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Ｈ２５宮ヶ瀬ダム橋梁塗装
工事

神奈川県愛甲郡清川村 129日間 塗装工事
相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県相模原市緑区青
山字南山2145-50

2013/11/1 建装工業（株）
東京都港区西新橋３－１１
－１

一般競争入札 有 63,367,500 55,828,500 88.10%

Ｈ２５常陸管内情報提供設
備改修工事

茨城県水戸市 139日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2013/11/1
三菱電機システムサービ
ス（株）

東京都世田谷区太子堂４
－１－１

一般競争入札 有 171,601,500 156,450,000 91.17%

Ｈ２５秋山川右岸築堤工事 栃木県佐野市 146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

2013/11/5 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０－３
３

一般競争入札 有 197,179,500 175,350,000 88.93%

川崎南労基署（Ｈ２５）機械
設備改修その他工事

神奈川県川崎市 107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

2013/11/5 （株）神奈川産業
神奈川県横浜市南区宿町
３－５５

一般競争入札 有 18,900,000 14,586,600 77.18%

小日向拡幅整備工事 東京都文京区 478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

2013/11/6 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 519,933,600 474,120,000 91.19%

Ｈ２５新笹子トンネル補修
工事

山梨県大月市 ～ 山梨県
甲州市

142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

2013/11/6 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 121,600,500 120,225,000 98.87%

川口地区低水護岸整備
（Ｈ２５）工事

埼玉県川口市 131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 2013/11/6 中原建設（株）
埼玉県川口市柳崎５－２
－３３

一般競争入札 有 119,574,000 107,100,000 89.57%

Ｈ２４大福田元権現堤防強
化（上・下）工事

茨城県猿島郡五霞町 139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

2013/11/6 （株）内田組
茨城県古河市旭町二丁目
２０番４号

一般競争入札 有 232,753,500 231,000,000 99.25%

銚子労働総合庁舎（１３）
エレベーター設備工事

千葉県銚子市 236日間 機械設備工事 東京第二営繕事務所 東京都墨田区立花1-24-1 2013/11/6
日本エレベーター製造
（株）

東京都千代田区岩本町１
－１０－３

一般競争入札 有 14,584,500 14,070,000 96.47%

松戸法務総合庁舎（１３）
電気設備工事

千葉県松戸市 509日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所 東京都墨田区立花1-24-1 2013/11/6 中央電気工事（株）
愛知県名古屋市中区栄３
－１４－２２

一般競争入札 有 282,636,000 268,920,000 95.15%

山梨県警察学校生徒寮（１
３）建築改修その他工事

山梨県甲斐市 121日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2013/11/6 （株）山市成工
山梨県甲府市美咲１‐１４‐
８

一般競争入札 有 23,425,500 22,575,000 96.37%

Ｈ２５川名岡橋改良工事 千葉県館山市 142日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2013/11/6 （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 46,126,500 40,687,500 88.21%

八ッ場ダム仮締切工事 群馬県吾妻郡長野原町 266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

2013/11/7 岩田地崎建設（株）
北海道札幌市中央区北２
条東１７－２

一般競争入札 有 491,378,400 459,000,000 93.41%

寺尾排水樋管新設工事 群馬県高崎市 133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 2013/11/7 田畑建設（株） 群馬県藤岡市小林３２６ 一般競争入札 有 172,704,000 156,240,000 90.47%

Ｈ２４小見川管内他１箇所
堤防補修工事

千葉県香取市 ～ 千葉県
銚子市

134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 2013/11/7 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８－
２１

一般競争入札 有 253,900,500 241,500,000 95.12%

Ｈ２５那珂川上流管内補修
工事

栃木県那須烏山市 138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

2013/11/7 鈴木建設（株）
栃木県那須郡那珂川町富
山１７８

一般競争入札 有 44,866,500 42,105,000 93.85%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の２）工事

神奈川県横浜市 144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

2013/11/7 （株）淺沼組
大阪府大阪市天王寺区東
高津町１２ー６

一般競争入札 有 221,182,500 218,820,000 98.93%

Ｈ２５水道管撤去工事 東京都葛飾区 600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 2013/11/7 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３－
７－１

一般競争入札 有 877,672,800 813,996,000 92.74%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の１）工事

神奈川県横浜市 143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

2013/11/8 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 289,632,000 279,615,000 96.54%

Ｈ２４弥兵衛下分堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 140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

2013/11/8 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 213,423,000 192,150,000 90.03%

Ｈ２５利根川上流映像監視
設備設置工事

埼玉県行田市 ～ 栃木県
栃木市

129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

2013/11/11 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－２９
－２０

一般競争入札 有 110,575,500 110,250,000 99.71%

国道６号千代田石岡ＢＰ東
田中高架橋上部工事

茨城県石岡市 499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

2013/11/11 （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 592,693,200 539,568,000 91.04%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工
事

