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圏央道花島高架橋ＢＲ
１下部工事

茨城県常総市 273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

2013/7/1 （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 184,873,500 172,200,000 93.14%

Ｈ２５品木ダム管内補
修工事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡中之条町

273日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2013/7/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 14,301,000 13,860,000 96.92%

Ｈ２５・２６岩瀬国道
管内緑地管理工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県笠間市

606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

2013/7/1 （株）関城造園
茨城県筑西市関本肥土
３６２

一般競争入札 有 41,338,500 38,010,000 91.95%

厚木税務署（１３）機
械設備改修工事

神奈川県厚木市 269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

2013/7/2 日本設備工業（株）
東京都千代田区大手町
１－７－２

一般競争入札 有 86,478,000 71,925,000 83.17%

Ｈ２５水戸国道管内緑
地管理工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

241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

2013/7/2 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

一般競争入札 有 31,405,500 26,880,000 85.59%

Ｈ２４田川地先下流侵
食対策工事

茨城県稲敷郡河内町 251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

2013/7/2 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 349,891,500 315,000,000 90.03%

臨海副都心地区（海
側）舗装工事

東京都江東区 212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

2013/7/3 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 144,921,000 128,100,000 88.39%

大磯・金沢管内電線共
同溝補修工事

神奈川県平塚市 ～ 神
奈川県横須賀市

240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

2013/7/3 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 184,149,000 165,900,000 90.09%

甲府管内路面補修その
１工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県南巨摩郡南部町

163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

2013/7/3 日東建設（株）
山梨県甲府市朝日２－
１３－４

一般競争入札 有 59,241,000 58,800,000 99.26%

Ｈ２５矢板出張所管内
路面補修（その２）工
事

栃木県那須塩原市 170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

2013/7/3 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 103,246,500 90,825,000 87.97%

Ｈ２５坂東つくば環境
整備工事

茨城県坂東市 271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

2013/7/3 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 76,188,000 68,250,000 89.58%

Ｈ２５甲府管内ゲート
設備修繕工事

山梨県南巨摩郡身延町 177日間 機械設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/7/3 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 21,504,000 21,420,000 99.61%

Ｈ２５・２６鹿嶋国道
管内緑地管理工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県潮来市

604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

2013/7/3 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

一般競争入札 有 37,747,500 33,180,000 87.90%

Ｈ２４田川地先上流侵
食対策工事

茨城県稲敷郡河内町 244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

2013/7/3 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 350,931,000 313,320,000 89.28%

神奈川管内電線共同溝
補修工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

239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

2013/7/4
（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 184,306,500 161,700,000 87.73%

市川大門護岸工事
山梨県西八代郡市川三
郷町

267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

2013/7/4 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 101,199,000 99,750,000 98.57%

Ｈ２５中妻低水護岸工
事

茨城県常総市 256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

2013/7/4 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 247,453,500 226,800,000 91.65%

Ｈ２５構内緑地管理工
事

千葉県松戸市 149日間 造園工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2013/7/4 新都市緑化建設（株）
埼玉県川口市西立野５
５６－１

一般競争入札 有 9,481,500 8,024,100 84.63%

Ｈ２４白河内工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 264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

2013/7/4 （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 190,018,500 186,900,000 98.36%

Ｈ２４小武川中流部導
流堤工事

山梨県韮崎市 264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

2013/7/4 小林建設（株）
山梨県南アルプス市有
野２７２４

一般競争入札 有 258,972,000 245,700,000 94.88%

圏央道飯沼川高架橋Ｂ
Ｒ６・７下部工事

茨城県坂東市 269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

2013/7/5 （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 273,357,000 243,075,000 88.92%

さいたま新都心合同庁
舎２号館（Ｈ２５）非
常用ＥＶ設備改修工事

埼玉県さいたま市 266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

2013/7/5
三菱電機ビルテクノ
サービス（株）

東京都荒川区荒川７－
１９－１

一般競争入札 有 33,222,000 31,920,000 96.08%

Ｈ２５新４号・５０号
道路環境整備工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県古河市

210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

2013/7/5 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 23,824,500 22,050,000 92.55%

Ｈ２５圏央道川田谷地
区外舗装その他工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉
県入間市

238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

2013/7/5 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 259,497,000 231,525,000 89.22%

