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Ｈ２５・２６酒々井管
内緑地管理工事

千葉県四街道市 ～ 千
葉県成田市

668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

2013/5/1 （株）北総園芸
千葉県富里市七栄５２
５－３１

一般競争入札 有 24,832,500 23,625,000 95.14%

八王子南バイパス館地
区他改良工事

東京都八王子市 323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

2013/5/1 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 234,706,500 207,900,000 88.58%

Ｈ２４西代地先下流侵
食対策工事

茨城県稲敷市 313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

2013/5/1 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 370,093,500 321,195,000 86.79%

圏央道五霞ＩＣ地盤改
良その１３工事

茨城県猿島郡五霞町 238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

2013/5/1 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 365,589,000 316,785,000 86.65%

上武道路前橋赤城線跨
道橋他上部工事

群馬県前橋市 233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 2013/5/1
（株）巴コーポレー
ション

東京都中央区勝どき４
－５－１７

一般競争入札 有 164,010,000 154,350,000 94.11%

上武道路関根改良他函
渠工事

群馬県前橋市 233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 2013/5/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 247,569,000 212,625,000 85.89%

１６号相模原市南区上
鶴間電線共同溝路面復
旧工事

神奈川県相模原市南区 302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

2013/5/2 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 215,481,000 197,190,000 91.51%

２０号国立市谷保電線
共同溝路面復旧工事

東京都国立市 294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

2013/5/2 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 158,718,000 146,790,000 92.48%

Ｈ２５大事沢第２砂防
堰堤改築工事

栃木県日光市 231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

2013/5/2 那須土木（株）
栃木県大田原市中央１
－１３－１０

一般競争入札 有 101,955,000 96,390,000 94.54%

Ｈ２５新町・長野緑地
管理工事

長野県長野市 232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

2013/5/2 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０
－１５－７

一般競争入札 有 43,060,500 36,183,000 84.03%

Ｈ２５・２６上田緑地
管理工事

長野県上田市 596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

2013/5/2 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０
－１５－７

一般競争入札 有 68,733,000 57,907,500 84.25%

Ｈ２４花水橋耐震補強
工事

神奈川県中郡大磯町 239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

2013/5/2
（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 106,008,000 92,715,000 87.46%

柳原一丁目堤防強化対
策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 316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 2013/5/2 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 250,068,000 218,400,000 87.34%

圏央道五霞ＩＣ地盤改
良その１０工事

茨城県猿島郡五霞町 237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

2013/5/2 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 351,739,500 303,450,000 86.27%

前橋笠懸道路環境整備
工事

群馬県みどり市 232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 2013/5/2 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

一般競争入札 有 98,973,000 84,525,000 85.40%

Ｈ２４中川浚渫（その
２）工事

埼玉県八潮市 328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 2013/5/7 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 277,137,000 239,599,500 86.46%

Ｈ２５　管内伸縮装置
設置他工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市南区

227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

2013/5/7
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 188,286,000 164,535,000 87.39%

Ｈ２４宇都宮国道道路
照明灯改修工事

栃木県足利市 ～ 栃木
県小山市

234日間 電気設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2013/5/7 （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 248,304,000 214,200,000 86.27%

Ｈ２５長野国道管内路
面標示工事

長野県上水内郡信濃町
～ 長野県長野市

110日間 塗装工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2013/5/7
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

一般競争入札 有 23,709,000 20,979,000 88.49%

Ｈ２５・２６千葉・木
更津管内緑地管理工事

千葉県千葉市中央区 ～
千葉県東金市

662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

2013/5/7 千葉造園土木（株）
千葉県千葉市稲毛区黒
砂台２－１２－７

一般競争入札 有 81,763,500 70,077,000 85.71%

Ｈ２５外環環境整備そ
の１工事

東京都世田谷区 177日間 維持修繕工事 東京外かく環状国道事務
東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2013/5/7 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 64,249,500 63,840,000 99.36%

志茂堤防強化対策（Ｈ
２４）工事

東京都北区 311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 2013/5/7
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 384,342,000 334,950,000 87.15%

新砂船着場地盤改良
（Ｈ２４）工事

東京都江東区 297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 2013/5/7
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 376,866,000 331,800,000 88.04%

圏央道五霞ＩＣ地盤改
良その１１工事

茨城県猿島郡五霞町 232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

2013/5/7 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 370,419,000 320,460,000 86.51%

