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Ｈ２４黒子出張所下流部維
持修繕工事

茨城県下妻市 179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 2013/9/2 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１８
－１

一般競争入札 有 74,560,500 72,450,000 97.17%

国道１６号町田立体改良
（その１１）工事

東京都町田市 199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

2013/9/2 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 246,739,500 231,000,000 93.62%

消防大学校（１３）建築改
修工事

東京都調布市 165日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2013/9/2 （株）マルリョウ
東京都福生市牛浜６０高
波ビル２Ｆ

一般競争入札 有 59,346,000 49,035,000 82.63%

Ｈ２５矢板出張所管内交通
安全対策工事

栃木県矢板市 199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

2013/9/2 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 77,637,000 71,925,000 92.64%

堀込高架橋橋梁補修工事 栃木県足利市 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

2013/9/2 （株）ゼンテック
東京都墨田区東駒形２－
１３－３

一般競争入札 有 89,481,000 84,315,000 94.23%

さがみ縦貫西久保ＪＣＴ改
良（その３）工事

神奈川県茅ヶ崎市 116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

2013/9/2 藤造園建設（株）
神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢中町６番７号

一般競争入札 有 97,965,000 86,415,000 88.21%

Ｈ２５荒川上流ＣＣＴＶ設備
改修工事

埼玉県川越市 206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 2013/9/3 （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 78,550,500 73,500,000 93.57%

Ｈ２４中分道上堤防強化
（下）工事

埼玉県加須市 153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

2013/9/3 いなば建設（株）
栃木県小山市大行寺１２０
５－３

一般競争入札 有 62,044,500 54,987,450 88.63%

Ｈ２５春日部・浦和・大宮管
内照明設備改修工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県川越市

178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

2013/9/3 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４－
７－９

一般競争入札 有 277,294,500 249,480,000 89.97%

Ｈ２５・２６圏央道桶川イン
ター改良その３工事

埼玉県桶川市 450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

2013/9/4 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 272,538,000 252,000,000 92.46%

Ｈ２４平野道上堤防強化
（下）工事

埼玉県加須市 162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

2013/9/4 サイレキ建設工業（株）
埼玉県加須市志多見１３６
１－１

一般競争入札 有 100,002,000 93,450,000 93.45%

圏央道五霞第２ＩＣランプ
橋下部その４他工事

茨城県猿島郡五霞町 310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

2013/9/4 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 278,229,000 264,600,000 95.10%

圏央道東地区側道整備そ
の他工事

茨城県稲敷市 184日間
アスファルト舗装
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

2013/9/4 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 122,377,500 109,725,000 89.66%

Ｈ２５宮和田（下）築堤工事 茨城県取手市 208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 2013/9/4 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 139,513,500 136,500,000 97.84%

市川大橋橋脚補強その６
工事

千葉県市川市 298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

2013/9/5 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 191,782,500 178,500,000 93.07%

Ｈ２５薗原ダムコンジット３
号ゲート開閉装置他修繕
工事

群馬県沼田市 201日間 機械設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/9/5 （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 63,021,000 63,000,000 99.97%

鶴見地区他安全対策工事 神奈川県横浜市 113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

2013/9/5 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 80,041,500 76,259,400 95.27%

Ｈ２５管内構造物補修（そ
の１）工事

東京都品川区 ～ 東京都
世田谷区

207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

2013/9/5 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 239,652,000 238,350,000 99.46%

Ｈ２４佐原管内補修工事 千葉県香取市 197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 2013/9/5 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７６－
７

一般競争入札 有 121,117,500 115,500,000 95.36%

Ｈ２５野木歩道整備工事 栃木県下都賀郡野木町 176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

2013/9/5 （株）増渕組
栃木県宇都宮市簗瀬町２
５００－１５

一般競争入札 有 75,768,000 71,400,000 94.24%

Ｈ２４下村君堤防強化（下）
工事

埼玉県羽生市 180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

2013/9/5 （株）斉藤組 栃木県小山市飯塚４８４ 一般競争入札 有 96,589,500 89,250,000 92.40%

Ｈ２５稲戸井土砂掘削工事
茨城県守谷市 ～ 茨城県
取手市

179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

2013/9/5 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 229,110,000 203,037,450 88.62%

Ｈ２５滑川第二十六床固帯
護岸工事

群馬県高崎市 201日間 一般土木工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2013/9/5 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町１
６８８－２

