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Ｈ２６岩淵管内右岸維持
管理工事

東京都北区 364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2014/4/1 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 97,858,800 92,880,000 94.91%

Ｈ２６岩淵管内左岸維持
管理工事

東京都足立区 364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2014/4/1 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 97,794,000 88,020,000 90.01%

Ｈ２６小名木川管内右岸
維持管理工事

東京都江東区 364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2014/4/1 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２
２－１

一般競争入札 有 68,418,000 65,880,000 96.29%

Ｈ２６小名木川管内左岸
維持管理工事

東京都江戸川区 364日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2014/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 58,536,000 57,780,000 98.71%

Ｈ２６八斗島河川維持（そ
の１）工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
本庄市

364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

2014/4/1 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 88,614,000 77,652,000 87.63%

Ｈ２６川俣河川維持（その
２）工事

群馬県邑楽郡千代田町
～ 群馬県邑楽郡明和町

364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

2014/4/1 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 182,887,200 162,000,000 88.58%

Ｈ２６大利根河川維持（そ
の１）工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉県
久喜市

364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

2014/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 142,279,200 129,600,000 91.09%

Ｈ２６－Ｈ２７大利根河川
維持（その２）工事

埼玉県加須市 730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

2014/4/1 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山
王山２７８－１

一般競争入札 有 129,535,200 113,616,000 87.71%

Ｈ２６－Ｈ２７目吹河川維
持（その１）工事

千葉県野田市 730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

2014/4/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３
０－６

一般競争入札 有 159,483,600 139,050,000 87.19%

Ｈ２６目吹河川維持（その
２）工事

茨城県坂東市 ～ 茨城県
守谷市

364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

2014/4/1 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 93,452,400 81,864,000 87.60%

Ｈ２６守谷河川維持（その
１）工事

千葉県柏市 ～ 千葉県我
孫子市

364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

2014/4/1 （株）石浜建設 千葉県柏市泉町１１－１６ 一般競争入札 有 74,941,200 71,280,000 95.11%

Ｈ２６－Ｈ２７守谷河川維
持（その２）工事

茨城県守谷市 ～ 茨城県
取手市

730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

2014/4/1 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７
－８

一般競争入札 有 120,603,600 113,400,000 94.03%

Ｈ２６藤岡河川維持（その
１）工事

栃木県栃木市 ～ 栃木県
小山市

364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

2014/4/1 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 64,076,400 55,836,000 87.14%

Ｈ２６－Ｈ２７藤岡河川維
持（その２）工事

栃木県小山市 ～ 栃木県
栃木市

730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

2014/4/1 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 173,221,200 157,788,000 91.09%

Ｈ２６古河河川維持（その
１）工事

茨城県古河市 ～ 茨城県
猿島郡境町

364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

2014/4/1 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１
８－１

一般競争入札 有 92,134,800 84,240,000 91.43%

Ｈ２６・２７伊讃管内維持
管理工事

茨城県筑西市 730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

2014/4/1 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 154,526,400 136,620,000 88.41%

Ｈ２６・２７鎌庭管内維持
管理工事

茨城県常総市 730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

2014/4/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 200,923,200 183,600,000 91.38%

Ｈ２６・２７黒子管内維持
管理工事

茨城県常総市 730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

2014/4/1 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１
８－１

一般競争入札 有 199,573,200 181,440,000 90.91%

Ｈ２６西の洲甘田入地区
整備外工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
行方市

364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 2014/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３
－１

一般競争入札 有 132,721,200 129,600,000 97.65%

Ｈ２６潮来管内右岸河川
維持工事

茨城県潮来市 ～ 千葉県
香取市

364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 2014/4/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１
－１

一般競争入札 有 77,382,000 75,600,000 97.70%

Ｈ２６潮来管内左岸河川
維持工事

茨城県潮来市 364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 2014/4/1 （株）沼田工務店 茨城県鉾田市札１４６－１ 一般競争入札 有 58,784,400 56,160,000 95.54%

Ｈ２６波崎管内河川維持
工事

茨城県神栖市 ～ 千葉県
香取市

364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 2014/4/1 （株）二輝建設
茨城県潮来市日の出４－
８－１２

一般競争入札 有 59,054,400 58,860,000 99.67%

Ｈ２６鉾田管内右岸河川
維持工事

茨城県行方市 ～ 茨城県
鉾田市

364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 2014/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３
－１

一般競争入札 有 78,926,400 74,520,000 94.42%

Ｈ２６鉾田管内左岸河川
維持工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城県
鹿嶋市

364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 2014/4/1 藤枝建設（株） 茨城県鉾田市札６７０－４ 一般競争入札 有 50,911,200 48,600,000 95.46%

