
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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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

湾岸道路根岸遮音壁他
設置（その９）工事

神奈川県横浜市 108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

2013/12/2 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 246,487,500 222,075,000 90.10%

Ｈ２５中部横断遅沢地区
工事用道路設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 119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

2013/12/2 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町
遅沢２３４８

一般競争入札 有 184,453,500 181,650,000 98.48%

Ｈ２５大宮国道交通量常
時観測装置設置工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県戸田市

111日間 通信設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2013/12/3 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区
前田町１００

一般競争入札 有 46,032,000 44,625,000 96.94%

中部横断自動車道　大沢
橋下部工事

長野県佐久市 477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

2013/12/3 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町８
７８

一般競争入札 有 286,416,000 252,720,000 88.24%

Ｈ２５ＣＣＴＶ監視制御設備
他工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
西八代郡市川三郷町

117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

2013/12/4 （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 65,803,500 62,475,000 94.94%

１６号八王子市中野地区
改良他工事

東京都八王子市 268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

2013/12/4 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 255,495,600 251,640,000 98.49%

Ｈ２５森林公園園路広場
基盤改修工事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

116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 2013/12/5 （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 66,370,500 65,835,000 99.19%

Ｈ２５多摩川日野本町築
堤工事

東京都日野市 110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

2013/12/5 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 291,690,000 260,610,000 89.34%

Ｈ２５相模川須賀築堤そ
の他工事

神奈川県平塚市 ～ 神奈
川県高座郡寒川町

102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

2013/12/5 （株）入内島土建
神奈川県藤沢市石川２－
２０－１

一般競争入札 有 62,958,000 62,947,500 99.98%

Ｈ２５大宮国道道路情報
表示設備設置工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県春日部市

109日間 通信設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2013/12/5 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 49,738,500 43,575,000 87.61%

国道３５７号千葉地区改
良舗装（その９）工事

千葉県千葉市 382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

2013/12/9 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１
４－１６

一般競争入札 有 289,051,200 258,984,000 89.60%

国道５０号下館ＢＰ栗島地
区舗装工事

茨城県筑西市 106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

2013/12/9 （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 52,479,000 50,925,000 97.04%

Ｈ２５都留バイパス上谷地
区改良工事

山梨県都留市 101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

2013/12/9 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

一般競争入札 有 105,808,500 98,700,000 93.28%

Ｈ２５園内照明設備改修
工事

茨城県ひたちなか市 104日間 電気設備工事
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

2013/12/11 宇田電機（株）
茨城県水戸市住吉町２９
８－２

一般競争入札 有 15,151,500 11,487,000 75.81%

圏央道西谷田川橋下部そ
の２工事

茨城県つくば市 364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

2013/12/11 （株）加藤建設
愛知県海部郡蟹江町大
字蟹江新田字下市場１９

１

一般競争入札 有 282,506,400 269,676,000 95.46%

Ｈ２５鬼怒統ダム情報提
供設備工事

栃木県宇都宮市 106日間 通信設備工事
鬼怒川ダム統合管理事務
所

栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2013/12/12 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３
０－１６

一般競争入札 有 33,831,000 33,600,000 99.32%

中部横断一色地区工事
用道路設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 292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

2013/12/12 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 286,448,400 265,680,000 92.75%

千葉農政事務所地域第
二課外１件庁舎（Ｈ２５）構
内整備工事

千葉県茂原市 106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

2013/12/12 進和建設（株）
千葉県市原市白金町４－
５７

一般競争入札 有 45,381,000 36,750,000 80.98%

国道３５７号千葉地区改
良舗装（その８）工事

千葉県千葉市 378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

2013/12/13 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１
９－９

一般競争入札 有 286,329,600 253,800,000 88.64%

圏央道成田下総線跨道
橋上部工事

千葉県成田市 261日間 鋼橋上部工事 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

2013/12/13 （株）横河住金ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 201,301,200 178,956,000 88.90%