一般競争入札 有 172,357,500 154,350,000 89.55%

Ｈ２５中部横断江尻窪発生
土搬入場整備（その１）工
事

山梨県南巨摩郡身延町 204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

2013/9/5 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 264,180,000 248,850,000 94.20%

Ｈ２５下今井地区電線共同
溝他工事

山梨県甲斐市 196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

2013/9/5 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 292,897,500 264,600,000 90.34%

Ｈ２５杉田交差点歩道橋昇
降施設新築工事

神奈川県横浜市 203日間 建築工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町13-2

2013/9/6 同郷建設（株）
神奈川県厚木市恩名１－
６－５９　ＯＭビル　４階

一般競争入札 有 186,900,000 170,793,000 91.38%

Ｈ２５金沢国道・小田原管
内交通安全対策他工事

神奈川県横浜市 195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

2013/9/6 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 169,501,500 168,000,000 99.11%

Ｈ２５足利出張所防水外改
修工事

栃木県足利市 84日間 建築工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2013/9/6 （有）ヒルキング
栃木県足利市井草町２４０
３－６

一般競争入札 有 14,343,000 11,550,000 80.53%

Ｈ２４屋敷裏堤防強化（上・
下）工事

埼玉県羽生市 195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

2013/9/6 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 256,872,000 250,950,000 97.69%
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Ｈ２５高崎道路情報システ
ム設備工事

群馬県高崎市 172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 2013/9/9
島津システムソリューショ
ンズ（株）

京都府京都市中京区西ノ
京徳大寺町１

一般競争入札 有 112,014,000 105,000,000 93.74%

Ｈ２５長野国道管内鋼橋塗
装塗替工事

長野県北佐久郡軽井沢町
～ 長野県長野市

102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

2013/9/9 進興エンジニアリング（株）
長野県長野市若槻東条１
１５８－６

一般競争入札 有 48,951,000 42,735,000 87.30%

Ｈ２５利根統放流警報表示
設備工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

172日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/9/9 利根電気工事（株）
群馬県前橋市箱田町５６５
－１

一般競争入札 有 80,472,000 79,275,000 98.51%

Ｈ２５甲府管内道路照明灯
改修工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
大月市

179日間 電気設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/9/9 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 56,584,500 51,555,000 91.11%

Ｈ２５胡桃草里沢工事用道
路工事

山梨県南巨摩郡早川町 197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

2013/9/9 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 72,009,000 70,350,000 97.70%

中部横断自動車道　倉沢
橋下部他工事

長野県佐久市 417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

2013/9/9 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町８
７８

一般競争入札 有 241,605,000 214,200,000 88.66%

Ｈ２５みはらしの里曲り屋
解体保存工事

茨城県那珂市 ～ 茨城県
ひたちなか市

144日間 木造建築工事 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

2013/9/9 岩瀬建築（有） 千葉県成田市大和田１６４ 一般競争入札 有 43,501,500 38,388,000 88.25%

Ｈ２５熊谷管内交通安全対
策工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
行田市

197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

2013/9/9 日瀝道路・ニチレキ（共）
東京都千代田区九段北４
－３－２９

一般競争入札 有 121,348,500 114,450,000 94.32%

Ｈ２５大原橋橋梁補修他工
事

長野県長野市 ～ 長野県
東筑摩郡生坂村

196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

2013/9/10 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 227,220,000 220,500,000 97.04%

Ｈ２５上高砂排水樋管ゲー
ト設備修繕工事

山梨県南アルプス市 199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

2013/9/10 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石橋
１３１４

一般競争入札 有 14,500,500 14,280,000 98.48%

渋谷合同庁舎（１３）建築
改修工事

東京都渋谷区 127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

2013/9/10 （株）メイユウビルド
東京都豊島区池袋２－５９
－２クレール池袋７０２

一般競争入札 有 48,415,500 42,840,000 88.48%

Ｈ２５山中湖自転車歩行者
道設置その２工事

山梨県南都留郡山中湖村 202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

2013/9/10 秋山土建（株）
山梨県富士吉田市下吉田
２４１３

一般競争入札 有 177,408,000 176,400,000 99.43%

Ｈ２５道の駅こが情報設備
設置工事

茨城県古河市 171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

2013/9/10 （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 29,211,000 27,090,000 92.74%

Ｈ２４外野堤防強化（上）工
事

埼玉県加須市 171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

2013/9/10 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 83,118,000 73,500,000 88.43%