Ｈ２６麻生管内河川維持
工事

茨城県行方市 ～ 茨城県
小美玉市

334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 2014/4/1 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 146,037,600 145,260,000 99.47%

平成２６年度那珂導水路
維持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
東茨城郡茨城町

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2014/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１１
９９

一般競争入札 有 19,472,400 18,900,000 97.06%

平成２６年度高浜周辺維
持工事

茨城県石岡市 ～ 茨城県
稲敷市

364日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2014/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 9,266,400 9,072,000 97.90%

Ｈ２６・２７千葉国道道路
照明維持工事

千葉県千葉市 730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

2014/4/1 横川電機（株）
千葉県香取市佐原イ－８
４

一般競争入札 有 65,480,400 64,800,000 98.96%

Ｈ２６・２７品川維持工事 東京都特別区 730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

2014/4/1 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 290,044,800 288,900,000 99.61%

Ｈ２６・２７亀有維持工事 東京都特別区 730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

2014/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１
９－１１

一般競争入札 有 290,476,800 286,200,000 98.53%

Ｈ２６・２７品川道路清掃
作業

東京都特別区 730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

2014/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 193,633,200 192,240,000 99.28%
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Ｈ２６・２７亀有道路清掃
作業

東京都特別区 730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

2014/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２
－５

一般競争入札 有 118,044,000 113,400,000 96.07%

Ｈ２６外環環境整備工事
東京都世田谷区 ～ 東京
都三鷹市

358日間 維持修繕工事
東京外かく環状国道事務
所

東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2014/4/1 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 224,640,000 222,372,000 98.99%

Ｈ２６富士川上流維持工
事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県中央市

364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

2014/4/1 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２－
１１－８

一般競争入札 有 66,322,800 65,880,000 99.33%

Ｈ２６富士川上流維持第２
工事

山梨県甲斐市 ～ 山梨県
韮崎市

364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

2014/4/1 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４７６
－１

一般競争入札 有 70,599,600 69,120,000 97.90%

Ｈ２６富士川中流維持工
事

山梨県西八代郡市川三
郷町 ～ 山梨県南巨摩郡
身延町

364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

2014/4/1 （株）高山工業所
山梨県南巨摩郡身延町
相又４９７－１

一般競争入札 有 74,466,000 73,440,000 98.62%

Ｈ２６富士川下流維持工
事

静岡県静岡市 ～ 静岡県
富士宮市

364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

2014/4/1 （株）石井組
静岡県富士市水戸島元
町４－１０

一般競争入札 有 45,046,800 43,200,000 95.90%

Ｈ２６笛吹川維持工事
山梨県中央市 ～ 山梨県
笛吹市

364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

2014/4/1 奥山建設（株） 山梨県山梨市万力１１４７ 一般競争入札 有 69,908,400 68,040,000 97.33%

Ｈ２６・２７富士吉田道路
維持工事

山梨県富士吉田市 ～ 山
梨県南都留郡富士河口
湖町

730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

2014/4/1 芙蓉建設（株）
山梨県富士吉田市下吉
田５０３

一般競争入札 有 213,688,800 209,520,000 98.05%

Ｈ２６桐生管内維持管理
工事

群馬県桐生市 ～ 栃木県
足利市

364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2014/4/1 （有）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９
２－１

一般競争入札 有 140,497,200 128,918,520 91.76%

Ｈ２６足利管内左岸維持
管理工事

栃木県足利市 ～ 栃木県
佐野市

364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2014/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 93,992,400 82,080,000 87.33%

Ｈ２６・２７佐野河川管内
左岸維持管理工事

栃木県佐野市 ～ 栃木県
栃木市

730日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2014/4/1 原工業（株）
群馬県館林市足次町１０
４７

一般競争入札 有 217,328,400 193,320,000 88.95%

Ｈ２６足利管内右岸維持
管理工事

栃木県足利市 ～ 群馬県
太田市

364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2014/4/1 （株）真進建設
栃木県足利市本城２－１
８１３

一般競争入札 有 78,548,400 69,660,000 88.68%

Ｈ２６佐野河川管内右岸
維持管理工事

群馬県館林市 ～ 栃木県
足利市

364日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2014/4/1 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

一般競争入札 有 109,328,400 98,820,000 90.39%

平成２６年度烏・神流川維
持工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
藤岡市

364日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/1 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０－
３３