Ｈ２５管内改築区間管
理（その３）工事

神奈川県伊勢原市 168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

2013/7/5 （株）田口園芸
神奈川県相模原市横山
台２－１３－１６

一般競争入札 有 43,249,500 40,530,000 93.71%

Ｈ２５　２０号南浅川
地区防災工事

東京都八王子市 238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

2013/7/5 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 162,718,500 156,450,000 96.15%

Ｈ２４利根川上流管内
（中流部）河川管理施
設補修工事

埼玉県加須市 ～ 茨城
県古河市

175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

2013/7/5 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 100,191,000 88,725,000 88.56%

湾岸道路磯子改良舗装
（その２）工事

神奈川県横浜市 266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

2013/7/8 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 287,217,000 269,010,000 93.66%

圏央道高地区橋梁上部
工事

千葉県成田市 249日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-
26アーバンスクエア土
浦ビル4階

2013/7/8
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

一般競争入札 有 241,279,500 218,400,000 90.52%

Ｈ２５石塚高架橋耐震
補強工事

埼玉県深谷市 255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

2013/7/8
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 156,765,000 139,125,000 88.75%
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Ｈ２５春日部管内車道
横断管補修工事（その
２）

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県越谷市

235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

2013/7/8 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

一般競争入札 有 122,335,500 116,550,000 95.27%

Ｈ２４荒川大芦築堤工
事

埼玉県鴻巣市 260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

2013/7/8 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 127,365,000 112,350,000 88.21%

竜ヶ崎税務署（１３）
建築改修その他工事

茨城県龍ヶ崎市 169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

2013/7/9 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金
江津５１０７

一般競争入札 有 135,975,000 124,950,000 91.89%

中部横断富士川橋上部
工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

1102日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/7/9
ＪＦＥエンジニアリン
グ（株）

神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

一般競争入札 有 5,115,789,000 4,589,550,000 89.71%

盛土造成地線改良工事 群馬県吾妻郡東吾妻町 265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

2013/7/9 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 269,062,500 247,590,000 92.02%

骨材プラントヤード造
成工事

群馬県吾妻郡東吾妻町 265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

2013/7/9 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 291,637,500 259,560,000 89.00%

圏央道坂東弓田地区高
架橋下部工事

茨城県坂東市 261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

2013/7/9 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西
湊町通三ノ町３３００
－３

一般競争入札 有 340,725,000 321,825,000 94.45%

Ｈ２５北千葉支所管内
維持工事

千葉県印西市 265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

2013/7/9 （株）篠崎工務店
茨城県龍ヶ崎市光順田
１６８４

一般競争入札 有 54,978,000 53,550,000 97.40%

Ｈ２５土浦国道管内緑
地管理工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県石岡市

234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

2013/7/9 つくば都市緑化（株）
茨城県つくば市下別府
４８９－８１

一般競争入札 有 26,911,500 26,355,000 97.93%

Ｈ２５長野国道管内道
路情報板更新工事

長野県長野市 189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

2013/7/9 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 87,402,000 70,980,000 81.21%

Ｈ２５長野国道管内道
路照明灯更新工事

長野県長野市 234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

2013/7/9 （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 71,484,000 64,050,000 89.60%

Ｈ２５牛久沼水門塗装
工事

茨城県龍ヶ崎市 234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

2013/7/9 呉光塗装（株）
千葉県松戸市中根長津
町２５

一般競争入札 有 29,631,000 22,732,500 76.72%

Ｈ２４布川地先護岸工
事

茨城県北相馬郡利根町 251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

2013/7/9 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金
江津５１０７

一般競争入札 有 237,415,500 211,218,000 88.97%

Ｈ２４下館河川事務所
管内排水機場防雷設備
工事

茨城県下妻市 248日間 機械設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2013/7/9
（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 270,364,500 258,300,000 95.54%

中部横断田原川橋上部
工事

山梨県南巨摩郡身延町 447日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/7/10 （株）錢高組
大阪府大阪市西区西本
町２－２－１１

一般競争入札 有 1,011,811,500 889,875,000 87.95%

高崎管内照明灯改修
（その１）工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

170日間 電気設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/7/10 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町
２８５