神奈川県横浜市 140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

2013/11/11 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 270,805,500 238,875,000 88.21%

Ｈ２５利根川上流河川事務
所電気設備改修工事

埼玉県久喜市 129日間 電気設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2013/11/11 南星電機（株）
栃木県鹿沼市東末広町１
９３４－１３

一般競争入札 有 16,023,000 15,540,000 96.99%

Ｈ２５利根川上流ネット
ワーク設備設置工事

埼玉県久喜市 ～ 群馬県
伊勢崎市

128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

2013/11/12 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 48,919,500 46,725,000 95.51%

中部横断角打トンネル工
事

山梨県南巨摩郡身延町 1235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

2013/11/12 飛島建設（株） 東京都千代田区三番町２ 一般競争入札 有 2,188,879,200 1,968,840,000 89.95%

圏央道三坂高架橋他下部
工事

茨城県常総市 353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

2013/11/12 （株）竹中土木
東京都江東区新砂１－１
－１

一般競争入札 有 1,098,338,400 1,013,040,000 92.23%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ６
下部その他工事

茨城県坂東市 260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

2013/11/12 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２－
１０－７

一般競争入札 有 174,268,800 170,640,000 97.92%

Ｈ２５下小倉礫河原再生工
事

栃木県宇都宮市 108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 2013/11/12 東昭建設（株）
栃木県矢板市扇町２－５
－１７

一般競争入札 有 68,628,000 63,315,000 92.26%

Ｈ２５稲荷川工事用道路整
備工事

栃木県日光市 132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 2013/11/13 （株）八興建設
栃木県日光市千本木３７９
－２

一般競争入札 有 62,202,000 58,800,000 94.53%

Ｈ２４利根川上流量水標監
視用ＣＣＴＶ設置工事

群馬県伊勢崎市 ～ 栃木
県小山市

127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

2013/11/13
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 41,968,500 40,425,000 96.32%

湾岸道路根岸舗装（その
４）工事

神奈川県横浜市 137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

2013/11/14 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 95,665,500 95,550,000 99.88%

Ｈ２５ＣＣＴＶ設備更新工事 神奈川県相模原市 130日間 通信設備工事
相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県相模原市緑区青
山字南山2145-50

2013/11/15 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 27,405,000 25,830,000 94.25%

Ｈ２４稲又谷砂防整備工事 山梨県南巨摩郡早川町 130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

2013/11/15 （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 46,746,000 46,200,000 98.83%
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Ｈ２５森林公園予備発電設
備整備（その２）工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
比企郡滑川町

130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 2013/11/15 井野電気工事（株）
埼玉県久喜市所久喜１９９
－２

一般競争入札 有 42,325,500 40,950,000 96.75%

さがみ縦貫門沢改良他工
事

神奈川県高座郡寒川町 136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

2013/11/15 （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 147,073,500 136,468,500 92.79%

湾岸道路根岸舗装（その
３）工事

神奈川県横浜市 136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

2013/11/15 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 202,177,500 178,185,000 88.13%

中部横断長戸地区改良
（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 1111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

2013/11/15 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－２
－８

一般競争入札 有 1,271,430,000 1,139,400,000 89.62%

北千葉道路松崎高架橋Ｄ
ランプ橋下部他工事

千葉県成田市 466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

2013/11/18 白幡興業（株）
千葉県館山市亀ヶ原６８２
－３

一般競争入札 有 295,639,200 274,320,000 92.79%

Ｈ２５利根統ネットワーク設
備工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県前橋市

122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

2013/11/18 （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 16,705,500 16,485,000 98.68%

Ｈ２４黒子出張所管内ゲー
ト設備塗装工事

茨城県筑西市 116日間 塗装工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2013/11/18 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９７５
－３

一般競争入札 有 12,757,500 9,670,500 75.80%

Ｈ２４鎌庭出張所管内ゲー
ト設備塗装工事

茨城県常総市 116日間 塗装工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2013/11/18 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９７５
－３

一般競争入札 有 26,586,000 22,785,000 85.70%

Ｈ２５川原湯地区流路工他
工事

群馬県吾妻郡長野原町 438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

2013/11/18
美才治・エヌピー・清水
（共）

群馬県吾妻郡長野原町大
字川原湯４５４－９７

一般競争入札 有 175,176,600 168,956,400 96.45%

Ｈ２５荒川下流基幹ネット
ワーク設備改修工事

東京都江東区 ～ 東京都
葛飾区

116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 2013/11/18 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 55,303,500 53,550,000 96.83%

国道１６号本宿町遮音壁
設置工事

神奈川県横浜市 133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

2013/11/18 （株）神奈川フェンス土木
神奈川県横浜市戸塚区汲
沢町３０２

一般競争入札 有 278,575,500 260,400,000 93.48%

Ｈ２５明和下流部築堤工事 群馬県邑楽郡明和町 127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

2013/11/18 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町２
５４４番地

一般競争入札 有 212,226,000 206,850,000 97.47%

松戸法務総合庁舎（１３）
機械設備工事

千葉県松戸市 497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 2013/11/18 エルゴテック（株）
神奈川県横浜市中区尾上
町１－４－１