Ｈ２５中部横断六郷ＩＣ地盤
改良（その１）工事

山梨県西八代郡市川三郷
町

171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

2013/9/10 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 280,686,000 273,000,000 97.26%

Ｈ２５中部横断飯富地区工
事用道路設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 199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

2013/9/10 （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 144,669,000 143,850,000 99.43%

Ｈ２５上野原歩道設置工事 山梨県上野原市 201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

2013/9/11 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 73,951,500 70,455,000 95.27%

Ｈ２５事務所空調設備改修
工事

千葉県野田市 131日間
暖冷房衛生設備
工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2013/9/11 福井電機（株）
千葉県千葉市中央区問屋
町１６－３

一般競争入札 有 20,989,500 19,950,000 95.05%

尾島・境舗装工事
群馬県太田市 ～ 群馬県
伊勢崎市

201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 2013/9/11 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 112,654,500 101,115,000 89.76%

Ｈ２４新川通堤防強化（上）
工事

埼玉県加須市 195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

2013/9/11 （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 122,157,000 108,360,000 88.71%

Ｈ２４下村君東畑堤防強化
（上・下）工事

埼玉県羽生市 195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

2013/9/11 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 288,225,000 261,450,000 90.71%

Ｈ２５滋野歩道設置工事 長野県東御市 176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

2013/9/12 竹花工業（株）
長野県小諸市南町２－６
－１０

一般競争入札 有 137,550,000 132,541,500 96.36%

Ｈ２５武智川第２床固工他
工事

長野県諏訪郡富士見町 194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

2013/9/12 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 192,706,500 182,700,000 94.81%

Ｈ２５山中湖自転車歩行者
道設置その１工事

山梨県南都留郡山中湖村 200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

2013/9/12 （株）大森工務所
山梨県富士吉田市ときわ
台１－４－５

一般競争入札 有 168,483,000 168,000,000 99.71%

白狐橋上部工事 群馬県利根郡みなかみ町 169日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2013/9/12 日本高圧コンクリート（株）
北海道札幌市中央区南２
条西３－８

一般競争入札 有 115,363,500 103,740,000 89.92%

Ｈ２５利根砂防地震計設置
工事

群馬県吾妻郡中之条町
～ 埼玉県入間郡毛呂山
町

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 2013/9/12 （株）バンダイ通信
福島県郡山市富田町字音
路７１

一般競争入札 有 39,795,000 38,325,000 96.31%

Ｈ２５利根砂防ＣＣＴＶカメ
ラ工事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡嬬恋村

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 2013/9/12 藤田エンジニアリング（株）
群馬県高崎市飯塚町１１７
４－５

一般競争入札 有 52,983,000 52,500,000 99.09%

Ｈ２５・２６上尾道路橋梁上
部工事

埼玉県上尾市 ～ 埼玉県
桶川市

564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

2013/9/13 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 2,330,800,500 2,080,050,000 89.24%

Ｈ２５利根統放流警報局設
備工事

群馬県沼田市 188日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/9/13 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 23,950,500 23,100,000 96.45%

Ｈ２５利根統ＣＣＴＶ設備工
事

群馬県沼田市 ～ 群馬県
利根郡みなかみ町

168日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2013/9/13 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１７５
６－３８１

一般競争入札 有 24,276,000 24,150,000 99.48%
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Ｈ２５管内防護柵改良工事 神奈川県横浜市 188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

2013/9/13 宮内建設（株）
神奈川県横浜市緑区鴨居
４－６３－５

一般競争入札 有 210,756,000 197,400,000 93.66%

品川・代々木管内道路情
報板無停電化工事

東京都大田区 ～ 東京都
品川区

168日間 受変電設備工事 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

2013/9/13 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－１１
－６

一般競争入札 有 61,519,500 60,900,000 98.99%

Ｈ２５荒川西区宝来築堤工
事

埼玉県さいたま市 193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 2013/9/13 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 237,919,500 210,840,000 88.62%

Ｈ２５トンネル非常警報設
備設置工事

神奈川県秦野市 ～ 神奈
川県足柄上郡山北町

182日間 通信設備工事 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

2013/9/13
（株）ミライト・テクノロジー
ズ

大阪府大阪市西区江戸堀
３－３－１５

一般競争入札 有 71,998,500 70,875,000 98.44%

Ｈ２４竜ヶ崎管内掘削工事
茨城県稲敷郡河内町 ～
千葉県我孫子市

196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 2013/9/13 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－１６
－２４