一般競争入札 有 105,273,000 93,870,000 89.17%

圏央道神崎ＩＣ改良そ
の３２工事

千葉県香取郡神崎町 170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

2013/7/10 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

一般競争入札 有 291,763,500 257,775,000 88.35%

Ｈ２５森林公園管理施
設等改修工事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

142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 2013/7/10 箱根植木（株）
東京都杉並区上高井戸
３－５－１５

一般競争入札 有 142,296,000 133,140,000 93.57%

Ｈ２４石井管内維持修
繕工事

栃木県宇都宮市 233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

2013/7/10 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 192,003,000 177,975,000 92.69%

Ｈ２４荒川明秋築堤工
事

埼玉県比企郡吉見町 258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

2013/7/10 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７
０５－２

一般競争入札 有 220,416,000 197,400,000 89.56%

木更津出張所管内防災
対策工事

千葉県富津市 204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

2013/7/11 （株）渡辺工務店
千葉県富津市富津１１
１

一般競争入札 有 64,753,500 57,330,000 88.54%

西柴電線共同溝路面復
旧工事

神奈川県横浜市 232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

2013/7/11 前田道路（株）
東京都品川区大崎１－
１１－３

一般競争入札 有 136,090,500 124,950,000 91.81%

渋谷駅東口地下歩道
（南東部）構築工事

東京都渋谷区 963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

2013/7/11 東急建設（株）
東京都渋谷区渋谷１－
１６－１４

一般競争入札 有 1,473,517,500 1,407,000,000 95.49%

圏央道飯沼川高架橋Ｂ
Ｒ９・１０下部その他
工事

茨城県常総市 263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

2013/7/11 （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 252,493,500 226,275,000 89.62%

圏央道上郷高架橋ＢＲ
２下部その他工事

茨城県つくば市 263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

2013/7/11 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－
１６－２４

一般競争入札 有 96,232,500 88,200,000 91.65%

圏央道高須賀第１高架
橋下部その２工事

茨城県つくば市 263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

2013/7/11 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 133,906,500 126,000,000 94.10%

Ｈ２５浅間山出張所光
ケーブル敷設工事

長野県小諸市 ～ 長野
県佐久市

169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 2013/7/11 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３
－９－１

一般競争入札 有 27,163,500 26,460,000 97.41%

Ｈ２５　１６号八高線
跨線橋耐震補強補修工
事

東京都西多摩郡瑞穂町 232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

2013/7/11 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 121,768,500 116,550,000 95.71%

Ｈ２４西高野地区堤防
整備工事

千葉県野田市 257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 2013/7/11 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西
湊町通三ノ町３３００
－３

一般競争入札 有 524,695,500 470,820,000 89.73%
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Ｈ２４荒川三保谷宿築
堤工事

埼玉県比企郡川島町 257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

2013/7/11
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

一般競争入札 有 270,784,500 240,240,000 88.72%

Ｈ２４広沢町間ノ島地
先堤防補強工事

群馬県桐生市 257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

2013/7/11 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 210,735,000 186,690,000 88.59%

Ｈ２４久保山低水護岸
工事

東京都八王子市 249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

2013/7/11 林建設（株）
東京都調布市小島町２
－５６－３

一般競争入札 有 160,881,000 148,575,000 92.35%

有馬・ひばりが丘電線
共同溝路面復旧工事

神奈川県川崎市 ～ 神
奈川県座間市

231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

2013/7/12 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 120,949,500 115,500,000 95.49%

富士川下流情報管路布
設工事

静岡県富士市 ～ 静岡
県静岡市

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

2013/7/12 （株）井出組
静岡県富士市島田町２
－１１５

一般競争入札 有 99,382,500 98,700,000 99.31%

成田空港合同庁舎（Ｈ
２５）機械設備改修そ
の他工事

千葉県成田市 231日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2013/7/12 新菱冷熱工業（株）
東京都新宿区四谷２－
４

一般競争入札 有 154,665,000 152,250,000 98.44%

圏央道飯沼川高架橋Ｂ
Ｒ８・９下部工事

茨城県常総市 262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

2013/7/12 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 289,590,000 258,510,000 89.27%

