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Ｈ２５・２６圏央道桶川イン
ター本線部改良その１工
事

埼玉県桶川市 311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

2014/1/7 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 263,487,600 240,516,000 91.28%

Ｈ２５小貝川環境基盤整
備工事

茨城県取手市 83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

2014/1/7 （株）サンコー緑地建設 茨城県古河市中田１３８ 一般競争入札 有 39,637,500 39,606,000 99.92%

Ｈ２５大山地区築堤工事 茨城県稲敷郡美浦村 80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 2014/1/7 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０８－
８

一般競争入札 有 58,579,500 57,750,000 98.58%

国道４号中川放水路橋上
部工事

埼玉県幸手市 320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

2014/1/9 片山ストラテック（株）
大阪府大阪市大正区南
恩加島６－２－２１

一般競争入札 有 176,958,000 172,800,000 97.65%

成増道路情報表示設備
更新工事

東京都練馬区 141日間 通信設備工事 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

2014/1/9 シンヨー電器（株）
東京都港区三田三丁目４
番１８号

一般競争入札 有 30,704,400 28,620,000 93.21%

蒲田歩道橋工事 東京都大田区 445日間 鋼橋上部工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2014/1/10
三井造船鉄構エンジニア
リング（株）

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１　ＷＢＧマリブ
イ スト棟２９階

一般競争入札 有 1,027,609,200 962,280,000 93.64%

倉松川橋上部その２工事 埼玉県幸手市 349日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/1/10 （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 199,940,400 179,280,000 89.67%

Ｈ２５大沢地区代替地他
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 167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

2014/1/14 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区
名駅１－１－４

一般競争入札 有 213,796,800 209,520,000 98.00%

東海地区築堤工事 茨城県那珂郡東海村 164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

2014/1/14 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井１
４５－６

一般競争入札 有 75,481,200 71,280,000 94.43%

Ｈ２５林・横壁地区代替地
他整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 166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

2014/1/15 （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 249,989,100 247,908,900 99.17%

富士北麓電線共同溝その
３工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

760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

2014/1/16 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 167,994,000 164,160,000 97.72%

富士北麓電線共同溝その
４工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

760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

2014/1/16 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－
３３

一般競争入札 有 167,896,800 148,284,000 88.32%

Ｈ２５五十里ダム施設補
強工事

栃木県日光市 147日間 一般土木工事
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

2014/1/17 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２－
６

一般競争入札 有 86,724,000 78,624,000 90.66%

横浜湘南道路藤沢立坑
工事

神奈川県藤沢市 1383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

2014/1/17
横浜湘南道路藤沢立坑
工事大成・五洋特定建設
工事共同企業体

神奈川県横浜市西区みな
とみらい３－６

３

一般競争入札 有 5,549,796,000 4,968,972,000 89.53%

湾岸道路根岸遮音壁他
設置（その１０）工事

神奈川県横浜市 62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

2014/1/17 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 207,228,000 192,990,000 93.13%

中部横断楮根第３トンネ
ル工事

山梨県南巨摩郡南部町 315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

2014/1/17 （株）鴻池組
大阪府大阪市北区梅田３
－４－５

一般競争入札 有 835,347,600 738,720,000 88.43%

圏央道成田高地区橋梁
上部その２工事

千葉県成田市 339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

2014/1/17
三井造船鉄構エンジニア
リング（株）

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１　ＷＢＧマリブ
イ スト棟２９階

一般競争入札 有 229,057,200 216,108,000 94.35%

圏央道成田高地区橋梁
上部その３工事

千葉県成田市 207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

2014/1/17 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 85,428,000 75,492,000 88.37%

品木ダム旧脱水機場整備
工事

群馬県吾妻郡中之条町 70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

2014/1/20 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 31,153,500 29,295,000 94.03%

Ｈ２５三原上流第二床固
護床工外工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 311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 2014/1/21 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

一般競争入札 有 159,343,200 158,760,000 99.63%

Ｈ２４綾瀬川・芝川等浄化
導水機場建屋外壁修繕
工事

埼玉県川口市 60日間 建築工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2014/1/23 （株）進興工業社
東京都荒川区東日暮里５
－１０－１