一般競争入札 有 227,073,000 201,600,000 88.78%

Ｈ２４内田堤防強化（上）工
事

埼玉県羽生市 153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

2013/9/13 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 159,978,000 143,010,000 89.39%

４号利根川橋下部撤去
（４）工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城県
古河市

261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

2013/9/17 大豊建設（株）
東京都中央区新川１－２４
－４

一般競争入札 有 290,608,500 257,817,000 88.72%

北千葉道路北須賀・押畑
地区改良工事

千葉県成田市 195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

2013/9/17 進和建設（株）
千葉県市原市白金町４－
５７

一般競争入札 有 206,398,500 187,950,000 91.06%

Ｈ２４釈迦堤防強化（上・
下）工事

茨城県猿島郡五霞町 122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

2013/9/17 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 103,855,500 93,975,000 90.49%

Ｈ２５道路防災情報表示設
備工事

埼玉県さいたま市 188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

2013/9/18
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 91,654,500 81,900,000 89.36%

Ｈ２５上尾道路領家地区改
良工事

埼玉県上尾市 188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

2013/9/18 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 281,830,500 255,150,000 90.53%

Ｈ２５上尾道路川田谷地区
改良工事

埼玉県桶川市 188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

2013/9/18 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 269,913,000 252,000,000 93.36%

圏央道市原・木更津地区
環境整備工事

千葉県市原市 ～ 千葉県
木更津市

194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

2013/9/18 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一宮
３１７８

一般競争入札 有 292,488,000 263,550,000 90.11%

１６号福生市熊川地区改
良工事

東京都福生市 188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

2013/9/18 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－６
－５

一般競争入札 有 258,195,000 245,385,000 95.04%

Ｈ２５国分寺出張所管内交
通安全対策工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県小山市

183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

2013/9/18 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 114,429,000 104,790,000 91.58%

Ｈ２５下之圦樋管改築工事 埼玉県草加市 552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 2013/9/18 西武建設（株）
埼玉県所沢市くすのき台１
－１１－２

一般競争入札 有 373,926,000 362,250,000 96.88%

荒川橋上部工事 山梨県甲府市 548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

2013/9/18 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３
－１

一般競争入札 有 547,659,000 492,450,000 89.92%

Ｈ２５宮和田（上）築堤工事 茨城県取手市 194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 2013/9/18 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 148,564,500 138,600,000 93.29%

新田一丁目堤防強化対策
（Ｈ２４）工事

東京都足立区 176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 2013/9/19 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 228,102,000 203,910,000 89.39%

湾岸道路本牧地区５号橋
工事

神奈川県横浜市中区 771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

2013/9/19 （株）ＩＨＩインフラシステム
大阪府堺市堺区大浜西町
３

一般競争入札 有 3,292,023,000 2,943,255,000 89.41%

Ｈ２４常木堤防強化（上）工
事

埼玉県羽生市 147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

2013/9/19 （株）増渕組
栃木県宇都宮市簗瀬町２
５００－１５

一般競争入札 有 112,381,500 99,540,000 88.57%

Ｈ２５原岡歩道設置工事 千葉県南房総市 189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

2013/9/20 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 78,319,500 75,600,000 96.53%

幸魂大橋塗装その２工事 埼玉県戸田市 161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

2013/9/20 （株）ゼンテック
東京都墨田区東駒形２－
１３－３

一般競争入札 有 88,977,000 78,750,000 88.51%

Ｈ２４大越畠田堤防強化
（上・下）工事

埼玉県加須市 146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

2013/9/20 （株）山中組
栃木県小山市大字間々田
１５６７

一般競争入札 有 102,123,000 92,295,000 90.38%

Ｈ２４中分道下堤防強化
（上・下）工事

埼玉県加須市 146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

2013/9/20 本田建設（株）
群馬県邑楽郡大泉町中央
２－１５－１

一般競争入札 有 101,356,500 89,565,315 88.37%

圏央道小貝川橋下部その
２工事

茨城県常総市 ～ 茨城県
つくば市

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

2013/9/20 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 555,838,500 519,750,000 93.51%

圏央道鬼怒川橋下部その
２工事

茨城県常総市 616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

2013/9/20 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 577,269,000 525,000,000 90.95%