一般競争入札 有 98,150,400 94,176,000 95.95%

Ｈ２６上武道路他環境整
備工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群馬
県前橋市

364日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/1 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 96,778,800 96,768,000 99.99%

Ｈ２６・２７前橋維持工事
群馬県前橋市 ～ 群馬県
渋川市

730日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/1 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 215,892,000 212,760,000 98.55%

Ｈ２６・２７沼田維持工事
群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

730日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 377,406,000 376,920,000 99.87%

Ｈ２６・２７管内道路清掃
作業

群馬県前橋市 730日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/1 日掃工業（株）
群馬県高崎市剣崎町２６
６－２

一般競争入札 有 49,820,400 49,680,000 99.72%

Ｈ２６荒川上流光ケーブル
維持工事

埼玉県川越市 364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

2014/4/1 （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 57,618,000 50,760,000 88.10%

Ｈ２６圏央道桶川白岡地
区環境整備工事

埼玉県桶川市 364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

2014/4/1 （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 103,982,400 96,120,000 92.44%

Ｈ２６・２７浦和維持工事
埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県戸田市

730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

2014/4/1 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 209,228,400 205,200,000 98.07%

Ｈ２６・２７春日部維持工
事

埼玉県春日部市 ～ 埼玉
県越谷市

730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

2014/4/1
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 209,530,800 189,540,000 90.46%

Ｈ２６・２７浦和・大宮・春
日部照明維持管理工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県春日部市

730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

2014/4/1 （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 98,614,800 88,560,000 89.80%

Ｈ２６・２７熊谷照明維持
管理工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
鴻巣市

730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

2014/4/1 （株）リード街路灯
埼玉県熊谷市四方寺西
田１３７－３

一般競争入札 有 38,361,600 35,100,000 91.50%

圏央道他埼玉地区道路
予定地管理工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
幸手市

364日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 103,917,600 102,600,000 98.73%

圏央道茨城地区道路予
定地管理工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県猿島郡境町

364日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/4/1
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 81,280,800 71,172,000 87.56%

Ｈ２６藤原ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町 364日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2014/4/1 須田建設（株）
群馬県利根郡みなかみ町
湯原４５

一般競争入札 有 17,517,600 17,280,000 98.64%

Ｈ２６相俣ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町 364日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2014/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 15,865,200 15,444,000 97.35%

Ｈ２６薗原ダム維持工事 群馬県沼田市 364日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2014/4/1 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７
５６－２

一般競争入札 有 20,412,000 20,304,000 99.47%

Ｈ２６利根統光ケーブル設
備維持工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県沼田市

364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

2014/4/1 池野通建（株）
東京都北区岸町１－９－
４

一般競争入札 有 15,757,200 13,608,000 86.36%

Ｈ２６五十里ダム管内維
持工事

栃木県日光市 364日間 維持修繕工事
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

2014/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９７
４

一般競争入札 有 32,583,600 29,991,600 92.05%
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契約の相手方の
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一般競争入札・

指名競争入札の別
総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２６川俣ダム管内維持
工事

栃木県日光市 364日間 維持修繕工事
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

2014/4/1 （株）栗山山本建設 栃木県日光市日向２４４ 一般競争入札 有 32,540,400 29,160,000 89.61%

Ｈ２６湯西川ダム管内維
持工事

栃木県日光市 364日間 維持修繕工事
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

2014/4/1 斉藤建設（株）
栃木県日光市鬼怒川温
泉大原坂の下８７２－４

一般競争入札 有 30,142,800 29,700,000 98.53%

Ｈ２６二瀬ダム維持管理
工事

埼玉県秩父市 364日間 維持修繕工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2014/4/1 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町２
９－２１

一般競争入札 有 34,462,800 34,236,000 99.34%

Ｈ２６昭和自然資源管理
その他工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

364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 2014/4/1 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 148,802,400 142,020,000 95.44%

Ｈ２６森林公園維持管理
工事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

364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 2014/4/1 （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 116,758,800 114,480,000 98.05%

Ｈ２６・２７管内照明設備
維持工事

東京都八王子市 730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

2014/4/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６
－１７

一般競争入札 有 77,846,400 76,680,000 98.50%

Ｈ２６・２７　１６号道路維
持工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県大和市

730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

2014/4/1 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 227,588,400 224,640,000 98.70%

Ｈ２６貯水池周辺維持工
事

神奈川県相模原市 364日間 維持修繕工事
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

2014/4/1 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 77,036,400 75,600,000 98.14%

Ｈ２６・２７取手管内維持
工事

茨城県取手市 730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 2014/4/1 常盤造園建設（株）
茨城県取手市駒場４－５
－２２