磯子地区電線共同溝路
面復旧工事

神奈川県横浜市 231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

2013/7/12 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 163,621,500 145,950,000 89.20%

Ｈ２４矢田部地先護岸
工事

茨城県神栖市 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

2013/7/12 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７
２６－２

一般競争入札 有 112,770,000 101,325,000 89.85%

Ｈ２４真岡管内外維持
修繕工事

栃木県真岡市 ～ 茨城
県筑西市

231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

2013/7/12 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 174,993,000 170,100,000 97.20%

Ｈ２４岩淵管内ゲート
設備更新工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉
県戸田市

259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 2013/7/12 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 276,717,000 249,480,000 90.16%

山梨県警察機動隊（１
３）給油施設建築その
他工事

山梨県甲斐市 136日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2013/7/16 昭和建設工業（株）
山梨県甲府市寿町２９
－１

一般競争入札 有 25,242,000 21,399,000 84.78%

横浜税関本牧埠頭出張
所（１３）電気設備改
修その他工事

神奈川県横浜市 213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

2013/7/16 丸子電気工事（株）
神奈川県横浜市青葉区
しらとり台３４－１３

一般競争入札 有 27,667,500 25,725,000 92.98%

Ｈ２５富士吉田管内交
通安全対策工事

山梨県富士吉田市 ～
山梨県南都留郡富士河
口湖町

227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

2013/7/16 （株）甲陽
山梨県甲府市国母７－
１１－４

一般競争入札 有 73,195,500 72,450,000 98.98%

Ｈ２５那珂管内下流部
補修工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県東茨城郡城里町

227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

2013/7/16 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 132,216,000 111,300,000 84.18%

Ｈ２５久慈川下流管内
補修工事

茨城県那珂郡東海村 227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

2013/7/16 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 105,094,500 85,680,000 81.53%

Ｈ２５越本護床工工事 群馬県利根郡片品村 237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 2013/7/16 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須
賀川７－１

一般競争入札 有 112,003,500 99,540,000 88.87%

Ｈ２４元本郷低水護岸
工事

東京都八王子市 244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

2013/7/16 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 281,169,000 261,555,000 93.02%

Ｈ２４下石原河道掘削
工事

東京都調布市 244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

2013/7/16 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 234,559,500 218,400,000 93.11%

湾岸道路根岸遮音壁他
設置工事

神奈川県横浜市 198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

2013/7/17 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

一般競争入札 有 296,173,500 262,500,000 88.63%

中部横断大島地区トン
ネル工事

山梨県南巨摩郡身延町 1346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

2013/7/17
中部横断大島地区トン
ネル工事大成・名工特
定建設工事共同企業体

東京都新宿区西新宿６
－８－１

一般競争入札 有 5,225,556,000 4,566,975,000 87.40%

高崎管内照明灯改修
（その２）工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県安中市

170日間 電気設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/7/17 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 101,944,500 97,650,000 95.79%

Ｈ２５荒川太郎右衛門
自然再生工事

埼玉県桶川市 198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

2013/7/17 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 288,361,500 253,260,000 87.83%

Ｈ２４荒川小谷築堤工
事

埼玉県鴻巣市 251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

2013/7/17 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 265,471,500 235,200,000 88.60%

Ｈ２４荒川下流ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

埼玉県戸田市 ～ 東京
都足立区

198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 2013/7/17
（株）日立国際八木ソ
リューションズ

東京都小平市回田町３
９３

一般競争入札 有 65,467,500 61,425,000 93.83%

笛吹川樹木伐開その他
工事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県笛吹市

253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

2013/7/18 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 29,358,000 27,300,000 92.99%

千葉港湾合同庁舎（１
３）建築改修その他工
事

千葉県千葉市 162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

2013/7/18 東洋建設（株）
東京都江東区青海２－
４－２４青海フロン
ティアビル１３Ｆ

一般競争入札 有 301,875,000 275,625,000 91.30%

圏央道水海道ＩＣ改良
その４工事

茨城県常総市 209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

2013/7/18
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

一般競争入札 有 202,398,000 182,700,000 90.27%

圏央道高須賀第１高架
橋下部その１工事

茨城県つくば市 256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

2013/7/18 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

一般競争入札 有 171,990,000 170,100,000 98.90%

横浜税関山下埠頭出張
所外１件（１３）機械
設備改修その他工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