圏央道山崎地区高架橋
下部その２工事

茨城県猿島郡境町 322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

2013/5/7 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 255,286,500 242,550,000 95.01%

平成２５年度国道２９
８号川口・草加地区緑
地管理工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県草加市

328日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/5/7 安行園芸（株）
埼玉県川口市大字安行
領家３０７

一般競争入札 有 44,625,000 37,117,500 83.18%

平成２５・２６年度国
道２９８号戸田・さい
たま地区緑地管理工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県さいたま市

693日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/5/7 （株）八廣園
埼玉県川口市西立野１
８７

一般競争入札 有 77,941,500 64,785,000 83.12%

平成２５・２６年度国
道２９８号草加・八潮
地区緑地管理工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県八潮市

693日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/5/7 （株）前島植物園
埼玉県川口市安行１１
４０

一般競争入札 有 81,564,000 72,450,000 88.83%
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幸魂大橋一般部耐震補
強その１工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県和光市

328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

2013/5/7 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－
３－１

一般競争入札 有 183,445,500 165,480,000 90.21%

Ｈ２４本栖湖・西湖融
雪設備改修工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

234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

2013/5/7 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 317,362,500 297,990,000 93.90%

Ｈ２５江戸川上流管内
堤防維持工事

千葉県野田市 ～ 埼玉
県春日部市

328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 2013/5/7 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 121,149,000 105,840,000 87.36%

上武道路日輪寺改良工
事

群馬県前橋市 227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 2013/5/7 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 238,423,500 205,800,000 86.32%

上武道路函渠他その２
工事

群馬県前橋市 227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 2013/5/7 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 168,598,500 145,425,000 86.26%

上武道路田口改良工事 群馬県前橋市 227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 2013/5/7 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 263,277,000 228,375,000 86.74%

坪山高架橋外橋梁補修
工事

栃木県下野市 268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

2013/5/8
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 194,239,500 169,050,000 87.03%

Ｈ２５船橋管内緑地管
理工事

千葉県浦安市 ～ 千葉
県千葉市美浜区

296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

2013/5/8 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 46,158,000 38,650,500 83.74%

Ｈ２５霞ヶ浦河川事務
所情報基盤設備修繕工
事

茨城県潮来市 205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 2013/5/8 （株）アスライブ
栃木県小山市西城南３
－５－１５

一般競争入札 有 40,708,500 39,900,000 98.01%

二宮・本村電線共同溝
路面復旧工事

神奈川県中郡二宮町 ～
神奈川県茅ヶ崎市

233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

2013/5/8 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 129,003,000 111,300,000 86.28%

保土ヶ谷地区電線共同
溝路面復旧工事

神奈川県横浜市保土ヶ
谷区

233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

2013/5/8 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 171,454,500 155,610,000 90.76%

Ｈ２４横浜国道管内東
地区構造物補修工事

神奈川県横浜市 233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

2013/5/8 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 135,891,000 135,450,000 99.68%

圏央道五霞ＩＣ地盤改
良その１２工事

茨城県猿島郡五霞町 231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

2013/5/8 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 300,793,500 260,925,000 86.75%

圏央道内門菅谷地区改
良その１工事

茨城県猿島郡境町 ～
茨城県坂東市

321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

2013/5/8 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 389,424,000 343,350,000 88.17%

Ｈ２５県道林・岩下線
（三島地区）法面保護
外工事

群馬県吾妻郡東吾妻町 221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

2013/5/8 （株）美才治林業
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯３９４－１

一般競争入札 有 58,117,500 54,600,000 93.95%

上武道路青柳改良工事 群馬県前橋市 226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 2013/5/8 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 231,483,000 201,390,000 87.00%

Ｈ２４宮戸川排水樋管
外ゲート設備修繕工事

茨城県猿島郡境町 ～
栃木県栃木市

324日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/5/8 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

一般競争入札 有 154,612,500 142,800,000 92.36%

Ｈ２５　２０号道路照
明設備改修工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市緑区

296日間 電気設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/5/8 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 204,655,500 202,650,000 99.02%

