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中部横断富沢ＩＣ改良
工事

山梨県南巨摩郡南部町 1093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

2013/6/3 （株）フジタ
東京都渋谷区千駄ケ谷
４－２５－２

一般競争入札 有 2,750,538,000 2,446,500,000 88.95%

圏央道利根川高架橋上
部その２工事

茨城県猿島郡五霞町 515日間 鋼橋上部工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/6/3 （株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２
７

一般競争入札 有 1,657,593,000 1,459,080,000 88.02%

Ｈ２５国道４号幸手
（２）他電線共同溝路

埼玉県幸手市 ～ 埼玉
県北葛飾郡杉戸町

270日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2013/6/3 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 124,477,500 106,785,000 85.79%

Ｈ２４染地低水護岸工
事

東京都調布市 270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

2013/6/3 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 186,721,500 174,300,000 93.35%

Ｈ２４親野井上地区築
堤工事

千葉県野田市 301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 2013/6/3 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 241,920,000 208,635,000 86.24%

Ｈ２４黒川工事用道路
工事

山梨県北杜市 207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

2013/6/3 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 70,308,000 69,300,000 98.57%

３５７号大井北共同溝
補強その他工事

東京都品川区 ～ 東京
都大田区

270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

2013/6/3 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路
１－１０

一般競争入札 有 264,085,500 254,100,000 96.22%

品木ダム脱水機場受変
電設備設置工事

群馬県吾妻郡中之条町 164日間
受変電設備工
事

品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2013/6/4 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 28,854,000 25,935,000 89.88%

Ｈ２４福士防災工事 山梨県南巨摩郡南部町 206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

2013/6/4 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 162,256,500 139,650,000 86.07%

Ｈ２４富士川砂防土砂
移動検知システム設置

山梨県甲府市 149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

2013/6/4
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 25,494,000 25,200,000 98.85%

Ｈ２４田中町地先堤防
補強工事

栃木県足利市 294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

2013/6/4 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

一般競争入札 有 76,902,000 67,200,000 87.38%

Ｈ２４大久保沢砂防堰
堤工事用道路工事

群馬県桐生市 252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

2013/6/4 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 89,155,500 77,385,000 86.80%

Ｈ２４久蔵口山腹工事 栃木県日光市 185日間 法面処理工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2013/6/4 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 77,836,500 67,200,000 86.33%

Ｈ２４関守二号床固工
事

群馬県桐生市 ～ 群馬
県みどり市

294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

2013/6/4 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 205,096,500 179,550,000 87.54%

山清路防災１号橋下部
３工事

長野県東筑摩郡生坂村 198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

2013/6/5 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村
５５２３

一般競争入札 有 68,596,500 63,178,500 92.10%

Ｈ２４福富町地先浸透
対策工事

栃木県足利市 293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

2013/6/5 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 274,113,000 235,587,450 85.95%

Ｈ２４日暮沢砂防堰堤
工事用道路工事

群馬県桐生市 169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

2013/6/5 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 68,554,500 60,165,000 87.76%

Ｈ２４南町地先浸透対
策工事

栃木県足利市 293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

2013/6/5 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 228,322,500 196,350,000 86.00%

Ｈ２４秋山川左岸築堤
護岸工事

栃木県佐野市 293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

2013/6/5 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 297,171,000 276,150,000 92.93%

Ｈ２４高橋町地先外堤
防法面補修工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県足利市

293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

2013/6/5 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 109,987,500 94,887,450 86.27%

Ｈ２４下羽田地先堤防
補強工事

栃木県佐野市 293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

2013/6/5 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 111,814,500 96,987,450 86.74%

長野地家裁佐久支部
（１３）建築改修その
他工事

長野県佐久市 147日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2013/6/6 （株）木下組
長野県佐久市中込３０
８－５