197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

2013/7/18 （株）丹野設備工業所
神奈川県伊勢原市上粕
屋４４８－１９

一般競争入札 有 139,230,000 138,495,000 99.47%
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一般競争入札・
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予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２５長野国道管内気
象観測設備更新（その
１）工事

長野県長野市 225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

2013/7/18 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３
－９－１

一般競争入札 有 95,392,500 89,250,000 93.56%

Ｈ２５森林公園予備発
電設備整備工事

埼玉県比企郡滑川町 134日間
受変電設備工
事

国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2013/7/18 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－
１８－１０

一般競争入札 有 44,478,000 42,840,000 96.32%

Ｈ２４富川地先築堤工
事

千葉県銚子市 228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

2013/7/18 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 60,679,500 56,700,000 93.44%

Ｈ２４築比地中地区築
堤工事

埼玉県北葛飾郡松伏町 256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 2013/7/18 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻
区城南５－６－６

一般競争入札 有 239,788,500 212,625,000 88.67%

Ｈ２４谷田川排水樋管
外ゲート設備修繕工事

群馬県邑楽郡板倉町 253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

2013/7/18 佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町
鉾本２２０

一般競争入札 有 155,746,500 147,315,000 94.59%

Ｈ２４荒川下流堀切菖
蒲水門ほか受変電設備
工事

東京都葛飾区 ～ 東京
都北区

225日間
受変電設備工
事

荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2013/7/18 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－
１８－１０

一般競争入札 有 75,253,500 73,710,000 97.95%

石原地先護岸工事 群馬県高崎市 255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 2013/7/19 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 123,501,000 110,250,000 89.27%

身延地区護岸補修その
他工事

山梨県南巨摩郡身延町 252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

2013/7/19 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 149,247,000 138,390,000 92.73%

山崎改良（その３）工
事

神奈川県足柄下郡箱根
町

244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

2013/7/19 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 97,440,000 92,925,000 95.37%

Ｈ２５水戸管内上流部
補修工事

茨城県水戸市 224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

2013/7/19 珂北開発（株）
茨城県常陸太田市花房
町５１－１

一般競争入札 有 134,620,500 119,700,000 88.92%

Ｈ２５久慈川上流管内
補修工事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県那珂市

224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

2013/7/19 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

一般競争入札 有 71,526,000 63,052,500 88.15%

Ｈ２４今福町地先浸食
対策工事

栃木県足利市 249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

2013/7/19 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 190,029,000 170,100,000 89.51%

Ｈ２４荒川小谷上築堤
工事

埼玉県鴻巣市 231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

2013/7/19 （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 139,944,000 124,110,000 88.69%

Ｈ２４荒川下流遠隔監
視制御設備改修工事

東京都北区 ～ 埼玉県
川口市

252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 2013/7/19 （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 228,039,000 220,500,000 96.69%

神流川河道整正工事 群馬県藤岡市 252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 2013/7/22 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 101,997,000 93,135,000 91.31%

Ｈ２４布佐地先下流護
岸工事

千葉県我孫子市 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

2013/7/22 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５
３－１

一般競争入札 有 259,917,000 234,150,000 90.09%

Ｈ２４須賀高潮堤防工
事

神奈川県平塚市 221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

2013/7/22 亀井工業（株）
神奈川県茅ヶ崎市南湖
１－４－２５

一般競争入札 有 159,778,500 143,325,000 89.70%

農筑事研究情報セン
ター外１件（１３）機
械設備改修その他工事

茨城県つくば市 157日間
暖冷房衛生設
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

2013/7/23 菊地設備工業（株）
茨城県水戸市石川４－
４０３０－１１

一般競争入札 有 60,585,000 57,750,000 95.32%

東海地区下流堤防補強
工事

茨城県那珂郡東海村 220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

2013/7/23 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 297,066,000 267,750,000 90.13%

男鹿川管理施設補修工
事

栃木県日光市 248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

2013/7/23 （株）八興建設
栃木県日光市千本木３
７９－２

一般競争入札 有 49,539,000 48,300,000 97.50%

高崎河川ＣＣＴＶ設備
更新工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

220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 2013/7/23 （株）日立国際電気
東京都千代田区外神田
４－１４－１