さがみ縦貫相模原愛川
地区改良工事

神奈川県相模原市緑区
～ 神奈川県愛甲郡愛川
町

320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

2013/5/9 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪
４２１－２０

一般競争入札 有 294,777,000 262,185,000 88.94%

国道６号大和田拡幅茂
宮川橋下部（２）工事

茨城県日立市 295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

2013/5/9 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

一般競争入札 有 98,731,500 90,772,500 91.94%

Ｈ２４下久保集水井
（Ｄ－１１）外工事

群馬県藤岡市 232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 2013/5/9 黒沢建設（株）
群馬県多野郡神流町大
字生利１７１１－２

一般競争入札 有 84,567,000 74,550,000 88.15%

Ｈ２４長野国道管内路
面凍結検知装置更新工
事

長野県長野市 180日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2013/5/9
矢木コーポレーション
（株）

長野県長野市真島町川
合２０３６

一般競争入札 有 77,143,500 70,350,000 91.19%

圏央道高尾山ＩＣ改良
他（その３）工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市緑区

320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

2013/5/9 大野建設（株）
神奈川県愛甲郡愛川町
中津４０７１－１

一般競争入札 有 296,677,500 283,756,715 95.64%

Ｈ２４吉屋地区他堤防
天端整備工事

埼玉県吉川市 174日間
アスファルト
舗装工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/5/9 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 142,768,500 125,790,000 88.11%

幸魂大橋一般部耐震補
強その２工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県和光市

326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

2013/5/9
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 184,107,000 177,450,000 96.38%

幸魂大橋一般部耐震補
強その３工事

埼玉県戸田市 232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

2013/5/9
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 112,245,000 104,475,000 93.08%

幸魂大橋塗装工事 埼玉県和光市 270日間 塗装工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/5/9 東亜塗装工業（株）
東京都豊島区東池袋１
－４８－１０

一般競争入札 有 90,457,500 76,668,900 84.76%

Ｈ２５川俣管内堤防強
化維持工事

埼玉県羽生市 ～ 埼玉
県加須市

326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

2013/5/9 田部井土木（株）
埼玉県熊谷市玉井１７
８４－３

一般競争入札 有 79,474,500 71,400,000 89.84%

Ｈ２５　管内舗装修繕
工事

東京都西多摩郡瑞穂町 112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

2013/5/10 （株）冨士土木
東京都府中市是政５－
１７－５

一般競争入札 有 57,781,500 55,650,000 96.31%



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大宮緑地管理工
事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県川越市

294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

2013/5/10 （株）渋谷造園土木
埼玉県川越市久下戸１
８９

一般競争入札 有 48,541,500 41,895,000 86.31%

１６号昭島市小荷田交
差点改良工事

東京都昭島市 231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

2013/5/10 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 264,096,000 236,040,000 89.38%

Ｈ２５・２６横浜国道
東地区緑地管理工事

神奈川県横浜市 665日間 造園工事 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

2013/5/10 岩崎造園（株）
神奈川県横浜市都筑区
桜並木１２－１５－１
０１

一般競争入札 有 139,146,000 119,070,000 85.57%

Ｈ２５横浜国道西地区
緑地管理工事

神奈川県平塚市 301日間 造園工事 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

2013/5/10 横浜植木（株）
神奈川県横浜市南区唐
沢１５

一般競争入札 有 64,396,500 52,258,500 81.15%

Ｈ２５・２６横浜国道
照明施設維持工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県小田原市

690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

2013/5/10 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 163,401,000 157,500,000 96.39%

圏央道五霞ＩＣ改良他
工事

茨城県猿島郡五霞町 231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

2013/5/10 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松
原通３－６９

一般競争入札 有 280,749,000 270,900,000 96.49%

Ｈ２５相武国道管内道
路清掃作業

東京都八王子市 314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

2013/5/10 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 43,785,000 37,275,000 85.13%

国道６号千代田石岡Ｂ
Ｐ東大橋地区改良
（２）他工事

茨城県石岡市 291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

2013/5/13 （株）木村工務店
茨城県石岡市若松１－
４－８

一般競争入札 有 119,994,000 108,255,000 90.22%

圏央道江戸崎函渠その
他工事

茨城県稲敷市 291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

2013/5/13 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市
絹の台２－２－３

一般競争入札 有 131,082,000 115,500,000 88.11%

Ｈ２４青戸六丁目地区
築堤護岸工事

東京都葛飾区 291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 2013/5/13
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区九段北
４－２－２８