通常型指名競争入札 価格競争 12,726,000 9,870,000 77.56%

右岸上部工事用道路工
事

群馬県吾妻郡長野原町 218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

2014/1/23 吉澤建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字大津１２７

一般競争入札 有 74,498,400 72,360,000 97.13%

中宿高架橋上部工事 群馬県安中市 701日間 鋼橋上部工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/1/23 （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 982,044,000 876,528,000 89.26%

国道１６号町田立体地下
歩道工事

東京都町田市 426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

2014/1/23 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－２
－８

一般競争入札 有 863,384,400 830,520,000 96.19%

富士北麓電線共同溝その
６工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

767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

2014/1/23 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－
３３

一般競争入札 有 215,956,800 190,620,000 88.27%

中部横断自動車道　臼田Ｉ
Ｃ橋上部工事

長野県佐久市 491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145

2014/1/23 （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 464,443,200 412,128,000 88.74%

Ｈ２５・２６石塚高架橋耐
震補強工事

埼玉県深谷市 400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

2014/1/24 （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 151,815,600 141,480,000 93.19%

北千葉道路頃久保高架
橋上部工事

千葉県成田市 522日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2014/1/24 日立造船（株）
大阪府大阪市住之江区
南港北１－７－８９

一般競争入札 有 626,432,400 560,196,000 89.43%

八ッ場ダム原石運搬路工
事

群馬県吾妻郡東吾妻町 325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

2014/1/24 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 340,113,600 332,316,000 97.71%

八王子南バイパス寺田地
区改良（その３）工事

東京都八王子市 157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

2014/1/24 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 200,404,800 193,320,000 96.46%

富士北麓電線共同溝その
５工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

766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

2014/1/24 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 219,650,400 194,400,000 88.50%
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国道５１号潮来ＢＰ改良そ
の１工事

茨城県潮来市 336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

2014/1/24 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７６
－７

一般競争入札 有 187,758,000 172,476,000 91.86%

圏央道花島・鬼怒川橋上
部工事

茨城県常総市 703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

2014/1/24 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 1,637,722,800 1,566,000,000 95.62%

国道３５７号栄町歩道橋
上部工事

千葉県船橋市 367日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2014/1/28 （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 231,336,000 224,640,000 97.11%

Ｈ２５常陸川水門等操作
制御設備工事

茨城県神栖市 ～ 茨城県
潮来市

421日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2014/1/28 （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 211,777,200 194,400,000 91.79%

３５７号東京港トンネル（海
側）排水設備工事

東京都品川区 686日間 機械設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2014/1/28 （株）鶴見製作所
大阪府大阪市鶴見区鶴
見４－１６－４０

一般競争入札 有 251,035,200 248,400,000 98.95%

二瀬ダム選択取水設備新
設工事

埼玉県秩父市 777日間 機械設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2014/1/28 （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 2,228,655,600 2,180,520,000 97.84%

圏央道生子地区改良その
３工事

茨城県坂東市 220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

2014/1/28 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 194,443,200 190,836,000 98.14%

圏央道名木地区改良その
１工事

千葉県成田市 304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

2014/1/28 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 220,730,400 201,960,000 91.50%

Ｈ２５道場宿地先整備工
事

栃木県宇都宮市 151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

2014/1/30 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 108,928,800 96,660,000 88.74%

西小磯電線共同溝工事 神奈川県中郡大磯町 181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

2014/1/31 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１３
－３１

一般競争入札 有 171,946,800 163,080,000 94.84%

Ｈ２５富士川砂防事務所Ｉ
Ｐネットワーク改修工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
北杜市

56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

2014/1/31 （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 17,367,000 17,115,000 98.55%

Ｈ２５戸田井排水機場ポン
プ設備工事

茨城県取手市 790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 2014/1/31 （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 1,090,476,000 1,004,400,000 92.11%

国道６号土浦ＢＰ桜川橋
上部（１）工事

茨城県土浦市 418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

2014/1/31
三井造船鉄構エンジニア
リング（株）

千葉県千葉市美浜区中
瀬２－６－１　ＷＢＧマリブ
イ スト棟２９階

一般競争入札 有 406,846,800 363,312,000 89.30%