一般競争入札 有 25,473,000 24,150,000 94.81%

大間田護岸工事 山梨県笛吹市 295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

2013/6/6 （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 187,099,500 183,750,000 98.21%

圏央道幸手地区地盤改
良その４工事

埼玉県幸手市 176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

2013/6/6 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 342,310,500 295,050,000 86.19%

Ｈ２５京浜河川ＣＣＴ
Ｖ設備更新他工事

神奈川県横浜市 267日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/6/6 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 174,100,500 152,250,000 87.45%

Ｈ２５下馬中央整正工
事

茨城県稲敷市 165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 2013/6/6 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

一般競争入札 有 137,224,500 118,650,000 86.46%

Ｈ２４親野井下地区築
堤工事

千葉県野田市 298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 2013/6/6 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 238,308,000 205,800,000 86.36%

Ｈ２４出流川水門外雷
害対策工事

栃木県佐野市 ～ 栃木
県足利市

197日間 機械設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2013/6/6
（株）日立テクノロ
ジーアンドサービス

茨城県土浦市神立町６
０３

一般競争入札 有 31,731,000 30,450,000 95.96%

Ｈ２４原宿町地先外堤
防法面補修工事

群馬県太田市 ～ 群馬
県桐生市

267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

2013/6/6 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 103,551,000 90,300,000 87.20%

栃木県警察学校剣道場
（１３）建築改修その
他工事

栃木県宇都宮市 133日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2013/6/7
エステート住宅産業
（株）

栃木県宇都宮市駅前通
り１－１－５

一般競争入札 有 18,259,500 16,695,000 91.43%

国総研（旭）外１件
（１３）建築改修その
他工事

茨城県つくば市 238日間 建築工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2013/6/7 （株）三共建設
茨城県つくば市春日２
－２４－３

一般競争入札 有 99,067,500 98,700,000 99.63%

高田左岸護岸工事
山梨県西八代郡市川三
郷町

294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

2013/6/7 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 285,064,500 273,000,000 95.77%

高田右岸護岸工事
山梨県西八代郡市川三
郷町

294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

2013/6/7 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 247,117,500 238,350,000 96.45%
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圏央道幸手地区地盤改
良その３工事

埼玉県幸手市 175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

2013/6/7
（株）ケイワールド日
清

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

一般競争入札 有 377,601,000 327,600,000 86.76%

Ｈ２４利根川右岸下流
部堤防工事

千葉県印旛郡栄町 262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

2013/6/7 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 247,453,500 215,250,000 86.99%

Ｈ２４東平山１丁目低
水護岸工事

東京都日野市 271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

2013/6/7 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

一般競争入札 有 289,852,500 251,160,000 86.65%

白井護岸工事 山梨県笛吹市 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

2013/6/10 昭和建設（株）
山梨県甲州市塩山熊野
８０－１

一般競争入札 有 107,299,500 99,750,000 92.96%

東日本橋共同溝附帯設
備工事

東京都中央区 ～ 東京
都墨田区

263日間 電気設備工事 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

2013/6/10 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－
２２－１

一般競争入札 有 99,855,000 96,600,000 96.74%

圏央道花島高架橋ＢＲ
２・３下部工事

茨城県常総市 294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

2013/6/10 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 291,868,500 259,350,000 88.86%

圏央道花島高架橋ＢＲ
１・２下部工事

茨城県常総市 294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

2013/6/10 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 257,575,500 224,175,000 87.03%

Ｈ２５十日川排水機場
発電機修繕工事

千葉県成田市 290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

2013/6/10
（株）電業社機械製作
所

東京都大田区大森北１
－５－１

一般競争入札 有 29,788,500 29,400,000 98.70%

Ｈ２４睦橋橋梁補修他
工事

長野県東筑摩郡生坂村
～ 長野県長野市

260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

2013/6/10
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

一般競争入札 有 154,371,000 142,905,000 92.57%

Ｈ２４南田園低水護岸
工事

東京都福生市 268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

2013/6/10 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 140,343,000 121,800,000 86.79%