一般競争入札 有 169,228,500 146,475,000 86.55%

蒲原根固め設置その他
工事

静岡県静岡市 248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

2013/7/23 地成建設（株）
静岡県富士宮市長貫６
７５－２

一般競争入札 有 127,417,500 120,750,000 94.77%

Ｈ２５那珂管内上流部
補修工事

茨城県那珂市 ～ 茨城
県常陸大宮市

220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

2013/7/23 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

一般競争入札 有 86,740,500 77,700,000 89.58%

Ｈ２４荒川三町免築堤
工事

埼玉県鴻巣市 245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

2013/7/23 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 285,558,000 254,100,000 88.98%

無停電電源設備更新工
事

群馬県高崎市 191日間
受変電設備工
事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/7/24 門倉テクノ（株）
群馬県前橋市下細井町
５０１－１

一般競争入札 有 15,876,000 14,910,000 93.92%

石神外宿地区堤防補強
工事

茨城県那珂郡東海村 219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

2013/7/24 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
－６－７

一般競争入札 有 297,108,000 264,705,000 89.09%

甲府河川ＣＣＴＶカメ
ラ装置改修工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

149日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/7/24 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 191,100,000 170,100,000 89.01%

Ｈ２５西浦中岸天端補
修及び側帯整備工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県かすみがうら市

224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 2013/7/24 樋口土木（株）
茨城県稲敷郡阿見町住
吉２－３－１９

一般競争入札 有 261,859,500 253,050,000 96.64%

Ｈ２５西浦左岸及び西
浦耕地側帯整備工事

茨城県行方市 ～ 茨城
県小美玉市

222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 2013/7/24 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 219,681,000 199,500,000 90.81%

Ｈ２５水戸管内下流部
補修工事

茨城県ひたちなか市 219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

2013/7/24 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 112,308,000 101,640,000 90.50%

Ｈ２４川島排水樋管土
砂掘削工事

埼玉県比企郡川島町 239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

2013/7/24 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区天沼町１－４７６－
２

一般競争入札 有 51,576,000 50,400,000 97.72%

Ｈ２４広沢町地先堤防
補強工事

群馬県桐生市 244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

2013/7/24 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 274,753,500 257,250,000 93.63%
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湾岸道路根岸地区改良
他工事

神奈川県横浜市 249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

2013/7/25 （株）厚木植木
神奈川県厚木市三田１
７４－４

一般競争入札 有 134,022,000 123,900,000 92.45%

東海地区上流堤防補強
工事

茨城県那珂郡東海村 218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

2013/7/25 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 297,643,500 269,745,000 90.63%

田尻高谷改良その１６
工事

千葉県市川市 243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 2013/7/25 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 288,414,000 260,400,000 90.29%

大月バイパス桂川橋下
部工事

山梨県大月市 340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

2013/7/25 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 122,314,500 118,125,000 96.57%

新三国トンネル改良他
工事

新潟県南魚沼郡湯沢町
～ 群馬県利根郡みなか
み町

377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 2013/7/25 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－
１４－１４

一般競争入札 有 291,910,500 273,000,000 93.52%

小川地区堤防補強工事 栃木県那須郡那珂川町 218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

2013/7/25 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 235,914,000 210,000,000 89.02%

Ｈ２５北浦管内側帯整
備工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城
県行方市

196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 2013/7/25 （株）羽生工務店
茨城県行方市内宿９０
６番地

一般競争入札 有 186,438,000 167,475,000 89.83%

Ｈ２５貢川橋上部工事 山梨県甲府市 211日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/7/25 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 80,976,000 72,975,000 90.12%

Ｈ２５外浪逆浦管内天
端補修工事

茨城県潮来市 ～ 千葉
県香取市

224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 2013/7/25 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０
８－８

一般競争入札 有 239,767,500 225,750,000 94.15%

Ｈ２５烏川流域及び神
流川流域整備工事

群馬県高崎市 ～ 群馬
県藤岡市

238日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2013/7/25 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 48,310,500 45,150,000 93.46%

Ｈ２４目吹河川防災ス
テーション整備工事

千葉県野田市 155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

2013/7/25 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 235,704,000 211,050,000 89.54%

