

荒川下流堤防強化対策
土砂改良（Ｈ２４）工
事

東京都江戸川区 350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 2013/3/29 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 233,068,500 203,175,000 87.17%

千住大川堤防強化対策
（Ｈ２４）工事

東京都足立区 350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 2013/3/29
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 367,300,500 321,615,000 87.56%

千住桜木堤防強化対策
（Ｈ２４）工事

東京都足立区 350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 2013/3/29 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 377,548,500 331,485,000 87.80%

Ｈ２４富士見歩道設置
（その２）工事

長野県諏訪郡富士見町 266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

2013/3/29 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 85,144,500 83,685,000 98.29%

Ｈ２４粉名口地先侵食
対策工事

千葉県香取市 356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

2013/3/29 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 250,383,000 220,500,000 88.07%

国道５０号下館ＢＰ神
分舗装（１）工事

茨城県筑西市 217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

2013/3/29 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 95,172,000 82,425,000 86.61%

日立管内橋梁補修工事
茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

216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

2013/3/29
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 250,477,500 225,750,000 90.13%

土浦管内橋梁補修工事
茨城県龍ヶ崎市 ～ 茨
城県土浦市

216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

2013/3/29 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－
３－１

一般競争入札 有 137,938,500 122,115,000 88.53%

国道５０号桜川橋耐震
補強工事

茨城県水戸市 367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

2013/3/29
（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 199,384,500 178,500,000 89.53%

Ｈ２４釜無川岩岳沢谷
止工工事

長野県諏訪郡富士見町 353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

2013/3/29 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 123,784,500 110,250,000 89.07%

さがみ縦貫角田三栗山
地区他改良（その４）
工事

神奈川県愛甲郡愛川町 271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

2013/3/29 （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 375,637,500 332,850,000 88.61%

Ｈ２４佐波堤防強化工
事

埼玉県加須市 367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

2013/3/29 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 282,691,500 244,440,000 86.47%

中部横断椿川橋下部
（その１）工事

山梨県南巨摩郡身延町 361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

2013/3/29 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

一般競争入札 有 265,965,000 255,150,000 95.93%

中部横断椿川橋下部
（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 361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

2013/3/29 （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 382,179,000 351,750,000 92.04%

中部横断下山地区改良
（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 364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

2013/3/29 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 353,545,500 312,690,000 88.44%

中部横断本郷地区改良
工事

山梨県南巨摩郡南部町 274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

2013/3/29 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 246,771,000 241,500,000 97.86%

中部横断南部身延改良
保全工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

367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

2013/3/29 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 261,901,500 248,850,000 95.02%

中部横断富沢南部改良
保全工事

山梨県南巨摩郡南部町 367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

2013/3/29 池田建設（株）
東京都港区新橋５－１
３－８

一般競争入札 有 252,756,000 250,950,000 99.29%

中部横断粟倉地区他改
良工事

山梨県南巨摩郡身延町 367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

2013/3/29 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 361,137,000 313,425,000 86.79%
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新木場地区山側舗装工
事

東京都江東区 185日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/3/29 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 199,605,000 171,150,000 85.74%

新木場地区海側舗装工
事

東京都江東区 185日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/3/29 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台３ー１２５

一般競争入札 有 198,586,500 170,100,000 85.66%

新木場地区道路照明灯
設置工事

東京都江東区 200日間 電気設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/3/29
ヤマニエレックス
（株）

東京都江東区住吉１－
１０－２

一般競争入札 有 48,993,000 42,000,000 85.73%

田尻高谷改良その１３
工事

千葉県市川市 367日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/3/29 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 349,870,500 306,810,000 87.69%