Ｈ２４東金野井上地区
築堤工事

千葉県野田市 294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 2013/6/10 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 118,230,000 102,900,000 87.03%

Ｈ２４黒子管内上流部
維持修繕工事

茨城県筑西市 263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

2013/6/10 （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 96,358,500 93,450,000 96.98%

Ｈ２４荒川左岸光ケー
ブル張替工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉
県川口市

200日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2013/6/10 池野通建（株）
東京都北区岸町１－９
－４

一般競争入札 有 67,872,000 59,325,000 87.41%

圏央道芝地区改良工事 千葉県成田市 160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

2013/6/11 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 168,630,000 156,030,000 92.53%

横浜税関監視部分庁舎
（１３）建築改修その
他工事

神奈川県横浜市 171日間 建築工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2013/6/11 （株）湘南営繕協会
神奈川県藤沢市亀井野
１－２４－２

一般競争入札 有 68,554,500 58,800,000 85.77%

Ｈ２４中妻地区築堤護
岸工事

茨城県常総市 290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

2013/6/11 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 290,661,000 255,150,000 87.78%

Ｈ２４秋山川右岸築堤
工事

栃木県佐野市 287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

2013/6/11 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 159,180,000 137,550,000 86.41%

Ｈ２４管内下流部維持
修繕工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくばみらい市

262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

2013/6/11 （株）関工務店
茨城県つくばみらい市
北山１４０－１－１

一般競争入札 有 94,437,000 85,995,000 91.06%

馬返工事用道路等工事 栃木県日光市 258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

2013/6/12 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 78,645,000 76,650,000 97.46%

圏央道島名地区跨道橋
下部工事

茨城県つくば市 198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

2013/6/12
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

一般競争入札 有 147,577,500 141,750,000 96.05%

さがみ縦貫角田三栗山
地区改良（その３）工
事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県相模原市

286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

2013/6/12 西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－
２０－１０

一般競争入札 有 4,912,257,000 4,370,835,000 88.98%

Ｈ２５圏央道白岡菖蒲
地区調整池工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉
県南埼玉郡白岡町

196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

2013/6/12 （株）木下建設
埼玉県南埼玉郡宮代町
東姫宮２－１－２

一般競争入札 有 220,584,000 191,100,000 86.63%

Ｈ２４東金野井下地区
築堤工事

千葉県野田市 292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 2013/6/12 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 210,798,000 181,650,000 86.17%

Ｈ２４荒川昭和築堤工
事

埼玉県さいたま市 286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

2013/6/12
（株）ケイワールド日
清

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

一般競争入札 有 365,001,000 322,350,000 88.31%

Ｈ２４向河原低水護岸
工事

栃木県さくら市 292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

2013/6/12 小島土建（株）
栃木県塩谷郡塩谷町風
見１１８８

一般競争入札 有 245,784,000 215,565,000 87.71%

Ｈ２５八王子南バイパ
ス他予定地管理工事

東京都八王子市 ～ 神
奈川県相模原市

197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

2013/6/13 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 156,093,000 136,500,000 87.45%

Ｈ２４桜木町地先堤防
補強工事

群馬県桐生市 285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

2013/6/13 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 209,023,500 185,850,000 88.91%

Ｈ２４元宿町地先堤防
補強工事

群馬県桐生市 285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

2013/6/13 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 294,105,000 255,150,000 86.75%

Ｈ２４管内東地区舗装
修繕工事

神奈川県横浜市 197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

2013/6/13 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 104,391,000 90,940,500 87.12%

Ｈ２４管内西地区舗装
修繕工事

神奈川県厚木市 197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

2013/6/13 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 106,354,500 99,750,000 93.79%

柏出張所管内路面補修
工事

千葉県柏市 231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

2013/6/14 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４
５８－１２

一般競争入札 有 89,092,500 82,740,000 92.87%
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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