一般競争入札 有 154,288,800 142,344,000 92.26%

Ｈ２６・２７竜ヶ崎管内維持
工事

茨城県龍ヶ崎市 730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 2014/4/1 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４５８
－１２

一般競争入札 有 150,454,800 130,626,000 86.82%

Ｈ２６・２７北千葉管内維
持工事

千葉県印西市 730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 2014/4/1 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２２６
－１

一般競争入札 有 116,726,400 101,520,000 86.97%

Ｈ２６・２７佐原管内維持
工事

千葉県香取市 730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 2014/4/1 室田建設（株）
千葉県香取市扇島６６－
１

一般競争入札 有 230,871,600 205,038,000 88.81%

Ｈ２６松戸河川維持工事
千葉県松戸市 ～ 千葉県
流山市

364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 2014/4/1 （株）石浜建設 千葉県柏市泉町１１－１６ 一般競争入札 有 112,590,000 98,064,000 87.10%

Ｈ２６江戸川河口河川維
持工事

東京都葛飾区 ～ 千葉県
市川市

364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 2014/4/1 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 73,450,800 67,716,000 92.19%

Ｈ２６中川下流河川維持
工事

埼玉県八潮市 ～ 東京都
葛飾区

364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 2014/4/1 （株）潮
埼玉県八潮市大字中馬
場２８

一般競争入札 有 70,426,800 64,800,000 92.01%

Ｈ２６三郷河川維持工事 埼玉県三郷市 364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 2014/4/1 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 88,214,400 77,760,000 88.15%

Ｈ２６首都国道管内道路
管理その他工事

千葉県松戸市 ～ 千葉県
市川市

364日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2014/4/1 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 154,191,600 151,200,000 98.06%

Ｈ２６・２７木更津維持工
事

千葉県木更津市 730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

2014/4/1 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６－
５

一般競争入札 有 296,060,400 289,440,000 97.76%

Ｈ２６・２７柏維持工事 千葉県柏市 730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

2014/4/1 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 294,883,200 292,680,000 99.25%

Ｈ２６・２７千葉・酒々井・
木更津道路清掃作業

千葉県千葉市 ～ 千葉県
成田市

730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

2014/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 50,263,200 49,464,000 98.41%

Ｈ２６・２７道路照明施設
等維持工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
富士吉田市

730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

2014/4/1 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 100,774,800 99,360,000 98.60%

Ｈ２６釜無川出張所管内
砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

182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

2014/4/1 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 17,550,000 17,280,000 98.46%

Ｈ２６白州出張所管内砂
防整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨県
韮崎市

182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

2014/4/1 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

一般競争入札 有 18,759,600 18,144,000 96.72%

Ｈ２６早川出張所管内砂
防整備工事

山梨県南巨摩郡早川町
～ 山梨県南アルプス市

182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

2014/4/1 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

一般競争入札 有 19,537,200 18,900,000 96.74%

Ｈ２６・２７長野維持工事
長野県長野市 ～ 長野県
千曲市

730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

2014/4/1 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島１
１４４

一般競争入札 有 195,534,000 190,944,000 97.65%

Ｈ２６・２７中部横断自動
車道維持工事

長野県小諸市 ～ 長野県
佐久市

730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

2014/4/1 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

一般競争入札 有 212,436,000 205,200,000 96.59%

Ｈ２６国営アルプスあづみ
の公園維持工事

長野県安曇野市 ～ 長野
県大町市

364日間 造園工事
国営アルプスあづみの公
園事務所

長野県安曇野市穂高牧
149-12

2014/4/1 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８８３
－３

一般競争入札 有 68,169,600 59,648,400 87.50%

Ｈ２６樹林地管理他工事 茨城県ひたちなか市 364日間 造園工事
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

2014/4/1 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６５
５

一般競争入札 有 65,221,200 57,672,000 88.43%

Ｈ２６－Ｈ２７渡良瀬遊水
池維持工事

栃木県栃木市 ～ 埼玉県
加須市

730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

2014/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 149,806,800 137,160,000 91.56%

Ｈ２６荒川秋ヶ瀬仮置土整
備工事

埼玉県さいたま市 364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

2014/4/1 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 274,568,400 250,560,000 91.26%

Ｈ２６熊谷管内上流維持
管理工事

埼玉県熊谷市 364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

2014/4/1 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 99,198,000 89,100,000 89.82%

