
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

Ｈ２５久慈川下流管内
維持管理（その１）工
事

茨城県日立市 ～ 茨城
県常陸太田市

364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

2013/4/1 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才
町６２０

一般競争入札 有 44,226,000 41,475,000 93.78%

Ｈ２５久慈川下流管内
維持管理（その２）工
事

茨城県常陸太田市 364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

2013/4/1 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
－６－７

一般競争入札 有 38,262,000 37,275,000 97.42%

Ｈ２５久慈川上流管内
維持管理（その１）工
事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県那珂市

364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

2013/4/1 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

一般競争入札 有 52,941,000 51,450,000 97.18%

Ｈ２５久慈川上流管内
維持管理（その２）工
事

茨城県常陸太田市 364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

2013/4/1 （株）井坂組
茨城県常陸太田市大里
町３９７４

一般競争入札 有 37,747,500 34,650,000 91.79%

Ｈ２５水戸管内維持管
理（その１）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

364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

2013/4/1 （株）鶴田組
茨城県那珂市菅谷４４
５８－７３

一般競争入札 有 33,736,500 33,600,000 99.60%

Ｈ２５水戸管内維持管
理（その２）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

364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

2013/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

一般競争入札 有 43,438,500 41,685,000 95.96%

Ｈ２５那珂管内維持管
理（その１）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県那珂市

364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

2013/4/1 （株）瀧工務店
茨城県常陸大宮市富岡
１９１

一般競争入札 有 40,866,000 39,900,000 97.64%

Ｈ２５那珂管内維持管
理（その２）工事

茨城県常陸大宮市 ～
茨城県東茨城郡城里町

364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

2013/4/1 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

一般競争入札 有 42,976,500 38,640,000 89.91%

Ｈ２５那珂川上流管内
維持管理工事

栃木県那須烏山市 ～
栃木県芳賀郡茂木町

364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

2013/4/1 東昭建設（株）
栃木県矢板市扇町２－
５－１７

一般競争入札 有 36,582,000 30,870,000 84.39%

Ｈ２５水戸国道維持工
事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

364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

2013/4/1 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 115,132,500 114,450,000 99.41%

Ｈ２５土浦国道維持工
事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県取手市

364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

2013/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 100,705,500 98,700,000 98.01%

Ｈ２５・２６日立国道
維持工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

729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

2013/4/1 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

一般競争入札 有 199,983,000 199,500,000 99.76%

Ｈ２５・２６岩瀬国道
維持工事

茨城県桜川市 ～ 茨城
県筑西市

729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

2013/4/1 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 一般競争入札 有 149,950,500 143,850,000 95.93%

Ｈ２５・２６鹿嶋国道
維持工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県稲敷市

729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

2013/4/1 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 175,843,500 175,350,000 99.72%

Ｈ２５前橋維持工事
群馬県前橋市 ～ 群馬
県高崎市

364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 2013/4/1 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 90,447,000 90,300,000 99.84%

Ｈ２５沼田維持工事
群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

364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 2013/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 142,894,500 142,800,000 99.93%

Ｈ２５・２６碓氷維持
工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県安中市

729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 2013/4/1 神戸・タルヤ（共）
群馬県甘楽郡下仁田町
大字中小坂３１０６

一般競争入札 有 232,197,000 228,900,000 98.58%

Ｈ２５照明等維持工事 群馬県高崎市 364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 2013/4/1 利根電気工事（株）
群馬県前橋市箱田町５
６５－１

一般競争入札 有 43,123,500 40,950,000 94.96%

Ｈ２５利根砂防管内光
ケーブル整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 364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 2013/4/1 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 21,073,500 20,475,000 97.16%

Ｈ２５荒川上流光ケー
ブル維持工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県熊谷市

364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

2013/4/1 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 35,532,000 35,038,500 98.61%

Ｈ２５・２６熊谷維持
工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

729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

2013/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 206,020,500 203,700,000 98.87%

Ｈ２５・２６大宮維持
工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川越市

729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

2013/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 204,088,500 200,550,000 98.27%

Ｈ２５春日部維持工事
埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県越谷市

364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

2013/4/1
日本ハイウエイ・サー
ビス（株）

東京都新宿区西新宿６
－６－３

一般競争入札 有 103,551,000 90,405,000 87.30%

Ｈ２５浦和維持工事
埼玉県さいたま市 ～
埼玉県戸田市

364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

2013/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 102,217,500 101,850,000 99.64%

Ｈ２５浦和・大宮・春
日部照明維持管理工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川越市

364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

2013/4/1 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 48,898,500 44,835,000 91.69%

Ｈ２５熊谷照明維持管
理工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

364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

2013/4/1 （株）リード街路灯
埼玉県熊谷市四方寺西
田１３７－３

一般競争入札 有 18,364,500 18,270,000 99.49%

圏央道他埼玉地区道路
予定地管理工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉
県幸手市

364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

2013/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 93,376,500 92,400,000 98.95%

圏央道茨城地区道路予
定地管理工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県猿島郡境町

364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

2013/4/1 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山
王山２７８－１

一般競争入札 有 115,972,500 99,225,000 85.56%
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Ｈ２５貯水池周辺維持
工事

神奈川県相模原市緑区
～ 神奈川県愛甲郡愛川
町

364日間 維持修繕工事 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

2013/4/1 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 70,360,500 70,350,000 99.99%

Ｈ２５多摩川下流維持
管理工事

東京都大田区 ～ 東京
都世田谷区

364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

一般競争入札 有 84,514,500 84,000,000 99.39%

Ｈ２５多摩川中流維持
管理工事

神奈川県川崎市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 74,004,000 73,185,000 98.89%

Ｈ２５多摩川上流維持
管理工事

東京都福生市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 65,940,000 61,950,000 93.95%

Ｈ２５鶴見川維持管理
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

一般競争入札 有 68,008,500 67,200,000 98.81%

Ｈ２５相模川維持管理
工事

神奈川県平塚市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/4/1 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪
４２１－２０

一般競争入札 有 39,154,500 37,107,000 94.77%

Ｈ２５宇都宮国道道路
照明維持工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県小山市

364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

2013/4/1 明洸電設（株）
栃木県宇都宮市下戸祭
２－７－１５

一般競争入札 有 17,419,500 16,800,000 96.44%

Ｈ２５・２６宇都宮国
道管内清掃作業

栃木県宇都宮市 729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

2013/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 111,426,000 110,250,000 98.94%

Ｈ２５宇都宮国道管内
緑地管理工事

栃木県宇都宮市 305日間 造園工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2013/4/1 中嶋産業（株）
茨城県結城市小田林１
４２４

一般競争入札 有 56,311,500 56,175,000 99.76%

Ｈ２５・２６国分寺管
内維持工事

茨城県古河市 ～ 栃木
県宇都宮市

729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

2013/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 280,150,500 278,250,000 99.32%

Ｈ２５矢板管内維持工
事

栃木県那須郡那須町 ～
栃木県那須塩原市

364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

2013/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 117,589,500 114,313,500 97.21%

Ｈ２５長野維持工事
長野県長野市 ～ 長野
県上水内郡信濃町

364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

2013/4/1 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

一般競争入札 有 96,085,500 86,100,000 89.61%

Ｈ２５松本維持工事
長野県松本市 ～ 長野
県塩尻市

364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

2013/4/1 （株）藤澤組
長野県松本市大字島内
１２６０－１０

一般競争入札 有 89,607,000 85,575,000 95.50%

Ｈ２５中部横断自動車
道維持工事

長野県佐久市 364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

2013/4/1 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 88,924,500 82,950,000 93.28%