一般競争入札 有 222,588,000 205,956,000 92.53%

Ｈ２５日暮沢二号砂防堰堤
工事

群馬県桐生市 335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

2013/11/19 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 176,634,000 158,760,000 89.88%

Ｈ２５明和上流部築堤工事 群馬県邑楽郡明和町 128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

2013/11/19 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 201,306,000 178,290,000 88.57%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ１
下部その他工事

茨城県坂東市 253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

2013/11/19 （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 206,128,800 197,640,000 95.88%

中部横断自動車道　北沢
橋上部工事

長野県南佐久郡佐久穂町 402日間 鋼橋上部工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
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2013/11/19 川田工業（株） 富山県南砺市苗島４６１０ 一般競争入札 有 446,536,800 401,652,000 89.95%

国道３５７号栄町地区遮音
壁設置工事

千葉県船橋市 131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

2013/11/20 日栄興業（株）
東京都品川区東大井２－
１３－２

一般競争入札 有 31,615,500 31,500,000 99.63%

国道３５７号栄町地区他改
良舗装工事

千葉県船橋市 ～ 千葉県
習志野市

131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

2013/11/20 道路工業（株）
北海道札幌市中央区南８
条西１５－２－
１

一般競争入札 有 66,664,500 66,150,000 99.23%

Ｈ２５藤原・相俣ダム斜行
エレベーター修繕工事

群馬県利根郡みなかみ町 125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

2013/11/20 日本ケーブル（株）
東京都千代田区神田錦町
２－１１

一般競争入札 有 6,678,000 6,510,000 97.48%

圏央道下総ＩＣ改良その３
工事

千葉県成田市 345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

2013/11/20 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 528,811,200 484,920,000 91.70%

圏央道稲敷地区改良工事
茨城県稲敷市 ～ 千葉県
香取郡神崎町

131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

2013/11/20 進和建設（株）
千葉県市原市白金町４－
５７

一般競争入札 有 130,914,000 117,810,000 89.99%

横浜税関港北寮（１３）建
築改修工事

神奈川県横浜市 128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

2013/11/20 （株）杉山土建
神奈川県伊勢原市三ノ宮
１－４

一般競争入札 有 20,664,000 17,850,000 86.38%

会計検査院安中研修所（１
３）機械設備改修その他工
事

群馬県安中市 128日間
暖冷房衛生設備
工事

長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2013/11/20 信建総合設備（株） 群馬県高崎市貝沢町６２５ 一般競争入札 有 40,708,500 35,490,000 87.18%

中部横断自動車道　岸野
前山地区改良１工事

長野県佐久市 394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
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2013/11/20 （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 287,841,600 256,284,000 89.04%

Ｈ２５豊田堰土砂撤去工事
茨城県取手市 ～ 茨城県
龍ヶ崎市

125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 2013/11/22 小柳建設（株）
新潟県三条市東三条１－
２１－５

一般競争入札 有 60,931,500 52,878,000 86.78%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の３）工事

神奈川県横浜市 129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

2013/11/22 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２－
１１－３

一般競争入札 有 279,310,500 274,050,000 98.12%

牛久土浦ＢＰ環境整備工
事

茨城県牛久市 129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

2013/11/22 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 157,636,500 149,100,000 94.58%

中部横断帯金第１トンネル
工事

山梨県南巨摩郡身延町 1071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

2013/11/25 （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 2,533,863,600 2,259,684,000 89.18%

荒川下流管内河川維持浚
渫（Ｈ２５）工事

埼玉県戸田市 ～ 東京都
足立区

111日間
河川しゅんせつ
工事

荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2013/11/26 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 100,558,500 90,300,000 89.80%

中部横断自動車道　大石
川橋上部工事

長野県南佐久郡佐久穂町 581日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
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2013/11/26 鉄建建設（株）
東京都千代田区三崎町２
－５－３

一般競争入札 有 1,479,783,600 1,328,400,000 89.77%

中部横断自動車道　佐久
穂地区改良２工事

長野県南佐久郡佐久穂町 367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

2013/11/26 松本土建（株）
長野県松本市島立６３５－
１

一般競争入札 有 272,127,600 241,920,000 88.90%
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圏央道平八新田改良工事 茨城県坂東市 245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

2013/11/27 大坂建鋼（株） 茨城県常総市国生１４４８ 一般競争入札 有 108,604,800 96,120,000 88.50%

Ｈ２５・２６圏央道桶川イン
ターＧランプ橋上部工事

埼玉県桶川市 295日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2013/11/28 （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 187,434,000 167,400,000 89.31%