長野県警察機動隊（１
３）給油施設建築その
他工事

長野県長野市 168日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2013/6/14 平穏土建（株）
長野県下高井郡山ノ内
町大字平穏４１２７－
２８

一般競争入札 有 22,092,000 21,514,500 97.39%

国道３５７号千葉地区
改良舗装（その５）工
事

千葉県千葉市 287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

2013/6/14 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

一般競争入札 有 163,012,500 140,280,000 86.05%

厚木税務署（１３）電
気設備改修工事

神奈川県厚木市 287日間 電気設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山
下町37-9横浜地方合同
庁舎

2013/6/14 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－
２２－１

一般競争入札 有 71,137,500 68,460,000 96.24%

Ｈ２４目黒高架橋耐震
補強他工事

神奈川県横浜市 196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

2013/6/14
（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 195,825,000 169,050,000 86.33%

Ｈ２４長野大橋塗装塗
替（その２）工事

長野県長野市 136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

2013/6/17
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 88,053,000 75,022,500 85.20%

Ｈ２４長野大橋塗装塗
替（その１）工事

長野県長野市 136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

2013/6/17
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

一般競争入札 有 159,810,000 135,975,000 85.09%

Ｈ２４伊讃管内維持修
繕工事

栃木県真岡市 ～ 栃木
県下野市

256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

2013/6/17 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 105,157,500 91,875,000 87.37%

防災情報表示設備工事 埼玉県さいたま市 227日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2013/6/18
日本テクニカル・サー
ビス（株）

東京都品川区西五反田
３－１３－２

一般競争入札 有 199,951,500 191,100,000 95.57%

長野地方合同庁舎（１
３）建築改修その他工
事

長野県長野市 192日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2013/6/18 （株）鹿北
長野県長野市桜新町６
６９－１

一般競争入札 有 98,742,000 87,045,000 88.15%

広域水管理情報表示設
備工事

埼玉県さいたま市 272日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2013/6/18 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内
２－７－３

一般競争入札 有 197,589,000 166,950,000 84.49%

圏央道幸手地区地盤改
良その５工事

埼玉県幸手市 190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

2013/6/18 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 280,875,000 240,450,000 85.61%

岩淵水門下流堤防強化
対策（Ｈ２４）工事

東京都足立区 269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 2013/6/18 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３
－３－１

一般競争入札 有 277,966,500 247,275,000 88.96%

Ｈ２５上湯原地区防災
ダム（Ｒ－１１）工事

群馬県吾妻郡長野原町 469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

2013/6/18 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 260,578,500 254,100,000 97.51%

Ｈ２４錦町低水護岸工
事

東京都立川市 265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

2013/6/18 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

一般競争入札 有 165,774,000 153,825,000 92.79%

柳原改良他工事 長野県長野市 254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

2013/6/19 （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 258,793,500 233,100,000 90.07%

高崎管内道路気象観測
設備改修工事

群馬県安中市 ～ 群馬
県利根郡みなかみ町

163日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/6/19 名古屋電機工業（株）
愛知県名古屋市中川区
横堀町１－３６

一般競争入札 有 41,989,500 36,435,000 86.77%

Ｈ２５沼田管内舗装修
繕工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 群馬県沼田市

226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 2013/6/19 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 219,177,000 191,100,000 87.19%

Ｈ２５京浜管内ＣＣＴ
Ｖ電源設備更新改良工
事

神奈川県横浜市 254日間 電気設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/6/19 （株）ケーネス
東京都港区新橋２－１
０－５

一般競争入札 有 76,702,500 73,185,000 95.41%

Ｈ２４　津宮地先上流
侵食対策工事

千葉県香取市 282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

2013/6/19 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 368,014,500 322,350,000 87.59%