Ｈ２５・２６信州新町
維持工事

長野県長野市 ～ 長野
県東筑摩郡生坂村

729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

2013/4/1 （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 146,916,000 138,600,000 94.34%

Ｈ２５・２６上田維持
工事

長野県上田市 ～ 長野
県千曲市

729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

2013/4/1 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 174,037,500 162,750,000 93.51%

Ｈ２５・２６岡谷維持
工事

長野県岡谷市 ～ 長野
県塩尻市

729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

2013/4/1 興和工業（株）
長野県岡谷市田中町１
－５－５

一般競争入札 有 136,206,000 135,450,000 99.44%

Ｈ２５・２６長野国道
管内道路照明維持工事

長野県長野市 729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

2013/4/1 （株）ユアーテクノ
長野県松本市大字和田
３９６７－１８

一般競争入札 有 59,776,500 55,576,500 92.97%

Ｈ２５国営アルプスあ
づみの公園維持工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県大町市

364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

2013/4/1 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８
８３－３

一般競争入札 有 61,414,500 52,132,500 84.89%

Ｈ２５樹林地管理他工
事

茨城県ひたちなか市 364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

2013/4/1 （株）鴨志田造園建設
茨城県水戸市青柳町３
８１４－２

一般競争入札 有 56,479,500 48,583,500 86.02%

Ｈ２５大利根河川維持
（その２）工事

埼玉県加須市 364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 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 52,153,500 44,625,000 85.56%

Ｈ２５藤岡河川維持
（その１）工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 51,019,500 43,890,000 86.03%

Ｈ２５古河河川維持
（その１）工事

茨城県古河市 ～ 茨城
県猿島郡境町

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

一般競争入札 有 46,042,500 39,690,000 86.20%

Ｈ２５目吹河川維持
（その１）工事

千葉県野田市 364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 72,061,500 65,205,000 90.49%

Ｈ２５目吹河川維持
（その２）工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県守谷市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

一般競争入札 有 78,046,500 66,181,500 84.80%

Ｈ２５守谷河川維持
（その１）工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
我孫子市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 （株）石浜建設
千葉県柏市泉町１１－
１６

一般競争入札 有 61,026,000 51,450,000 84.31%

Ｈ２５桐生管内維持管
理工事

群馬県桐生市 ～ 栃木
県足利市

364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

2013/4/1 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 56,122,500 44,415,000 79.14%

Ｈ２５足利管内右岸維
持管理工事

栃木県足利市 ～ 群馬
県太田市

364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

2013/4/1 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 52,636,500 44,487,450 84.52%

Ｈ２５足利管内左岸維
持管理工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県栃木市

364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

2013/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 70,045,500 59,115,000 84.40%

Ｈ２５佐野河川管内右
岸維持管理工事

群馬県館林市 ～ 群馬
県邑楽郡板倉町

364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

2013/4/1 原工業（株）
群馬県館林市足次町１
０４７

一般競争入札 有 93,103,500 79,275,000 85.15%
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Ｈ２５佐野河川管内左
岸維持管理工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県足利市

364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

2013/4/1 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 84,325,500 70,875,000 84.05%

Ｈ２５富士川上流維持
工事

山梨県南巨摩郡富士川
町 ～ 山梨県南アルプ
ス市

364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

2013/4/1 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 65,247,000 64,050,000 98.17%

Ｈ２５富士川上流維持
第２工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県甲斐市

364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

2013/4/1 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

一般競争入札 有 71,305,500 67,200,000 94.24%

Ｈ２５富士川中流維持
工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

364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

2013/4/1 （株）高山工業所
山梨県南巨摩郡身延町
相又４９７－１

一般競争入札 有 75,148,500 73,500,000 97.81%

Ｈ２５富士川下流維持
工事

静岡県静岡市清水区 ～
静岡県富士市

364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

2013/4/1 （株）井出組
静岡県富士市島田町２
－１１５

一般競争入札 有 42,798,000 42,000,000 98.14%

Ｈ２５笛吹川維持工事
山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県笛吹市

364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

2013/4/1 （株）中村工務店
山梨県笛吹市境川町藤
垈８８０－１

一般競争入札 有 67,882,500 62,790,000 92.50%

Ｈ２５・２６大月道路
維持工事

山梨県大月市 729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

2013/4/1 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 201,736,500 189,000,000 93.69%

Ｈ２５・２６甲府道路
維持工事

山梨県甲府市 729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

2013/4/1 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 204,550,500 198,639,000 97.11%

Ｈ２５・２６峡南道路
維持工事

山梨県南巨摩郡身延町 729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

2013/4/1 （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 170,688,000 165,900,000 97.19%

Ｈ２５富士吉田道路維
持工事

山梨県富士吉田市 364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

2013/4/1 芙蓉建設（株）
山梨県富士吉田市下吉
田５０３

一般競争入札 有 98,437,500 94,500,000 96.00%

Ｈ２５・２６大和道路
維持工事

山梨県甲州市 729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

2013/4/1 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田６６７－１

一般競争入札 有 183,718,500 181,650,000 98.87%

Ｈ２５・２６千葉維持
工事

千葉県千葉市 729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

2013/4/1
（株）ニューテック康
和

東京都北区中里２－９
－５

一般競争入札 有 289,264,500 252,210,000 87.19%

Ｈ２５木更津維持工事 千葉県木更津市 364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

2013/4/1 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 149,110,500 145,635,000 97.67%

Ｈ２５・２６酒々井維
持工事

千葉県印旛郡酒々井町 729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

2013/4/1
（株）ニューテック康
和

東京都北区中里２－９
－５

一般競争入札 有 249,018,000 214,725,000 86.23%

Ｈ２５柏維持工事 千葉県柏市 364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

2013/4/1 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 149,320,500 148,050,000 99.15%

Ｈ２５・２６船橋維持
工事

千葉県船橋市 729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

2013/4/1 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 299,113,500 278,250,000 93.02%

Ｈ２５・Ｈ２６柏・船
橋道路清掃作業

千葉県柏市 ～ 千葉県
船橋市

729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

2013/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

一般競争入札 有 52,248,000 50,400,000 96.46%

Ｈ２５千葉国道道路照
明維持工事

千葉県千葉市稲毛区 364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

2013/4/1 横川電機（株）
千葉県香取市佐原イ－
８４

一般競争入札 有 29,799,000 27,825,000 93.38%

平成２５年度岩淵管内
右岸維持管理工事

東京都北区 364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 2013/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 92,925,000 82,215,000 88.47%

平成２５年度岩淵管内
左岸維持管理工事

東京都北区 364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 2013/4/1 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 88,284,000 77,700,000 88.01%

平成２５年度小名木川
管内右岸維持管理工事

東京都江東区 364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 2013/4/1 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 60,459,000 57,750,000 95.52%

平成２５年度小名木川
管内左岸維持管理工事

東京都江東区 364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 2013/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 61,288,500 57,067,500 93.11%

Ｈ２５潮来管内右岸河
川維持工事

茨城県潮来市 ～ 千葉
県香取市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 57,718,500 53,130,000 92.05%