皇宮警察本部葉山庁舎
（１３）電気設備改修工事

神奈川県三浦郡葉山町 105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

2013/12/13 （株）美濃屋山村電気
神奈川県横須賀市追浜
町２－６４

一般競争入札 有 4,893,000 4,515,000 92.27%

Ｈ２４東今泉樋管耐震工
事

千葉県香取郡東庄町 102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 2013/12/16 遠藤建設（株） 千葉県旭市後草７５ 一般競争入札 有 77,626,500 73,500,000 94.68%

圏央道高地区改良その１
工事

千葉県成田市 374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

2013/12/16 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－１
７－３

一般競争入札 有 229,564,800 209,520,000 91.27%

松戸法務総合庁舎（１３）
エレベーター設備工事

千葉県松戸市 469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

2013/12/16
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 27,867,000 25,620,000 91.94%

Ｈ２５県道川原畑大戸線
（打越地区）新設他工事

群馬県吾妻郡長野原町 226日間
アスファルト舗装
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

2013/12/17 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 149,407,200 149,040,000 99.75%

Ｈ２５多摩川平町帯工設
置工事

東京都八王子市 101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

2013/12/17 黒須建設（株）
東京都八王子市元横山
町１－２９－１２

一般競争入札 有 136,521,000 128,100,000 93.83%

圏央道名木地区改良その
３工事

千葉県成田市 373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

2013/12/17 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 202,651,200 185,760,000 91.66%

圏央道神崎ＩＣ改良その３
３工事

千葉県香取郡神崎町 344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

2013/12/18 （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 543,877,200 518,400,000 95.32%

圏央道谷田川高架橋下
部工事

茨城県つくば市 468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

2013/12/18 りんかい日産建設（株） 東京都港区芝２－３－８ 一般競争入札 有 456,332,400 435,240,000 95.38%
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Ｈ２５町道林線改良工事 群馬県吾妻郡長野原町 102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

2013/12/19 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１１

一般競争入札 有 21,787,500 21,420,000 98.31%

圏央道西谷田川橋下部そ
の１工事

茨城県つくば市 339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

2013/12/19 日東エンジニアリング（株）
茨城県土浦市小松３－２
４－１６

一般競争入札 有 251,877,600 243,000,000 96.48%

矢切函渠その１１工事 千葉県松戸市 771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 2013/12/19 （株）不動テトラ
大阪府大阪市中央区淡
路町２－２－１４

一般競争入札 有 1,488,693,600 1,393,200,000 93.59%

Ｈ２５鬼怒川・小貝川水位
計等設置工事

茨城県常総市 ～ 栃木県
塩谷郡高根沢町

90日間 通信設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2013/12/20 （株）拓和
東京都千代田区内神田１
－４－１５

一般競争入札 有 18,784,500 18,375,000 97.82%

Ｈ２５行人樋管等撤去工
事

埼玉県鴻巣市 178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

2013/12/20 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 250,430,400 248,400,000 99.19%

Ｈ２５八ッ場ダム管内整備
工事

群馬県吾妻郡長野原町 97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

2013/12/24 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１１

一般競争入札 有 17,524,500 17,220,000 98.26%

横須賀港湾合同（Ｈ２５）
機械設備改修その他工事

神奈川県横須賀市 93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

2013/12/25
ダイダンサービス関東
（株）

東京都江東区平野１－１
－１０

通常型指名競争入札 価格競争 22,848,000 18,742,500 82.03%

Ｈ２５・２６圏央道桶川イン
ター改良その４工事

埼玉県桶川市 354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

2013/12/26 村本建設（株）
奈良県北葛城郡広陵町
平尾１１－１

一般競争入札 有 276,480,000 259,200,000 93.75%

さがみ縦貫葉山島地区改
良（その１５）工事

神奈川県相模原市 155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

2013/12/26 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 161,946,000 149,040,000 92.03%

Ｈ２５・２６圏央道桶川イン
ター本線部改良その２工
事

埼玉県桶川市 322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

2013/12/27 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 289,504,800 289,440,000 99.98%

Ｈ２５土浦国道管内交通
安全工事

茨城県かすみがうら市 ～
茨城県土浦市

88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

2013/12/27 （株）成財基業 茨城県つくば市高崎１１１ 一般競争入札 有 38,388,000 35,700,000 93.00%