渋江川排水対策工事 茨城県常陸太田市 253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

2013/6/20 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目
町５１７

一般競争入札 有 135,681,000 134,400,000 99.06%

圏央道幸手地区用排水
施設設置工事

埼玉県幸手市 278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

2013/6/20 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 228,879,000 210,000,000 91.75%

圏央道吉岡地区改良工
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

2013/6/20 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 321,468,000 297,150,000 92.44%

さがみ縦貫西久保ＪＣ
Ｔ他改良（その５）工
事

神奈川県茅ヶ崎市 190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

2013/6/20 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 180,600,000 158,550,000 87.79%

Ｈ２５町道林線室沢橋
上部工事

群馬県吾妻郡長野原町 278日間 鋼橋上部工事 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

2013/6/20 （株）角藤
長野県長野市南屋島５
１５

一般競争入札 有 55,681,500 48,510,000 87.12%

Ｈ２５管内改築区間改
良工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県藤沢市

284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

2013/6/20 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 115,237,500 110,250,000 95.67%

Ｈ２４荒川右岸光ケー
ブル張替工事

東京都北区 ～ 埼玉県
戸田市

190日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2013/6/20
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 43,963,500 38,850,000 88.37%

平成２４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

132日間 電気設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2013/6/21 井野電気工事（株）
埼玉県久喜市所久喜１
９９－２

一般競争入札 有 68,869,500 59,535,000 86.45%

Ｈ２５南水元一丁目地
区築堤工事

東京都葛飾区 203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 2013/6/21 松井建設（株）
東京都中央区新川１－
１７－２２

一般競争入札 有 170,079,000 159,390,000 93.72%

Ｈ２５圏央道白岡菖蒲
地区側道整備工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉
県南埼玉郡白岡町

252日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2013/6/21 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 161,742,000 144,900,000 89.59%

Ｈ２４福生低水護岸工
事

東京都福生市 262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

2013/6/21 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 159,999,000 143,535,000 89.71%

Ｈ２４五十部地先堤防
補強工事

栃木県足利市 277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

2013/6/21 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 260,452,500 225,750,000 86.68%
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武蔵野税務署（１３）
電気設備改修その他工
事

東京都武蔵野市 158日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2013/6/24 （有）ケイアンドアイ
東京都新宿区早稲田町
７７

一般競争入札 有 24,717,000 24,150,000 97.71%

宇都宮財務事務所（１
３）電気設備改修その
他工事

栃木県宇都宮市 179日間 電気設備工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2013/6/24 南星電機（株）
栃木県鹿沼市東末広町
１９３４－１３

一般競争入札 有 36,876,000 33,075,000 89.69%

Ｈ２５浄化機場ブロワ
設備外修繕工事

埼玉県戸田市 277日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/6/24 （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 88,137,000 86,100,000 97.69%

Ｈ２４利根川上流管内
（上流部）河川管理施
設補修工事

群馬県佐波郡玉村町 ～
埼玉県羽生市

280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

2013/6/24 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 350,920,500 311,850,000 88.87%

Ｈ２４利根川右岸上流
部堤防工事

千葉県印旛郡栄町 238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

2013/6/24 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７
２６－２

一般競争入札 有 229,404,000 198,660,000 86.60%

Ｈ２４葉鹿町地先浸食
対策工事

栃木県足利市 274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

2013/6/24 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

一般競争入札 有 126,462,000 107,310,000 84.86%

Ｈ２４渡良瀬遊水地周
辺河川管理施設補修工
事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

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

2013/6/24 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 328,692,000 301,875,000 91.84%

Ｈ２４渡良瀬川管内Ｃ
ＣＴＶ設備設置工事

栃木県足利市 ～ 群馬
県桐生市

185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

2013/6/24
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 87,360,000 76,020,000 87.02%

Ｈ２４江戸川管内遠隔
操作制御設備工事

千葉県野田市 ～ 千葉
県松戸市

263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 2013/6/24 （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 548,100,000 498,750,000 91.00%