Ｈ２５潮来管内左岸河
川維持工事

茨城県潮来市 364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 （株）沼田工務店
茨城県鉾田市札１４６
－１

一般競争入札 有 36,046,500 32,550,000 90.30%

Ｈ２５波崎管内河川維
持工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 室田建設（株）
千葉県香取市扇島６６
－１

一般競争入札 有 48,457,500 41,067,495 84.75%

Ｈ２５土浦管内右岸河
川維持工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県土浦市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 日之出建設（株）
千葉県香取市佐原イ４
１４８

一般競争入札 有 38,094,000 32,550,000 85.45%

Ｈ２５鉾田管内右岸河
川維持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県鉾田市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 46,903,500 43,365,000 92.46%

Ｈ２５鉾田管内左岸河
川維持工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城
県鹿嶋市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 藤枝建設（株）
茨城県鉾田市札６７０
－４

一般競争入札 有 45,087,000 43,050,000 95.48%

Ｈ２５麻生管内河川維
持工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県小美玉市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 （株）茂木工務店
茨城県潮来市辻６６－
３

一般競争入札 有 40,771,500 39,375,000 96.57%

平成２５年度那珂導水
路維持工事

茨城県水戸市 364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2013/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

一般競争入札 有 18,994,500 18,270,000 96.19%
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平成２５年度高浜周辺
維持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県稲敷市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2013/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 8,473,500 8,190,000 96.65%

Ｈ２５藤原ダム維持工
事

群馬県利根郡みなかみ
町

364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/4/1 須田建設（株）
群馬県利根郡みなかみ
町湯原４５

一般競争入札 有 18,207,000 17,850,000 98.04%

Ｈ２５相俣ダム維持工
事

群馬県利根郡みなかみ
町

364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 13,681,500 13,650,000 99.77%

Ｈ２５薗原ダム維持工
事

群馬県沼田市 364日間 維持修繕工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/4/1 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 19,918,500 18,900,000 94.89%

Ｈ２５利根統光ケーブ
ル設備維持工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県沼田市

364日間 通信設備工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/4/1 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 13,902,000 12,600,000 90.63%

Ｈ２５五十里ダム管内
維持工事

栃木県日光市 364日間 維持修繕工事 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

2013/4/1 （株）藤田工務店
栃木県日光市湯西川６
６６

一般競争入札 有 29,725,500 28,245,000 95.02%

Ｈ２５川俣ダム管内維
持工事

栃木県日光市 364日間 維持修繕工事 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

2013/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

一般競争入札 有 28,528,500 25,935,000 90.91%

Ｈ２５川治ダム管内維
持工事

栃木県日光市 364日間 維持修繕工事 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

2013/4/1 （株）栗山山本建設
栃木県日光市日向２４
４

一般競争入札 有 27,846,000 26,775,000 96.15%

Ｈ２５湯西川ダム管内
維持工事

栃木県日光市 364日間 維持修繕工事 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

2013/4/1 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 29,400,000 26,145,000 88.93%

Ｈ２５二瀬ダム維持管
理工事

埼玉県秩父市 364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

2013/4/1 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 29,274,000 28,560,000 97.56%

Ｈ２５昭和自然資源管
理その他工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

364日間 造園工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2013/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 144,485,250 135,975,000 94.11%

Ｈ２５森林公園維持管
理工事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

364日間 造園工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2013/4/1 （株）八廣園
埼玉県川口市西立野１
８７

一般競争入札 有 158,088,000 142,800,000 90.33%

Ｈ２５・２６神奈川維
持工事

神奈川県横浜市 729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

2013/4/1 （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 193,620,000 174,300,000 90.02%

Ｈ２５・Ｈ２６金沢維
持工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横須賀市

729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

2013/4/1 東建設（株）
神奈川県横須賀市池上
３－２－６

一般競争入札 有 176,221,500 173,250,000 98.31%

Ｈ２５・２６大磯維持
工事

神奈川県平塚市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

729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

2013/4/1
（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 129,759,000 121,065,000 93.30%

Ｈ２５保土ヶ谷維持工
事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

364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

2013/4/1
（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 178,752,000 162,750,000 91.05%

Ｈ２５小田原維持工事
神奈川県足柄下郡箱根
町 ～ 神奈川県小田原
市

364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

2013/4/1
（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 68,260,500 62,685,000 91.83%

Ｈ２５厚木維持工事
神奈川県大和市 ～ 神
奈川県厚木市

364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

2013/4/1 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 100,810,500 89,775,000 89.05%

Ｈ２５・２６横浜国道
道路清掃作業

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

729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

2013/4/1
新日本ロードメンテナ
ンス（株）

東京都世田谷区玉川台
２－１－１５

一般競争入札 有 91,602,000 89,250,000 97.43%

Ｈ２５取手管内維持工
事

茨城県取手市 ～ 千葉
県我孫子市

364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

2013/4/1 常盤造園建設（株）
茨城県取手市駒場４－
５－２２

一般競争入札 有 63,987,000 57,750,000 90.25%

Ｈ２５竜ヶ崎管内維持
工事

茨城県龍ヶ崎市 ～ 茨
城県北相馬郡利根町

364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

2013/4/1 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４
５８－１２

一般競争入札 有 68,428,500 57,855,000 84.55%

Ｈ２５・２６安食管内
維持工事

千葉県成田市 ～ 千葉
県印旛郡栄町

729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

2013/4/1 栄産業（株） 千葉県印西市泉８１ 一般競争入札 有 103,782,000 93,240,000 89.84%

Ｈ２５・２６金江津管
内維持工事

茨城県稲敷郡河内町 ～
茨城県稲敷市

729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

2013/4/1 ユタカ建設（株）
千葉県香取市佐原イ７
６１

一般競争入札 有 102,963,000 92,400,000 89.74%

Ｈ２５佐原管内維持工
事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡神崎町

364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

2013/4/1 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 129,696,000 117,600,000 90.67%

Ｈ２５・２６小見川管
内維持工事

千葉県香取市 ～ 千葉
県香取郡東庄町

729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

2013/4/1 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７
６－７

一般競争入札 有 124,687,500 106,050,000 85.05%

Ｈ２５・２６銚子管内
維持工事

千葉県銚子市 ～ 茨城
県神栖市

729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

2013/4/1 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 61,089,000 60,900,000 99.69%

平成２５年度国道２９
８号道路照明設備改修
工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県さいたま市

364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

2013/4/1 宝生工業（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町１－３２－９

一般競争入札 有 18,102,000 17,325,000 95.71%

平成２５年度国道２９
８号道路清掃作業

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県草加市

364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

2013/4/1 ムサシ興発（株）
埼玉県八潮市木曽根５
０６

一般競争入札 有 72,618,000 69,930,000 96.30%

平成２５・２６年度国
道２９８号維持工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川口市

729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

2013/4/1 （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 267,729,000 241,500,000 90.20%
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Ｈ２５品川道路清掃作
業

東京都特別区 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

2013/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町
１－１０－１

一般競争入札 有 71,431,500 70,350,000 98.49%

Ｈ２５亀有道路清掃作
業

東京都特別区 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

2013/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 48,930,000 48,825,000 99.79%