一般競争入札 有 138,600,000 129,570,000 93.48%

Ｈ２４高砂六丁目地区
築堤護岸工事

東京都葛飾区 263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 2013/5/13 松井建設（株）
東京都中央区新川１－
１７－２２

一般競争入札 有 85,774,500 78,750,000 91.81%

Ｈ２５菰田中央整正工
事

茨城県稲敷市 207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 2013/5/13 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 195,426,000 168,840,000 86.40%

Ｈ２５新４号薬師寺地
区外環境整備工事

栃木県下野市 ～ 栃木
県小山市

227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

2013/5/14 剋真建設（株）
栃木県真岡市田町１５
１５－４

一般競争入札 有 73,437,000 68,250,000 92.94%

Ｈ２４矢板出張所管内
交通安全対策工事

栃木県矢板市 ～ 栃木
県那須塩原市

170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

2013/5/14 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 78,267,000 67,725,000 86.53%

Ｈ２４小山出張所管内
交通安全対策（その
２）工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県足利市

170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

2013/5/14 佐藤工業（株）
栃木県下都賀郡壬生町
大字壬生甲２２３０

一般競争入札 有 108,150,000 92,599,500 85.62%

圏央道生子地区改良そ
の２工事

茨城県坂東市 315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

2013/5/14 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

一般競争入札 有 201,967,500 189,000,000 93.58%

圏央道山崎地区改良そ
の１工事

茨城県猿島郡境町 315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

2013/5/14 （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 377,506,500 332,850,000 88.17%

平成２５年度国道２９
８号三郷地区緑地管理
工事

埼玉県三郷市 321日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/5/14 （株）庭研
埼玉県川口市南前川１
－１２－２２

一般競争入札 有 24,454,500 20,244,000 82.78%

Ｈ２５渋谷駅東口地下
歩道建築工事

東京都渋谷区 139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

2013/5/14
（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 199,888,500 199,500,000 99.81%

国道６号千代田石岡Ｂ
Ｐ北根本跨道橋工事

茨城県石岡市 289日間
プレストレス
ト・コンク
リ ト工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2013/5/15 機動建設工業（株）
大阪府大阪市福島区福
島４－６－３１

一般競争入札 有 123,868,500 120,750,000 97.48%

岩舟地区外路面補修工
事

栃木県下都賀郡岩舟町
～ 栃木県宇都宮市

198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

2013/5/15 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

一般競争入札 有 119,479,500 103,950,000 87.00%

Ｈ２４国分寺出張所管
内交通安全対策（その
２）工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県小山市

169日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2013/5/15 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 124,131,000 115,500,000 93.05%

Ｈ２５小山出張所管内
電線共同溝路面復旧工
事

茨城県古河市 ～ 栃木
県下都賀郡野木町

304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

2013/5/15 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

一般競争入札 有 80,776,500 69,825,000 86.44%

Ｈ２４長野国道管内道
路照明灯更新工事

長野県長野市 240日間 電気設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2013/5/15 （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 143,965,500 142,642,500 99.08%

Ｈ２４管内橋梁他構造
物補修工事

山梨県大月市 ～ 山梨
県笛吹市

226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

2013/5/15
（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 239,452,500 220,290,000 92.00%

Ｈ２４上野原防災工事 山梨県上野原市 226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

2013/5/15 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 122,188,500 104,475,000 85.50%

Ｈ２４道路照明柱他点
検補修工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

226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

2013/5/15 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 113,883,000 113,400,000 99.58%

Ｈ２４横浜道路照明灯
改修工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県小田原市

219日間 電気設備工事 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

2013/5/15 扶桑電機（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜２－１２－８

一般競争入札 有 129,160,500 123,900,000 95.93%
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Ｈ２５・Ｈ２６日立岩
瀬国道照明維持補修工
事

茨城県日立市 ～ 茨城
県桜川市

685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

2013/5/15 イガラシ綜業（株）
茨城県日立市幸町２－
９－２

一般競争入札 有 25,977,000 24,990,000 96.20%

国道６号土浦ＢＰ備前
川橋床版その他工事

茨城県土浦市 225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

2013/5/16 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 78,666,000 73,500,000 93.43%

Ｈ２４津宮地先侵食対
策工事

千葉県香取市 293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

2013/5/17 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 365,568,000 323,400,000 88.47%

西新井橋下流周辺整備
（Ｈ２４）工事

東京都足立区 301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 2013/5/17 池田建設（株）
東京都港区新橋５－１
３－８