Ｈ２５草加高架橋外橋
梁補修工事

埼玉県草加市 248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

2013/6/25 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 131,806,500 119,700,000 90.81%

Ｈ２５軽井沢除雪ス
テーション建築改修工
事

長野県北佐久郡軽井沢
町

66日間 建築工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/6/25 タルヤ建設（株）
群馬県富岡市富岡２７
５９

一般競争入札 有 16,579,500 11,077,500 66.81%

Ｈ２５久芳橋他橋梁補
修工事

群馬県安中市 248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 2013/6/25
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 89,418,000 89,250,000 99.81%

Ｈ２４江戸川水閘門表
示設備工事

東京都江戸川区 248日間 通信設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/6/25 池野通建（株）
東京都北区岸町１－９
－４

一般競争入札 有 83,643,000 74,550,000 89.13%

関東農政局熊谷支所
（１３）建築改修その
他工事

埼玉県熊谷市 142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

2013/6/26 （株）金子工務店
埼玉県熊谷市肥塚３－
３－８

一般競争入札 有 20,401,500 18,133,500 88.88%

河川情報設備更新工事 群馬県高崎市 170日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/6/26 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 56,763,000 55,650,000 98.04%

さいたま新都心合同庁
舎１号館（Ｈ２５）非
常用ＥＶ設備改修工事

埼玉県さいたま市 275日間 機械設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2013/6/26 東芝エレベータ（株）
東京都品川区北品川６
－５－２７

一般競争入札 有 43,669,500 40,950,000 93.77%

Ｈ２５・２６日立国道
管内緑地管理工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

611日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2013/6/26 （株）松風園
茨城県ひたちなか市長
砂６２５－２

一般競争入札 有 25,200,000 21,262,500 84.38%

Ｈ２４市場下町耐震堤
防工事

神奈川県横浜市 257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

2013/6/26 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 213,265,500 196,455,000 92.12%

Ｈ２４横浜国道管内西
地区構造物補修工事

神奈川県厚木市 184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

2013/6/26 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 109,168,500 103,950,000 95.22%

Ｈ２４綾瀬川・芝川等
浄化導水機場ポンプ設
備修繕工事

埼玉県川口市 275日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2013/6/26
（株）電業社機械製作
所

東京都大田区大森北１
－５－１

一般競争入札 有 214,221,000 210,000,000 98.03%

湾岸道路磯子改良舗装
（その３）工事

神奈川県横浜市 183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

2013/6/27 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 232,942,500 207,900,000 89.25%

田尻高谷改良その１５
工事

千葉県市川市 271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 2013/6/27 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 212,541,000 190,575,000 89.67%

田尻高谷改良その１４
工事

千葉県市川市 271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 2013/6/27 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 205,170,000 184,275,000 89.82%

Ｈ２５京浜管内光ファ
イバ敷設工事

神奈川県平塚市 ～ 神
奈川県茅ヶ崎市

260日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/6/27 三六電設（株）
神奈川県海老名市大谷
北１－９－２７

一般競争入札 有 62,895,000 55,965,000 88.98%

Ｈ２５つくば稲敷外環
境整備工事

茨城県つくば市 277日間 維持修繕工事 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

2013/6/27 （株）杉原建設
茨城県稲敷郡阿見町阿
見４６６６－３０８４

一般競争入札 有 77,049,000 67,725,000 87.90%

Ｈ２４万願寺低水護岸
工事

東京都日野市 263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

2013/6/27 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－
８－１８

一般競争入札 有 264,106,500 234,675,000 88.86%

Ｈ２４上小倉低水護岸
工事

栃木県宇都宮市 274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

2013/6/27 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 244,744,500 217,350,000 88.81%

Ｈ２４菖蒲川・笹目川
等浄化導水機場ポンプ
設備修繕工事

埼玉県戸田市 274日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2013/6/27 （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 78,214,500 76,650,000 98.00%