Ｈ２５・２６代々木道
路清掃作業

東京都特別区 729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

2013/4/1
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

一般競争入札 有 137,865,000 130,200,000 94.44%

Ｈ２５・２６万世橋道
路清掃作業

東京都特別区 729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

2013/4/1
日本ハイウエイ・サー
ビス（株）

東京都新宿区西新宿６
－６－３

一般競争入札 有 108,444,000 106,890,000 98.57%

Ｈ２５品川維持工事 東京都特別区 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

2013/4/1 新光建設（株）
神奈川県横浜市港北区
大豆戸町３５９

一般競争入札 有 146,485,500 138,600,000 94.62%

Ｈ２５亀有維持工事 東京都特別区 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

2013/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 149,656,500 145,950,000 97.52%

Ｈ２５・２６代々木維
持工事

東京都特別区 729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

2013/4/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 289,359,000 284,550,000 98.34%

Ｈ２５・２６万世橋維
持工事

東京都特別区 729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

2013/4/1 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 235,777,500 222,600,000 94.41%

Ｈ２５・２６道路照明
維持工事

東京都特別区 729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

2013/4/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 108,927,000 105,000,000 96.39%

Ｈ２５釜無川出張所管
内砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2013/4/1 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 18,049,500 17,640,000 97.73%

Ｈ２５白州出張所管内
砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

182日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2013/4/1 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 19,708,500 19,110,000 96.96%

Ｈ２５・２６江戸川上
流河川維持（その１）
工事

千葉県野田市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

729日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 155,127,000 136,500,000 87.99%

Ｈ２５・２６江戸川上
流河川維持（その２）
工事

埼玉県春日部市 729日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 128,572,500 111,720,000 86.89%

Ｈ２５・２６運河河川
維持（その１）工事

千葉県野田市 729日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 148,627,500 128,100,000 86.19%

Ｈ２５・２６運河河川
維持（その２）工事

埼玉県吉川市 729日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 119,143,500 103,950,000 87.25%

Ｈ２５松戸河川維持
（その１）工事

千葉県流山市 364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 62,044,500 52,710,000 84.96%

Ｈ２５松戸河川維持
（その２）工事

千葉県松戸市 364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 86,982,000 75,390,000 86.67%

Ｈ２５江戸川河口河川
維持工事

東京都江戸川区 ～ 千
葉県市川市

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田
３－１６－９

一般競争入札 有 77,500,500 67,725,000 87.39%

Ｈ２５・２６中川河川
維持工事

埼玉県草加市 ～ 東京
都足立区

729日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 宇田建設（株）
埼玉県越谷市大里７２
６

一般競争入札 有 124,152,000 115,500,000 93.03%

Ｈ２５中川下流河川維
持工事

埼玉県八潮市 ～ 東京
都葛飾区

364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 （株）潮
埼玉県八潮市大字中馬
場２８

一般競争入札 有 68,439,000 63,000,000 92.05%

Ｈ２５三郷河川維持工
事

埼玉県三郷市 364日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/4/1 （株）織田
埼玉県八潮市中央１－
３－１３

一般競争入札 有 79,327,500 67,809,000 85.48%

Ｈ２５・２６氏家管内
維持管理工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県さくら市

729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

2013/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 116,119,500 99,855,000 85.99%

Ｈ２５・２６石井管内
維持管理工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県真岡市

729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

2013/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 126,031,500 108,465,000 86.06%

Ｈ２５伊讃管内維持管
理工事

茨城県筑西市 ～ 栃木
県真岡市

364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

2013/4/1 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 68,166,000 59,535,000 87.34%

Ｈ２５鎌庭管内維持管
理工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県下妻市

364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

2013/4/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 72,954,000 69,300,000 94.99%

Ｈ２５真岡管内維持管
理工事

栃木県真岡市 ～ 茨城
県筑西市

364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

2013/4/1 （株）佐藤工務店
栃木県真岡市石島７８
６－１

一般競争入札 有 35,899,500 31,395,000 87.45%

Ｈ２５黒子管内維持管
理工事

茨城県筑西市 ～ 茨城
県下妻市

364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

2013/4/1 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

一般競争入札 有 77,647,500 68,250,000 87.90%

Ｈ２５・２６水海道管
内維持管理工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

729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

2013/4/1 菊地植木建設（株）
茨城県取手市桑原１１
０４

一般競争入札 有 133,864,500 120,750,000 90.20%

Ｈ２５・２６藤代管内
維持管理工事

茨城県取手市 ～ 茨城
県つくばみらい市

729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

2013/4/1 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

一般競争入札 有 142,306,500 131,250,000 92.23%
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Ｈ２５西の洲甘田入地
区整備外工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県行方市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 92,253,000 84,525,000 91.62%

Ｈ２５八ッ場ダム右岸
地区管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

182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

2013/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 15,088,500 14,700,000 97.43%

Ｈ２５八ッ場ダム左岸
地区管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 182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

2013/4/1 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 14,143,500 13,230,000 93.54%

Ｈ２５八斗島河川維持
（その１）工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県本庄市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 67,021,500 57,225,000 85.38%

Ｈ２５－Ｈ２６八斗島
河川維持（その２）工
事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 105,115,500 91,875,000 87.40%

Ｈ２５－Ｈ２６川俣河
川維持（その１）工事

埼玉県行田市 ～ 埼玉
県羽生市

729日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 130,105,500 112,350,000 86.35%

Ｈ２５川俣河川維持
（その２）工事

群馬県邑楽郡千代田町
～ 群馬県邑楽郡明和町

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 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 99,025,500 84,105,000 84.93%

Ｈ２５大利根河川維持
（その１）工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 101,209,500 86,520,000 85.49%

平成２５年度烏・神流
川維持工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

364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 2013/4/1 塚本建設（株）
群馬県藤岡市小林４０
２

一般競争入札 有 169,134,000 149,100,000 88.15%

Ｈ２５上武道路他環境
整備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県渋川市

364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 2013/4/1 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 96,117,000 95,025,000 98.86%

Ｈ２５渡良瀬遊水池維
持工事

栃木県栃木市 ～ 埼玉
県加須市

364日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/4/1 朝日建設（株）
栃木県佐野市朝日町７
１５

一般競争入札 有 70,549,500 63,525,000 90.04%

Ｈ２５荒川秋ヶ瀬仮置
土整備工事

埼玉県さいたま市桜区 364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

2013/4/1 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 198,775,500 173,250,000 87.16%

Ｈ２５入間川管内維持
管理工事

埼玉県川越市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/4/1 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ケ谷戸４８９番地

一般競争入札 有 96,757,500 82,425,000 85.19%

Ｈ２５西浦和管内左岸
維持管理工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県上尾市

364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 151,179,000 129,150,000 85.43%

Ｈ２５西浦和管内右岸
維持管理工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県比企郡川島町

364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/4/1 （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 127,816,500 107,677,500 84.24%

Ｈ２５熊谷管内上流維
持管理工事

埼玉県熊谷市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/4/1 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 80,713,500 69,300,000 85.86%

Ｈ２５熊谷管内下流維
持管理工事

埼玉県熊谷市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/4/1 （株）新井組
埼玉県熊谷市久下８７
２

一般競争入札 有 70,549,500 60,585,000 85.88%

Ｈ２５越辺川管内維持
管理工事

埼玉県東松山市 364日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/4/1 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 115,626,000 103,425,000 89.45%