一般競争入札 有 193,126,500 192,150,000 99.49%

Ｈ２４八潮排水機場操
作制御設備修繕工事

埼玉県八潮市 298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 2013/5/20 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内
１－６－６

一般競争入札 有 571,651,500 540,750,000 94.59%

圏央道成田下総線跨道
橋下部その他工事

千葉県成田市 284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

2013/5/20 （株）市原組
千葉県千葉市美浜区幕
張西３－１－１５

一般競争入札 有 275,520,000 238,350,000 86.51%

Ｈ２５下馬北整正工事 茨城県稲敷市 186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 2013/5/20 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 173,019,000 149,100,000 86.18%

川俣ダム維持放流設備
遠方操作盤改修工事

栃木県日光市 147日間 通信設備工事 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

2013/5/21 日本工営（株）
東京都千代田区麹町２
－５

一般競争入札 有 14,868,000 13,986,000 94.07%

Ｈ２５　１６号緑地管
理工事

神奈川県大和市 ～ 神
奈川県相模原市

283日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/5/21 （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 55,965,000 47,617,500 85.08%

Ｈ２５上尾道路さいた
ま上尾地区除草・環境
整備工事

埼玉県さいたま市西区
～ 埼玉県上尾市

313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

2013/5/22
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 101,566,500 86,940,000 85.60%

Ｈ２５上尾道路桶川地
区他除草・環境整備工
事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉
県熊谷市

313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

2013/5/22 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 101,556,000 94,500,000 93.05%

Ｈ２５亀有緑地管理工
事

東京都特別区 313日間 造園工事 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

2013/5/22 加勢造園（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷
３－６１－５

一般競争入札 有 83,916,000 76,860,000 91.59%

Ｈ２５目吹守谷管内堤
防強化維持工事

茨城県守谷市 ～ 千葉
県野田市

313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

2013/5/22 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 65,236,500 63,000,000 96.57%

Ｈ２５圏央道桶川白岡
地区除草・環境整備工
事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉
県南埼玉郡白岡町

312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

2013/5/23 （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 140,710,500 132,090,000 93.87%

平成２５年度共同溝維
持工事

東京都特別区 312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

2013/5/23
日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）

東京都中央区日本橋小
伝馬町１１－９

一般競争入札 有 70,717,500 64,050,000 90.57%

Ｈ２４荒川砂防堰堤群
改築工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

306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

2013/5/23 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 216,100,500 206,640,000 95.62%

Ｈ２４深井新田地区堤
防整備工事

千葉県流山市 312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 2013/5/23 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 302,295,000 268,170,000 88.71%

Ｈ２５付替国道１４５
号（小倉地区）改良外
工事

群馬県吾妻郡長野原町 281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

2013/5/23 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 234,843,000 205,800,000 87.63%

Ｈ２４金谷堤排水樋管
外ゲート設備修繕工事

千葉県我孫子市 ～ 茨
城県守谷市

309日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/5/23 西田鉄工（株）
東京都墨田区太平３－
３－１２アドバンス喜
月ビル

一般競争入札 有 129,948,000 117,285,000 90.26%

Ｈ２５　２０号緑地管
理工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市緑区

281日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2013/5/23 （株）富士植木
東京都千代田区九段南
４－１－９

一般競争入札 有 41,905,500 36,802,500 87.82%

Ｈ２５品川緑地管理工
事

東京都特別区 311日間 造園工事 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

2013/5/24 （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 97,177,500 82,425,000 84.82%

Ｈ２５・２６代々木緑
地管理工事

東京都特別区 676日間 造園工事 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

2013/5/24 （株）昭和造園
東京都杉並区和泉４－
４２－３３

一般競争入札 有 106,974,000 91,875,000 85.89%

水戸管内防災対策工事 茨城県水戸市 126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

2013/5/27 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５
－８１１－２

一般競争入札 有 30,954,000 30,450,000 98.37%

空沢山腹工工事 栃木県日光市 243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

2013/5/27 （株）吉新組 栃木県日光市松原町８ 一般競争入札 有 155,400,000 143,125,500 92.10%

国道６号東石岡路面復
旧工事

茨城県石岡市 213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

2013/5/28 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 246,498,000 214,200,000 86.90%