Ｈ２５・２６圏央道桶川イン
ター第１調整池工事

埼玉県桶川市 430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

2013/9/24 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 290,262,000 255,990,000 88.19%

Ｈ２５・２６新簀子橋耐震補
強工事

埼玉県さいたま市 279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

2013/9/24 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 98,322,000 95,550,000 97.18%

Ｈ２５小山出張所管内交通
安全対策工事

栃木県小山市 177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

2013/9/24 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 182,616,000 161,175,000 88.26%



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
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圏央道五霞地区高架橋上
部その５工事

茨城県猿島郡五霞町 402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

2013/9/24 宇部興産機械（株）
山口県宇部市大字小串字
沖ノ山１９８０

一般競争入札 有 1,557,475,500 1,416,450,000 90.95%

圏央道五霞地区高架橋上
部その６工事

茨城県猿島郡五霞町 402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

2013/9/24 古河産機システムズ（株）
東京都千代田区丸の内２
－２－３

一般競争入札 有 1,511,800,500 1,370,250,000 90.64%

Ｈ２４太田堀口町地区築堤
工事

群馬県太田市 162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

2013/9/24 三興建設（株）
群馬県桐生市広沢町２－
２９６１

一般競争入札 有 133,129,500 126,000,000 94.64%

Ｈ２５鰐川右岸天端補修工
事

茨城県潮来市 175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 2013/9/24 （株）菱木土建
茨城県潮来市釜谷４６４－
１

一般競争入札 有 117,915,000 116,550,000 98.84%

四ツ木地区安全施設改修
ほか（その２）工事

東京都葛飾区 156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

2013/9/25 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１９
－９

一般競争入札 有 123,637,500 122,850,000 99.36%

塩嶺大橋下部３他工事 長野県岡谷市 546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

2013/9/25 北野建設（株） 長野県長野市県町５２４ 一般競争入札 有 530,187,000 502,950,000 94.86%

横浜湘南道路藤沢オンラ
ンプ橋下部他工事

神奈川県藤沢市 181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

2013/9/25 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 181,041,000 177,555,000 98.07%

中部横断和田トンネル工
事

山梨県南巨摩郡身延町 705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

2013/9/25 （株）安藤・間
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 2,653,959,000 2,363,655,000 89.06%

中部横断松葉沢川橋上部
工事

山梨県南巨摩郡身延町 401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

2013/9/25 宮地エンジニアリング（株）
東京都中央区日本橋富沢
町９－１９

一般競争入札 有 472,122,000 425,250,000 90.07%

Ｈ２５中部横断中野地区改
良工事

山梨県南巨摩郡南部町 184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

2013/9/25 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－１０
－２７

一般競争入札 有 185,272,500 179,550,000 96.91%

Ｈ２５西浦右岸側帯整備及
び天端補修等工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
稲敷郡美浦村

173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 2013/9/25 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３３－
１

一般競争入札 有 211,354,500 189,000,000 89.42%

Ｈ２５・２６国道１７号神流
川橋下部工事

埼玉県児玉郡上里町 267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

2013/9/26 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 391,030,500 356,895,000 91.27%

国道５１号佐原高架橋他
補修工事

千葉県香取市 ～ 千葉県
佐倉市

127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

2013/9/26 竹内建設（株）
千葉県印旛郡本埜村竜腹
寺５９８－２

一般競争入札 有 49,959,000 49,875,000 99.83%

Ｈ２５温井沢流路工外工事 群馬県吾妻郡長野原町 180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

2013/9/26 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１５７
９番地

一般競争入札 有 130,147,500 129,150,000 99.23%

千葉地家裁館山支部庁舎
（１３）建築改修その他工
事

千葉県館山市 183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 2013/9/26 （株）田辺工務店
千葉県館山市亀ケ原５４７
－５

一般競争入札 有 42,178,500 39,270,000 93.10%

海上技術安全研究所２号
館（１３）建築改修その他
工事

東京都三鷹市 267日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2013/9/26 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 215,355,000 199,290,000 92.54%

中部横断自動車道　大沢
臼田地区改良１工事

長野県佐久市 180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

2013/9/26 （株）木下組
長野県佐久市中込３０８－
５

一般競争入札 有 271,372,500 239,925,000 88.41%

Ｈ２５片岡地区車両計量所
管理棟新築その他工事

栃木県矢板市 175日間 建築工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2013/9/26 （株）渡辺工務店
栃木県矢板市下伊佐野７
－２