Ｈ２５　１６号道路維
持工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

364日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/4/1 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 113,410,500 110,250,000 97.21%

Ｈ２５・２６　２０号
道路維持工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市緑区

729日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/4/1 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 227,367,000 216,090,000 95.04%

Ｈ２５水戸国道照明維
持補修工事

茨城県水戸市 364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

2013/4/1 宇田電機（株）
茨城県水戸市住吉町２
９８－２

一般競争入札 有 14,049,000 13,650,000 97.16%

Ｈ２５土浦鹿嶋国道照
明維持補修工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県鹿嶋市

364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

2013/4/1 （株）江口電気商会
茨城県稲敷郡河内町金
江津４０８８－１

一般競争入札 有 19,687,500 19,425,000 98.67%

Ｈ２４双葉地区改良舗
装工事

山梨県甲斐市 263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

2013/4/8 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 224,185,500 196,140,000 87.49%

西新井橋下流堤防強化
対策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 340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 2013/4/8 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

一般競争入札 有 358,564,500 320,250,000 89.31%

Ｈ２４境塚崎下流築堤
工事

茨城県猿島郡境町 263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

2013/4/8 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 183,970,500 160,650,000 87.32%

Ｈ２４境塚崎上流築堤
工事

茨城県猿島郡境町 263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

2013/4/8 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 253,837,500 219,870,000 86.62%

Ｈ２４境塚崎中流築堤
工事

茨城県猿島郡境町 263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

2013/4/8 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 318,370,500 278,250,000 87.40%

国営アルプスあづみの
公園林地管理施設補修
他工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県大町市

262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

2013/4/9 アルプスの風（共）
長野県松本市大字島立
７１３

一般競争入札 有 76,734,000 65,940,000 85.93%

さがみ縦貫原橋上部工
事

神奈川県相模原市緑区 174日間
プレストレス
ト・コンク
リ ト工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/4/9 （株）富士ピー・エス
福岡県福岡市中央区薬
院１－１３－８

一般競争入札 有 298,662,000 258,300,000 86.49%
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Ｈ２４湯の沢・仙鏡砂
防堰堤改築工事

群馬県安中市 262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 2013/4/9 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 77,332,500 66,360,000 85.81%

品川・代々木管内道路
照明灯点検ほか工事

東京都特別区 262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

2013/4/9 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 232,102,500 207,900,000 89.57%

亀有・万世橋管内道路
照明灯点検ほか工事

東京都特別区 262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

2013/4/9 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 225,141,000 204,750,000 90.94%

Ｈ２４千葉国道道路照
明施設改修工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県柏市

204日間 電気設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2013/4/10 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 152,250,000 133,350,000 87.59%

２０号八王子市大和田
町電線共同溝他工事

東京都八王子市 324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

2013/4/10 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 278,523,000 239,925,000 86.14%

Ｈ２４昭和情報通信
ネットワーク整備工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

204日間 通信設備工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2013/4/10 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 119,941,500 101,850,000 84.92%

館山（その２）電線共
同溝工事

千葉県館山市 261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

2013/4/10 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町
栗山３１９５－１

一般競争入札 有 107,761,500 105,000,000 97.44%

大谷川上流第１・２床
固改築工事

栃木県日光市 355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

2013/4/10 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 95,802,000 84,000,000 87.68%

大谷川上流第１１・１
２床固改築工事

栃木県日光市 355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

2013/4/10 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 87,055,500 76,650,000 88.05%

今福護岸工事 山梨県中央市 261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

2013/4/10 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 330,130,500 296,100,000 89.69%

圏央道三坂新田高架橋
ＢＲ５・６下部工事

茨城県常総市 355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

2013/4/10 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

一般競争入札 有 251,706,000 218,400,000 86.77%

Ｈ２４利根川上流坂東
大橋光ケーブル敷設工
事

埼玉県本庄市 ～ 埼玉
県羽生市

173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

2013/4/10
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 44,604,000 44,100,000 98.87%

さがみ縦貫上依知改良
（その３）工事

神奈川県厚木市 352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

2013/4/10 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 214,336,500 202,650,000 94.55%

Ｈ２５　管内道路照明
設備点検補修工事

東京都八王子市 355日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/4/10 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 55,440,000 52,500,000 94.70%

国道６号土浦ＢＰ常名
高架橋下部（１）工事

茨城県土浦市 348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

2013/4/11 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 228,049,500 201,600,000 88.40%

圏央道五霞地区高架橋
下部その４工事

茨城県猿島郡五霞町 200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

2013/4/11 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 157,815,000 149,100,000 94.48%

Ｈ２４栢ヶ舞地区アン
カー工工事

群馬県藤岡市 260日間 法面処理工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2013/4/11 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 185,629,500 166,950,000 89.94%

Ｈ２４中ノ沢右岸山腹
工工事

栃木県日光市 246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

2013/4/11 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 84,136,500 76,650,000 91.10%

圏央道椎塚清水地区外
改良工事

茨城県稲敷市 249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

2013/4/11 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 351,970,500 324,450,000 92.18%

圏央道東ＩＣ改良その
５工事

茨城県稲敷市 320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

2013/4/11 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 367,458,000 329,700,000 89.72%

圏央道高崎坂東線跨道
橋下部工事

茨城県坂東市 243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

2013/4/11 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 189,294,000 184,485,000 97.46%

圏央道神崎地区函渠工
事

千葉県香取郡神崎町 252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

2013/4/11 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２
０９７－３８

一般競争入札 有 278,911,500 243,600,000 87.34%

圏央道三坂新田高架橋
ＢＲ３・４・５下部工
事

茨城県常総市 349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

2013/4/11 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 331,422,000 300,300,000 90.61%

西新井橋上流堤防強化
対策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 337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 2013/4/11
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 375,879,000 336,000,000 89.39%

小台一丁目堤防強化対
策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 337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 2013/4/11 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 346,101,000 300,825,000 86.92%

湾岸道路磯子改良舗装
（その１）工事

神奈川県横浜市磯子区 172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

2013/4/11 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

一般競争入札 有 292,813,500 258,090,000 88.14%

Ｈ２４曙橋（海側）塗
装工事

東京都江東区 243日間 塗装工事 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

2013/4/12
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 189,861,000 160,408,500 84.49%

Ｈ２４曙橋（山側）塗
装工事

東京都江東区 208日間 塗装工事 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

2013/4/12
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 149,562,000 126,105,000 84.32%

Ｈ２４国道３５７号東
雲地区他舗装修繕工事

東京都江東区 140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

2013/4/12 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 58,590,000 57,750,000 98.57%
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圏央道五霞地区高架橋
下部その１工事

茨城県猿島郡五霞町 230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

2013/4/12 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 243,159,000 209,265,000 86.06%

１６号昭島市松原地区
改良（その３）工事

東京都昭島市 ～ 東京
都福生市

202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

2013/4/12 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３
－１５－８

一般競争入札 有 284,266,500 257,670,000 90.64%

１６号八王子市中野上
町地区改良舗装工事

東京都八王子市 252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

2013/4/12 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 261,880,500 232,890,000 88.93%

館山（その１）電線共
同溝工事

千葉県館山市 259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

2013/4/12 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 134,473,500 114,555,000 85.19%

Ｈ２４糠塚沢第二砂防
堰堤改築工事

群馬県高崎市 259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 2013/4/12 （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 69,310,500 60,900,000 87.87%