Ｈ２４築比地上地区築
堤工事

埼玉県北葛飾郡松伏町
～ 埼玉県春日部市

249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 2013/7/25 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 266,920,500 241,500,000 90.48%

Ｈ２４大圦排水樋管建
築改修工事

埼玉県さいたま市 218日間 建築工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/7/25 （株）秋山建設
埼玉県大里郡寄居町立
原５３５－１

一般競争入札 有 9,607,500 6,268,500 65.25%

Ｈ２４相生町地先堤防
補強工事

群馬県桐生市 243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

2013/7/25 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 281,368,500 250,425,000 89.00%

Ｈ２４新宿新田地区築
堤工事

埼玉県春日部市 249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 2013/7/25 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 225,235,500 203,700,000 90.44%

Ｈ２４佐野河川出張所
管内ゲート設備工事

栃木県足利市 218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

2013/7/25 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 59,839,500 58,800,000 98.26%

吉田地区堤防補強工事 栃木県那須郡那珂川町 217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

2013/7/26 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 254,215,500 227,430,000 89.46%

Ｈ２５水面清掃外工事 茨城県土浦市 127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 2013/7/26 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 31,794,000 31,500,000 99.08%

Ｈ２４通殿川排水機場
外壁その他改修工事

埼玉県熊谷市 147日間 建築工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2013/7/26 （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 23,131,500 22,680,000 98.05%

Ｈ２４外郭放水路土砂
撤去工事

埼玉県春日部市 248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 2013/7/26 （株）奥村組
大阪府大阪市阿倍野区
松崎町２－２－２

一般競争入札 有 174,079,500 153,300,000 88.06%

Ｈ２４越辺川管内河道
掘削その他工事

埼玉県坂戸市 241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

2013/7/26 （株）中村組
埼玉県比企郡吉見町下
細谷３０６－１

一般競争入札 有 53,497,500 52,500,000 98.14%

国道５０号下館ＢＰ標
識設置工事

茨城県筑西市 214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

2013/7/29 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細
田１－１２

一般競争入札 有 82,267,500 72,450,000 88.07%

国道４号杉戸地区改良
他工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町
～ 埼玉県春日部市

239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

2013/7/29 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 326,686,500 309,750,000 94.82%

Ｈ２５大久保沢砂防堰
堤工事

群馬県桐生市 213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

2013/7/29 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 73,332,000 67,200,000 91.64%

Ｈ２５熊谷管内照明設
備改修工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉
県深谷市

151日間 電気設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2013/7/29 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

一般競争入札 有 90,384,000 85,470,000 94.56%

Ｈ２４利根川上流画像
蓄積装置設置工事

埼玉県久喜市 151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

2013/7/29 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 53,245,500 48,300,000 90.71%

Ｈ２４利根川下流管内
閘門監視用ＣＣＴＶ設
備工事

千葉県香取市 242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

2013/7/29 （株）日立国際電気
東京都千代田区外神田
４－１４－１

一般競争入札 有 109,620,000 98,700,000 90.04%

Ｈ２４利根川下流管内
河川監視用ＣＣＴＶ設
備工事

千葉県香取市 242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

2013/7/29 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

一般競争入札 有 128,572,500 116,550,000 90.65%

Ｈ２４茂手木河道掘削
工事

埼玉県羽生市 ～ 群馬
県邑楽郡板倉町

151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

2013/7/29 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３
－７－９

一般競争入札 有 178,699,500 159,915,000 89.49%

Ｈ２４北千葉導水路監
視用ＣＣＴＶ設備工事

千葉県印西市 242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

2013/7/29 （株）日立国際電気
東京都千代田区外神田
４－１４－１

一般競争入札 有 130,494,000 117,600,000 90.12%

Ｈ２４板倉待辺地区築
堤工事

群馬県邑楽郡板倉町 151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

2013/7/29 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 131,355,000 117,600,000 89.53%

Ｈ２４田川水門開閉装
置更新工事

栃木県小山市 228日間 機械設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2013/7/29 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 59,986,500 59,850,000 99.77%