一般競争入札 有 37,180,500 35,595,000 95.74%

飯原上流堤防強化対策
（Ｈ２４）工事

埼玉県川口市 169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 2013/9/26 （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 267,508,500 237,825,000 88.90%

Ｈ２４矢上川加瀬樋管護岸
改修その他工事

神奈川県川崎市 ～ 神奈
川県横浜市港北区

159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

2013/9/26 千代田建設（株）
神奈川県横浜市都筑区東
山田町１７６３－１

一般競争入札 有 141,088,500 136,500,000 96.75%

Ｈ２４下川原堤防強化（上・
下）工事

埼玉県羽生市 179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

2013/9/26 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 262,164,000 236,040,000 90.04%

Ｈ２４大福田薬師前堤防強
化（上）工事

茨城県猿島郡五霞町 126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

2013/9/26 （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 89,701,500 79,590,000 88.73%

中部横断椿川橋下部（そ
の３）工事

山梨県南巨摩郡身延町 369日間 一般土木工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/9/26 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 285,022,500 254,940,000 89.45%

中部横断椿川橋下部（そ
の４）工事

山梨県南巨摩郡身延町 369日間 一般土木工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2013/9/26 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 234,601,500 209,790,000 89.42%

Ｈ２５特車自動計測設備修
繕工事

東京都昭島市 91日間 機械設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2013/9/27
オムロンソーシアルソ
リューションズ（株）

東京都港区港南２－３－１
３　品川フロントビル７階

一般競争入札 有 9,744,000 9,660,000 99.14%

中部横断自動車道　前山
地区工事用道路３工事

長野県佐久市 179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

2013/9/27 （株）竹花組 長野県佐久市望月３０－１ 一般競争入札 有 295,302,000 266,280,000 90.17%

Ｈ２４荒川下流光広域ネッ
トワーク接続工事

東京都江東区 ～ 東京都
北区

154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 2013/9/27 日本電設工業（株）
東京都台東区池之端１－
２－２３

一般競争入札 有 25,840,500 23,730,000 91.83%

Ｈ２４多摩川２丁目緊急河
川敷道路整備その他工事

東京都調布市 ～ 東京都
稲城市

159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

2013/9/27 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 91,507,500 86,100,000 94.09%

国道１６号高品高架橋他
補修工事

千葉県千葉市 171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

2013/9/30 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 102,060,000 92,190,000 90.33%
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Ｈ２５大室消波施設外維持
補修工事

茨城県かすみがうら市 ～
茨城県稲敷郡阿見町

175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 2013/9/30 松原建設（株） 茨城県稲敷市西代２８５２ 一般競争入札 有 120,603,000 108,150,000 89.67%

Ｈ２５綾瀬川放水路操作制
御設備工事

埼玉県草加市 165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 2013/9/30 （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 70,990,500 68,250,000 96.14%

Ｈ２４江戸川操作制御設備
工事

千葉県市川市 165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 2013/9/30 （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 70,833,000 69,300,000 97.84%

Ｈ２５　１６号管内橋梁耐震
補強補修他工事

神奈川県相模原市 151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

2013/9/30 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町１
０－３－３

一般競争入札 有 91,602,000 89,250,000 97.43%

１６号相模原市中央区清
新自転車道整備工事

神奈川県相模原市 176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

2013/9/30 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 286,954,500 260,610,000 90.82%

立川防災合同庁舎外１件
（１３）建築改修工事

東京都立川市 165日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2013/9/30 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－６
－５

一般競争入札 有 85,008,000 75,600,000 88.93%

山清路防災２号橋下部他
工事

長野県東筑摩郡生坂村 304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

2013/9/30 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村５
５２３

一般競争入札 有 129,286,500 127,050,000 98.27%

Ｈ２５小山管内橋梁補修工
事

栃木県足利市 176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

2013/9/30 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 157,573,500 142,800,000 90.62%

Ｈ２４多摩川下石原河道掘
削工事

東京都調布市 169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

2013/9/30 （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 242,581,500 215,460,000 88.82%

Ｈ２５西金野井下地区築堤
工事

埼玉県春日部市 182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 2013/9/30 （株）岡本組
千葉県松戸市大金平３－
１６５

一般競争入札 有 191,688,000 171,150,000 89.29%

Ｈ２５柳原築堤工事 茨城県下妻市 168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 2013/9/30 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－１６
－２４

一般競争入札 有 127,197,000 117,075,000 92.04%