蒲原第１護岸工事 静岡県静岡市清水区 259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

2013/4/12 遠藤建設（株）
静岡県富士市蓼原５４
－７

一般競争入札 有 251,779,500 241,500,000 95.92%

蒲原第２護岸工事 静岡県静岡市清水区 259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

2013/4/12 （株）石井組
静岡県富士市水戸島元
町４－１０

一般競争入札 有 237,037,500 221,550,000 93.47%

蒲原第３護岸工事 静岡県静岡市清水区 259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

2013/4/12 鈴与建設（株）
静岡県静岡市清水区松
原町５－１７

一般競争入札 有 265,639,500 249,900,000 94.07%

Ｈ２４上石田地区電線
共同溝工事

山梨県甲府市 259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

2013/4/12 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 95,497,500 93,450,000 97.86%

Ｈ２４千住新橋他耐震
補強工事

東京都足立区 252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

2013/4/12
（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 227,020,500 199,710,000 87.97%

さがみ縦貫西久保ＪＣ
Ｔ他改良（その４）工
事

神奈川県茅ヶ崎市 ～
神奈川県高座郡寒川町

202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

2013/4/12 （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 353,976,000 349,965,000 98.87%

Ｈ２４空港北トンネル
換気設備修繕工事

東京都大田区 168日間 機械設備工事 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

2013/4/15 （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 27,069,000 26,250,000 96.97%

さがみ縦貫葉山島地区
改良（その１３）工事

神奈川県相模原市緑区 229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

2013/4/15 （株）寿組
神奈川県相模原市緑区
葉山島３１５

一般競争入札 有 371,059,500 327,075,000 88.15%

Ｈ２５・２６桐生管内
維持工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群
馬県太田市

715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 2013/4/15 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 169,239,000 165,900,000 98.03%

大谷川上流第７・８・
９床固改築工事

栃木県日光市 350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

2013/4/15 （株）増渕組
栃木県宇都宮市簗瀬町
２５００－１５

一般競争入札 有 78,582,000 67,200,000 85.52%

松岡護岸工事 静岡県富士市 337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

2013/4/15 （株）井出組
静岡県富士市島田町２
－１１５

一般競争入札 有 341,313,000 302,400,000 88.60%

Ｈ２４神奈川・大磯管
内交通安全施設整備工
事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

256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

2013/4/15 （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 144,669,000 130,200,000 90.00%

千住新橋上流堤防強化
対策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 333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 2013/4/15 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２
－１１－３

一般競争入札 有 310,422,000 269,430,000 86.79%

臨海船着場エプロン部
地盤改良（Ｈ２４）工
事

東京都江戸川区 319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 2013/4/15 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３
－３－１

一般競争入札 有 260,893,500 228,375,000 87.54%

国道６号土浦ＢＰ常名
高架橋下部（２）工事

茨城県土浦市 343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

2013/4/16 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 157,962,000 145,005,000 91.80%

圏央道五霞地区高架橋
下部その３工事

茨城県猿島郡五霞町 250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

2013/4/16 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 244,618,500 243,810,000 99.67%

さがみ縦貫葉山島地区
改良（その１２）工事

神奈川県相模原市緑区 228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

2013/4/16 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 375,648,000 331,275,000 88.19%

さがみ縦貫城山中沢地
区改良工事

神奈川県相模原市緑区 253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

2013/4/16 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 294,619,500 266,385,000 90.42%

Ｈ２５碓氷・沼田管内
緑地管理工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県安中市

346日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/4/16 上武緑化（株）
群馬県伊勢崎市連取町
２３５５番地１０

一般競争入札 有 21,672,000 21,000,000 96.90%

Ｈ２４薗原ダムコン
ジット１号ゲート開閉
装置他修繕工事

群馬県沼田市 289日間 機械設備工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/4/17
（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 65,436,000 63,000,000 96.28%

国道１４号大杉電線共
同溝歩道復旧工事

東京都江戸川区 247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

2013/4/17 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 124,582,500 107,730,000 86.47%

北千葉道路八代・松崎
地区改良工事

千葉県成田市 348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

2013/4/17 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 273,882,000 248,850,000 90.86%
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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
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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３５７号千葉地区
改良舗装（その４）工
事

千葉県千葉市稲毛区 345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

2013/4/17 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 260,925,000 224,175,000 85.92%

Ｈ２４三ノ輪交差点歩
道橋昇降施設新築工事

東京都台東区 247日間 建築工事 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

2013/4/17
（株）イズミ・コンス
トラクション

東京都中央区日本橋小
網町１－５

一般競争入札 有 188,611,500 188,475,000 99.93%

新４号古河地区道路改
良（その３）工事

茨城県古河市 254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

2013/4/17 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ケ丘
１－２４０２－１

一般競争入札 有 294,021,000 278,250,000 94.64%

Ｈ２４新葛飾高架橋補
修工事

東京都葛飾区 247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

2013/4/17
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 99,970,500 85,974,000 86.00%

Ｈ２４昭和わんぱく広
場遊戯施設改修工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

197日間 造園工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2013/4/17 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

一般競争入札 有 69,205,500 62,685,000 90.58%

圏央道五霞地区高架橋
下部その２工事

茨城県猿島郡五霞町 250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

2013/4/17 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 299,607,000 276,150,000 92.17%

館山（その３）電線共
同溝工事

千葉県館山市 226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

2013/4/17 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 137,203,500 122,850,000 89.54%

Ｈ２４千葉・船橋出張
所管内路面補修工事

千葉県千葉市 136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

2013/4/17
（株）ニューテック康
和

東京都北区中里２－９
－５

一般競争入札 有 84,693,000 82,425,000 97.32%

Ｈ２４木更津出張所管
内路面補修工事

千葉県木更津市 136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

2013/4/17 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 89,491,500 79,590,000 88.94%

Ｈ２５前橋・桐生管内
緑地管理工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県伊勢崎市

345日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/4/17 （株）共栄緑化
群馬県太田市浜町７３
－１２

一般競争入札 有 28,696,500 27,300,000 95.13%

Ｈ２５甲府交通安全対
策工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南アルプス市

289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

2013/4/17 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 61,666,500 56,490,000 91.61%

国道２０号初台（２）
他電線共同溝歩道復旧
工事

東京都渋谷区 ～ 東京
都新宿区

316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

2013/4/18
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

一般競争入札 有 299,869,500 260,400,000 86.84%

国道１７号坂下電線共
同溝歩道復旧工事

東京都板橋区 316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

2013/4/18
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

一般競争入札 有 257,124,000 233,625,000 90.86%

国道２５４号桜川・成
増電線共同溝路面復旧
（その２）工事

東京都板橋区 246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

2013/4/18
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

一般競争入札 有 131,407,500 114,450,000 87.10%

Ｈ２４舞浜大橋右岸高
架橋（山側）耐震補強
工事

東京都江戸川区 251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

2013/4/18 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 251,905,500 222,600,000 88.37%

浜田立体（海側）塗装
工事

千葉県千葉市美浜区 196日間 塗装工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2013/4/18
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 87,370,500 78,750,000 90.13%

浜田立体（山側）塗装
工事

千葉県千葉市美浜区 196日間 塗装工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2013/4/18 平岩塗装（株）
東京都大田区千鳥２－
６－１７