小木津跨線側道橋上部
製作工事

茨城県日立市 185日間 鋼橋上部工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2013/5/28 （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 15,456,000 14,490,000 93.75%

広沢第二高架橋耐震補
強工事

群馬県桐生市 213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 2013/5/28 極東興和（株）
広島県広島市東区光町
２－６－３１

一般競争入札 有 243,789,000 220,500,000 90.45%

Ｈ２５熊谷緑地管理工
事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

276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

2013/5/28 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３
－２２－４

一般競争入札 有 58,632,000 47,775,000 81.48%
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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

Ｈ２５管内改築区間管
理（その１）工事

神奈川県海老名市 ～
神奈川県横浜市戸塚区

307日間 造園工事 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

2013/5/28 湘南植木（有）
神奈川県大和市南林間
４－２－３

一般競争入札 有 59,692,500 53,088,000 88.94%

Ｈ２５大谷川護岸整備
他工事

栃木県日光市 306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

2013/5/29 船生建設（株）
栃木県塩谷郡塩谷町大
字船生３４３４－４

一般競争入札 有 31,038,000 24,990,000 80.51%

ワミ沢工事用道路工事 栃木県日光市 190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

2013/5/29 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 81,774,000 72,450,000 88.60%

Ｈ２５大堀川注水施設
ポンプ設備修繕工事

千葉県流山市 184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

2013/5/29 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 無 9,607,500 9,555,000 99.45%

圏央道冨田地区改良そ
の１工事

茨城県坂東市 300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

2013/5/29 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 275,373,000 241,122,000 87.56%

Ｈ２５・２６万世橋緑
地管理工事

東京都特別区 671日間 造園工事 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

2013/5/29 （株）柳島寿々喜園
東京都墨田区業平５－
１２－１６

一般競争入札 有 98,259,000 91,875,000 93.50%

Ｈ２５管内改築区間改
良（その２）工事

神奈川県相模原市 ～
神奈川県足柄上郡山北
町

306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

2013/5/29 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 123,543,000 115,500,000 93.49%

Ｈ２４二瀬ダム大洞川
進入路工事

埼玉県秩父市 274日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2013/5/30 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 141,592,500 134,715,000 95.14%

Ｈ２５萩原閘門塗装工
事

茨城県神栖市 211日間 塗装工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2013/5/30
プラチナ塗装工業
（株）

東京都豊島区駒込１－
３９－１

一般競争入札 有 7,360,500 4,305,000 58.49%

Ｈ２５富士見橋下部１
工事

長野県諏訪郡下諏訪町 305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

2013/5/30 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 191,572,500 168,000,000 87.70%

Ｈ２５八ッ場ダム右岸
地区管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

169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

2013/5/30 飯塚緑地（株）
群馬県渋川市横堀７７
５

一般競争入札 有 23,751,000 19,845,000 83.55%

山崎高架橋上部（その
１）工事

神奈川県足柄下郡箱根
町

294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

2013/5/30 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 149,709,000 128,520,000 85.85%

水戸・岩瀬管内橋梁補
修耐震補強工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県結城市

293日間 鋼橋上部工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2013/5/31
（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 213,066,000 195,195,000 91.61%

Ｈ２４北田園低水護岸
工事

東京都福生市 273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

2013/5/31 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 277,662,000 243,442,500 87.68%

Ｈ２４本羽田１丁目高
潮堤防工事

東京都大田区 273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

2013/5/31
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区九段北
４－２－２８

一般競争入札 有 185,598,000 160,335,000 86.39%

圏央道神崎ＩＣ改良そ
の２８工事

千葉県香取郡神崎町 101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

2013/5/31 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 298,378,500 258,300,000 86.57%

Ｈ２５首都国道管内道
路管理その他工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

304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 2013/5/31 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 149,478,000 131,250,000 87.81%

Ｈ２５八ッ場ダム左岸
地区管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町 168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

2013/5/31 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 20,191,500 17,010,000 84.24%

Ｈ２４都賀地先堤防補
強工事

栃木県栃木市 298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

2013/5/31 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 177,324,000 153,300,000 86.45%

Ｈ２４渡良瀬光線路監
視設備設置工事

群馬県桐生市 ～ 栃木
県足利市

209日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2013/5/31 大島電気（株）
新潟県十日町市明石町
２５

一般競争入札 有 39,343,500 33,757,500 85.80%