Ｈ２４五十部地先浸食
対策工事

栃木県足利市 271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

2013/6/27 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 223,240,500 202,650,000 90.78%

Ｈ２４丸井地区築堤工
事

千葉県野田市 277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 2013/6/27 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 208,687,500 181,650,000 87.04%



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

今福新田護岸工事 山梨県中央市 273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

2013/6/28 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原
町３７５－３

一般競争入札 有 106,890,000 101,850,000 95.28%

国道３５７号千葉地区
改良舗装（その６）工
事

千葉県千葉市 273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

2013/6/28 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

一般競争入札 有 287,605,500 255,150,000 88.72%

鏡中条護岸工事 山梨県南アルプス市 273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

2013/6/28 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－
１１－２２

一般競争入札 有 103,215,000 99,750,000 96.64%

Ｈ２５矢板出張所管内
路面補修（その１）工
事

栃木県那須塩原市 ～
栃木県矢板市

175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

2013/6/28 東昭建設（株）
栃木県矢板市扇町２－
５－１７

一般競争入札 有 101,472,000 92,400,000 91.06%

Ｈ２５直流電源設備修
繕工事

神奈川県相模原市 125日間
受変電設備工
事

相模川水系広域ダム管理
神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2013/6/28 （株）ケーネス
東京都港区新橋２－１
０－５

一般競争入札 有 4,893,000 3,864,000 78.97%

Ｈ２５大利根堤防強化
維持工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県久喜市

276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

2013/6/28 田部井土木（株）
埼玉県熊谷市玉井１７
８４－３

一般競争入札 有 119,091,000 107,100,000 89.93%

Ｈ２５京浜管内ネット
ワーク設備更新工事

神奈川県横浜市 259日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/6/28 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 198,859,500 197,400,000 99.27%

Ｈ２５宮ヶ瀬ダム放流
設備制御装置更新工事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県相模原市

260日間 機械設備工事 相模川水系広域ダム管理
神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2013/6/28
（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 146,202,000 140,700,000 96.24%

Ｈ２５　管内交通安全
施設整備（その２）工
事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

154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

2013/6/28 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

一般競争入札 有 184,663,500 168,000,000 90.98%

Ｈ２４利根川上流管内
（下流部）河川管理施
設補修工事

千葉県野田市 ～ 茨城
県守谷市

182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

2013/6/28 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 155,431,500 142,800,000 91.87%

Ｈ２４野田町地先浸食
対策工事

栃木県足利市 270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

2013/6/28 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 233,163,000 206,187,450 88.43%

Ｈ２４平井地区築堤工
事

千葉県野田市 276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 2013/6/28 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 165,480,000 143,850,000 86.93%

Ｈ２４鶴見中央二丁目
耐震堤防工事

神奈川県横浜市 259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

2013/6/28 （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 389,508,000 346,920,000 89.07%

Ｈ２４中野上町１丁目
低水護岸工事

東京都八王子市 255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

2013/6/28 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 127,606,500 115,500,000 90.51%

Ｈ２４中瀬高潮堤防工
事

神奈川県川崎市 255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

2013/6/28
（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 233,940,000 211,995,000 90.62%

Ｈ２４大黒町河道掘削
工事

神奈川県横浜市 262日間
河川しゅんせ
つ工事

京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2013/6/28 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 271,425,000 242,025,000 89.17%

Ｈ２４多摩川下流護岸
等補修工事

神奈川県川崎市 217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

2013/6/28 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

一般競争入札 有 94,615,500 90,720,000 95.88%

Ｈ２４市川南三丁目地
区低水護岸工事

千葉県市川市 276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 2013/6/28 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 319,630,500 284,025,000 88.86%

Ｈ２４市川四丁目地区
低水護岸工事

千葉県市川市 276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 2013/6/28 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

一般競争入札 有 257,113,500 230,160,000 89.52%