一般競争入札 有 72,544,500 61,047,000 84.15%

Ｈ２４田母沢床固群改
築工事

栃木県日光市 347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

2013/4/18 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 86,614,500 74,802,000 86.36%

圏央道飯沼川高架橋Ｂ
Ｒ３・４・５下部工事

茨城県坂東市 240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

2013/4/18 北都建設工業（株）
茨城県土浦市虫掛３４
９１

一般競争入札 有 319,798,500 286,650,000 89.63%

さがみ縦貫城山中沢地
区改良（その２）工事

神奈川県相模原市緑区
～ 東京都八王子市

251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

2013/4/18 松本建設（株）
富山県砺波市千保２９
７

一般競争入札 有 291,259,500 262,500,000 90.13%

Ｈ２４保土ヶ谷・厚木
管内交通安全施設整備
工事

神奈川県川崎市 ～ 神
奈川県横浜市

253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

2013/4/18
（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 165,354,000 142,485,000 86.17%

荒川河口部船着場周囲
地盤改良（Ｈ２４）工
事

東京都江戸川区 288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 2013/4/18 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 237,310,500 206,535,000 87.03%

Ｈ２５・２６甲府管内
道路清掃作業

山梨県甲府市 ～ 山梨
県富士吉田市

712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

2013/4/18
道路技術サービス
（株）

富山県射水市橋下条５
２７

一般競争入札 有 97,555,500 97,125,000 99.56%

国道２５４号東池袋
（２）電線共同溝歩道
復旧工事

東京都豊島区 286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

2013/4/19 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

一般競争入札 有 130,221,000 111,300,000 85.47%

新４号境跨道橋上部
（下り線）工事

茨城県猿島郡境町 252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

2013/4/19 （株）楢崎製作所
北海道室蘭市崎守町３
８５番地

一般競争入札 有 113,998,500 100,411,500 88.08%

Ｈ２５緑地管理その１
工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡身延町

346日間 造園工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/4/19
（株）富士グリーン
テック

山梨県甲府市富竹３－
１－３

一般競争入札 有 31,237,500 30,450,000 97.48%

Ｈ２５土浦管内消波施
設補修工事

茨城県かすみがうら市 164日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/19 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 83,139,000 74,550,000 89.67%
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契約の相手方の
商号又は名称
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指名競争入札の別
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２４金沢国道・小田
原管内交通安施設整備
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横須賀市

252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

2013/4/19 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 183,907,500 165,900,000 90.21%

Ｈ２４大武川流砂量等
観測設備設置工事

山梨県北杜市 70日間 通信設備工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2013/4/19
日本電子サービス
（株）

山梨県甲府市東光寺３
－１２－３４

一般競争入札 有 22,690,500 22,260,000 98.10%

Ｈ２５早川出張所管内
等砂防整備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

164日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2013/4/19 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

一般競争入札 有 19,960,500 18,690,000 93.63%

Ｈ２５　管内交通安全
施設整備工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

312日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/4/22 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 200,991,000 181,650,000 90.38%

新４号栄橋ランプ橋上
部工事

茨城県古河市 249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

2013/4/22 （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 197,001,000 173,250,000 87.94%

Ｈ２４宇都宮国道ＣＣ
ＴＶ設備工事

栃木県那須郡那須町 ～
栃木県宇都宮市

192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

2013/4/22 住友電設（株）
大阪府大阪市西区阿波
座２－１－４

一般競争入札 有 52,080,000 50,925,000 97.78%

Ｈ２４下久保集水井
（Ｄ－６，９）工事

群馬県藤岡市 249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 2013/4/22 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 110,838,000 103,950,000 93.79%

Ｈ２４持丸沢第３砂防
堰堤改築工事

栃木県日光市 228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

2013/4/22 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 66,780,000 61,110,000 91.51%

Ｈ２４稲荷川床固群改
築工事

栃木県日光市 268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

2013/4/22 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 171,192,000 151,200,000 88.32%

釜無川根固め設置その
他工事

山梨県中央市 ～ 山梨
県甲斐市

340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

2013/4/22 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 92,610,000 81,690,000 88.21%

笛吹川河道掘削その他
工事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県中央市

340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

2013/4/22 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 68,974,500 62,874,000 91.16%

Ｈ２５峡南交通安全対
策工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

284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

2013/4/22 大面建設（株）
山梨県甲府市塩部３－
２－８

一般競争入札 有 62,538,000 59,850,000 95.70%

Ｈ２５大和交通安全対
策工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県甲州市

284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

2013/4/22 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田６６７－１

一般競争入札 有 62,506,500 60,900,000 97.43%

Ｈ２４管内標識設置他
（その２）工事

東京都特別区 192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

2013/4/22 （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 66,328,500 60,900,000 91.82%

Ｈ２５常陸川水門予備
ゲート設備工事

茨城県神栖市 333日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/22 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町
御薗宇６４００－３

一般競争入札 有 105,934,500 105,000,000 99.12%

圏央道弓田地区改良そ
の１工事

茨城県坂東市 343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

2013/4/22 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 293,496,000 254,100,000 86.58%

圏央道名木地区函渠工
事

千葉県成田市 302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

2013/4/22 （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 95,602,500 82,215,000 86.00%

圏央道成田高地区橋梁
下部その２工事

千葉県成田市 316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

2013/4/22 古谷建設（株）
千葉県山武郡横芝光町
栗山３１９５－１

一般競争入札 有 141,550,500 126,000,000 89.01%

Ｈ２４管内法面防災対
策他（その２）工事

神奈川県横浜市 249日間 法面処理工事 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

2013/4/22 日本基礎技術（株）
大阪府大阪市北区松ケ
枝町６－２２

一般競争入札 有 276,601,500 257,250,000 93.00%

新石川歩道整備他工事
東京都大田区 ～ 神奈
川県横浜市青葉区

312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

2013/4/22 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

一般競争入札 有 159,799,500 145,950,000 91.33%

圏央道木更津・長南地
区環境整備工事

千葉県長生郡長南町 ～
千葉県市原市

342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

2013/4/23 （株）川名工務店 千葉県君津市浦田１７ 一般競争入札 有 217,360,500 193,515,000 89.03%

新４号五霞地区道路改
良（その２）工事

茨城県猿島郡五霞町 248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

2013/4/23 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 304,395,000 261,975,000 86.06%

中之郷根固め設置その
他工事

静岡県静岡市清水区 ～
静岡県富士市

339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

2013/4/23 （株）西尾組
静岡県富士市入山瀬２
－２－６

一般競争入札 有 146,380,500 135,450,000 92.53%

Ｈ２５緑地管理その２
工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県富士吉田市

342日間 造園工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/4/23 （株）アセラ技建
山梨県甲府市蓬沢町１
１７１

一般競争入札 有 20,307,000 19,845,000 97.72%

古間改良１工事 長野県上水内郡信濃町 241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

2013/4/23 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 277,336,500 239,400,000 86.32%

新４号古河地区道路改
良（その１）工事

茨城県猿島郡境町 247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

2013/4/24 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 299,523,000 257,880,000 86.10%

Ｈ２４信州新町舗装修
繕他工事

長野県長野市 150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

2013/4/24 （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 95,760,000 84,525,000 88.27%