Ｈ２４古河水海築堤工
事

茨城県古河市 151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

2013/7/29 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 312,238,500 279,090,000 89.38%
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Ｈ２４加須河道掘削工
事

埼玉県加須市 151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

2013/7/29 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 359,887,500 324,030,000 90.04%

品木ダム脱水機場周辺
整備工事

群馬県吾妻郡中之条町 244日間 一般土木工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2013/7/30 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 79,705,500 78,750,000 98.80%

大井環七立体照明設備
（その２）工事

東京都大田区 ～ 東京
都品川区

143日間 電気設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2013/7/30
エスティ興業設備
（株）

東京都品川区東五反田
１丁目１０番９号

一般競争入札 有 46,294,500 33,862,500 73.15%

圏央道高須賀地区地盤
改良工事

茨城県つくば市 185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

2013/7/30 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 260,599,500 245,700,000 94.28%

圏央道慶作前地区高架
橋上部その２工事

埼玉県幸手市 427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

2013/7/30 （株）駒井ハルテック
大阪府大阪市港区磯路
２－２０－２１

一般競争入札 有 1,469,380,500 1,329,930,000 90.51%

圏央道慶作前地区高架
橋上部その１工事

埼玉県幸手市 427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

2013/7/30
三菱重工鉄構エンジニ
アリング（株）

広島県広島市中区江波
沖町５－１

一般競争入札 有 1,722,462,000 1,542,240,000 89.54%

Ｈ２５片品川流域砂防
整備工事

群馬県沼田市 ～ 群馬
県利根郡片品村

238日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2013/7/30 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須
賀川７－１

一般競争入札 有 42,672,000 38,325,000 89.81%

Ｈ２５関守一号床固工
事

群馬県みどり市 ～ 群
馬県桐生市

238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

2013/7/30 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 118,083,000 106,575,000 90.25%

Ｈ２４向津地先侵食対
策工事

千葉県香取市 230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

2013/7/30 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 363,856,500 333,900,000 91.77%

日立管内他橋梁補修工
事

茨城県日立市 ～ 茨城
県ひたちなか市

232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

2013/7/31 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

一般競争入札 有 233,866,500 225,750,000 96.53%

新４号五霞地区道路改
良（その３）工事

茨城県猿島郡五霞町 240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

2013/7/31 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

一般競争入札 有 165,669,000 148,890,000 89.87%

小山大橋外橋梁補修工
事

栃木県小山市 204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

2013/7/31 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 147,367,500 135,240,000 91.77%

市川共同溝補強その２
工事

千葉県市川市 210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

2013/7/31 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 290,671,500 264,600,000 91.03%

国道４号幸手地区改良
その１工事

埼玉県幸手市 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

2013/7/31 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１
６２５－２

一般競争入札 有 348,757,500 318,150,000 91.22%

圏央道江戸崎駒塚地区
改良工事

茨城県稲敷市 173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

2013/7/31 大昭建設（株）
茨城県龍ケ崎市１６８
６

一般競争入札 有 80,199,000 77,175,000 96.23%

Ｈ２５波崎管内護岸等
維持補修工事

茨城県神栖市 ～ 千葉
県香取市

212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 2013/7/31 室田建設（株）
千葉県香取市扇島６６
－１

一般競争入札 有 216,258,000 198,030,000 91.57%

Ｈ２５　１６号拝島橋
耐震補強補修工事

東京都昭島市 243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

2013/7/31 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

一般競争入札 有 199,657,500 187,950,000 94.14%

Ｈ２４富士川砂防事務
所土砂移動検知システ
ム整備工事

山梨県甲府市 232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

2013/7/31 （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 75,537,000 70,140,000 92.86%

Ｈ２４都幾川下唐子低
水護岸工事

埼玉県東松山市 237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

2013/7/31 （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 141,540,000 127,575,000 90.13%

Ｈ２４深井新田地区低
水護岸工事

千葉県流山市 243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 2013/7/31 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 176,515,500 157,080,000 88.99%

Ｈ２４氏家管内維持修
繕工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県塩谷郡塩谷町

212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

2013/7/31 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 106,774,500 94,815,000 88.80%

Ｈ２４熊谷管内河道整
正工事

埼玉県熊谷市 237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

2013/7/31 （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 95,329,500 91,350,000 95.83%