Ｈ２５麻生管内消波施
設補修工事

茨城県石岡市 128日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2013/4/24 （株）朝日工務店
茨城県鉾田市安房１３
７１－１

一般競争入札 有 50,956,500 43,890,000 86.13%

柳原改良１工事 長野県長野市 240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

2013/4/24 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 295,743,000 288,750,000 97.64%
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国道１号虎ノ門・高輪
電線共同溝歩道復旧工
事

東京都港区 239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

2013/4/25
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

一般競争入札 有 177,618,000 157,500,000 88.67%

新４号古河地区道路改
良（その２）工事

茨城県猿島郡境町 ～
茨城県古河市

246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

2013/4/25 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 288,792,000 255,150,000 88.35%

Ｈ２５新４号古河地区
改良舗装工事

茨城県古河市 246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

2013/4/25 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 69,825,000 66,150,000 94.74%

小山高架橋耐震補強そ
の他工事

千葉県松戸市 246日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2013/4/25 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－
３－１

一般競争入札 有 111,111,000 103,110,000 92.80%

Ｈ２５圏央道桶川北本
インター改良他その３
工事

埼玉県桶川市 340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

2013/4/25 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 252,084,000 236,250,000 93.72%

圏央道五霞ＩＣ地盤改
良その８工事

茨城県猿島郡五霞町 244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

2013/4/25 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 349,702,500 301,140,000 86.11%

圏央道五霞ＩＣ地盤改
良その９工事

茨城県猿島郡五霞町 244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

2013/4/25 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 348,348,000 301,350,000 86.51%

圏央道山崎地区高架橋
下部その１他工事

茨城県猿島郡境町 334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

2013/4/25 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 234,811,500 234,150,000 99.72%

さがみ縦貫葉山島地区
改良（その１４）工事

神奈川県相模原市緑区 243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

2013/4/26 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 278,995,500 244,650,000 87.69%

Ｈ２５・２６春日部緑
地管理工事

埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県越谷市

673日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2013/4/26
埼玉グリーンサービス
（株）

埼玉県川口市安行４９
７－７

一般競争入札 有 121,233,000 114,450,000 94.40%

Ｈ２５・２６浦和緑地
管理工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県戸田市

673日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2013/4/26
埼玉グリーンサービス
（株）

埼玉県川口市安行４９
７－７

一般競争入札 有 50,253,000 48,825,000 97.16%

Ｈ２４日光砂防ＣＣＴ
Ｖ設備等設置工事

栃木県日光市 339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

2013/4/26 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ
原町４４－１６

一般競争入札 有 49,402,500 41,790,000 84.59%

Ｈ２４飯綱町舗装修繕
他工事

長野県長野市 ～ 長野
県上水内郡飯綱町

240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

2013/4/26 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 215,722,500 186,900,000 86.64%

Ｈ２４軽井沢町舗装修
繕他工事

長野県北佐久郡軽井沢
町 ～ 長野県東御市

200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

2013/4/26 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 204,267,000 177,555,000 86.92%

Ｈ２４生坂村舗装修繕
他工事

長野県東筑摩郡生坂村
～ 長野県安曇野市

170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

2013/4/26 吉川建設（株）
長野県飯田市松尾町２
－２５

一般競争入札 有 100,726,500 94,500,000 93.82%

南部地区護岸補修その
他工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

336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

2013/4/26 加藤建設（株）
山梨県南巨摩郡南部町
十島６５－３

一般競争入札 有 69,268,500 67,200,000 97.01%

Ｈ２５霞ヶ浦管内通信
用線路整備工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県潮来市

157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 2013/4/26 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 36,802,500 31,500,000 85.59%

さがみ縦貫小倉地区改
良（その４）工事

神奈川県相模原市緑区 243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

2013/4/26 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 256,273,500 222,600,000 86.86%

さがみ縦貫小倉地区改
良（その５）工事

神奈川県相模原市緑区 333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

2013/4/26 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 298,746,000 261,450,000 87.52%

さがみ縦貫角田三栗山
地区他改良（その５）
工事

神奈川県厚木市 ～ 神
奈川県愛甲郡愛川町

238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

2013/4/26 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 380,992,500 364,350,000 95.63%

八王子南バイパス寺田
地区改良（その２）工
事

東京都八王子市 238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

2013/4/26 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 357,913,500 315,420,000 88.13%

圏央道生子地区改良そ
の１工事

茨城県坂東市 333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

2013/4/26 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 310,170,000 286,650,000 92.42%

中村改良舗装工事 群馬県渋川市 238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 2013/4/26 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 95,812,500 86,100,000 89.86%

湾岸道路根岸遮音壁他
設置（その１）工事

神奈川県横浜市中区 188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

2013/4/26 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 199,563,000 189,304,500 94.86%

湾岸道路根岸遮音壁他
設置（その２）工事

神奈川県横浜市中区 188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

2013/4/26 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 262,437,000 249,154,500 94.94%

圏央道大和田Ｂランプ
橋床版他工事

千葉県市原市 184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

2013/4/30
三井造船鉄構エンジニ
アリング（株）

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１　ＷＢＧ
マリブイ スト棟２９

一般競争入札 有 77,616,000 75,600,000 97.40%

さがみ縦貫相模原地区
改良（その３）工事

神奈川県相模原市緑区 329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

2013/4/30 （株）小島組
神奈川県厚木市栄町１
－２－２

一般競争入札 有 284,109,000 252,000,000 88.70%
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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
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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

Ｈ２５・２６大宮国道
管内道路清掃作業（そ
の３）

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県熊谷市

700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

2013/4/30
日本ロード・メンテナ
ンス（株）

東京都港区芝浦４－１
７－４

一般競争入札 有 71,799,000 69,825,000 97.25%

Ｈ２５松本・岡谷緑地
管理工事

長野県松本市 ～ 長野
県岡谷市

234日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2013/4/30 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８
８３－３

一般競争入札 有 24,202,500 20,212,500 83.51%

Ｈ２４茅野市宮川舗装
修繕他工事

長野県茅野市 ～ 長野
県諏訪郡富士見町

150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

2013/4/30 庫昌土建（株）
長野県諏訪郡下諏訪町
社１４５－１

一般競争入札 有 116,875,500 103,950,000 88.94%

Ｈ２５柏・船橋管内緑
地管理工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県野田市

304日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2013/4/30 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１
１

一般競争入札 有 30,670,500 25,935,000 84.56%

Ｈ２４鶴見橋塗装工事 神奈川県横浜市 241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

2013/4/30 清水塗工（株）
神奈川県横浜市神奈川
区白幡仲町４０－３５

一般競争入札 有 129,591,000 110,250,000 85.08%

Ｈ２４江戸川管内土砂
改良（その２）工事

千葉県流山市 335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 2013/4/30 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 287,994,000 252,000,000 87.50%

圏央道菅谷地区改良そ
の１工事

茨城県坂東市 329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

2013/4/30 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 248,052,000 222,600,000 89.74%

中宿舗装工事
群馬県高崎市 ～ 群馬
県安中市

234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 2013/4/30 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 89,932,500 82,425,000 91.65%

湾岸道路根岸遮音壁他
設置（その４）工事

神奈川県横浜市中区 184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

2013/4/30 信号器材（株）
神奈川県川崎市中原区
市ノ坪１６０

一般競争入札 有 146,475,000 141,750,000 96.77%