Ｈ２６熊谷管内下流維持
管理工事

埼玉県熊谷市 364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

2014/4/1 （株）新井組 埼玉県熊谷市久下８７２ 一般競争入札 有 97,038,000 85,212,000 87.81%
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Ｈ２６越辺川管内維持管
理工事

埼玉県坂戸市 364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

2014/4/1 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 143,456,400 124,200,000 86.58%

Ｈ２６入間川管内維持管
理工事

埼玉県川越市 364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

2014/4/1 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７０５
－２

一般競争入札 有 103,161,600 88,560,000 85.85%

Ｈ２６西浦和管内左岸維
持管理工事

埼玉県さいたま市 364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

2014/4/1 （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 197,413,200 174,960,000 88.63%

Ｈ２６西浦和管内右岸維
持管理工事

埼玉県さいたま市 364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

2014/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 149,212,800 132,840,000 89.03%

Ｈ２６・２７厚木維持工事
神奈川県足柄上郡山北
町 ～ 神奈川県伊勢原市

730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

2014/4/1 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田２
－４－４

一般競争入札 有 251,650,800 243,000,000 96.56%

Ｈ２６・２７小田原維持工
事

神奈川県足柄下郡箱根
町 ～ 神奈川県小田原市

730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

2014/4/1 （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 175,089,600 171,720,000 98.08%

Ｈ２６保土ヶ谷維持工事
神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県横浜市

364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

2014/4/1 （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 223,840,800 209,520,000 93.60%

Ｈ２６・２７横浜国道道路
排水施設等清掃作業

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

730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

2014/4/1
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７
－４

一般競争入札 有 160,153,200 158,760,000 99.13%

Ｈ２６・２７高崎照明維持
工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
前橋市

730日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/1 利根電気工事（株）
群馬県前橋市箱田町５６
５－１

一般競争入札 有 59,691,600 53,460,000 89.56%

Ｈ２６八ッ場ダム左岸地区
管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 269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

2014/4/1 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 15,984,000 15,120,000 94.59%

Ｈ２６多摩川下流維持管
理工事

東京都特別区 ～ 神奈川
県川崎市

364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2014/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 95,904,000 95,040,000 99.10%

Ｈ２６多摩川中流維持管
理工事

東京都稲城市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2014/4/1 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 88,948,800 83,160,000 93.49%

Ｈ２６多摩川上流維持管
理工事

東京都福生市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2014/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２
－５

一般競争入札 有 76,744,800 70,200,000 91.47%

Ｈ２６鶴見川維持管理工
事

神奈川県横浜市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2014/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 80,794,800 79,920,000 98.92%

Ｈ２６相模川維持管理工
事

神奈川県平塚市 364日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2014/4/1 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪４
２１－２０

一般競争入札 有 44,258,400 42,184,800 95.31%

Ｈ２６久慈川下流管内維
持管理（その１）工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
那珂郡東海村

364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

2014/4/1 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才
町６２０

一般競争入札 有 71,452,800 70,200,000 98.25%

Ｈ２６久慈川上流管内維
持管理（その２）工事

茨城県常陸太田市 364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

2014/4/1 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 55,609,200 52,920,000 95.16%

Ｈ２６水戸管内維持管理
（その１）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

364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

2014/4/1 （株）鶴田組
茨城県那珂市菅谷４４５８
－７３

一般競争入札 有 44,809,200 44,280,000 98.82%

Ｈ２６水戸管内維持管理
（その２）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

364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

2014/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１１
９９

一般競争入札 有 95,817,600 89,424,000 93.33%

Ｈ２６那珂管内維持管理
（その１）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
那珂市

364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

2014/4/1 （株）瀧工務店
茨城県常陸大宮市富岡１
９１

一般競争入札 有 68,040,000 66,960,000 98.41%

Ｈ２６那珂管内維持管理
（その２）工事

茨城県常陸大宮市 ～ 茨
城県東茨城郡城里町

364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

2014/4/1 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田
町１５－３

一般競争入札 有 55,566,000 48,060,000 86.49%

Ｈ２６那珂川上流管内維
持管理工事

栃木県那須烏山市 ～ 栃
木県芳賀郡茂木町

364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

2014/4/1 東昭建設（株）
栃木県矢板市扇町２－５
－１７

一般競争入札 有 56,797,200 49,971,600 87.98%

Ｈ２６・２７水戸国道維持
工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

730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

2014/4/1 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９
０５

一般競争入札 有 249,922,800 246,240,000 98.53%

Ｈ２６・２７土浦国道維持
工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
小美玉市

730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

2014/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 234,705,600 227,880,000 97.09%

Ｈ２６・Ｈ２７水戸土浦鹿嶋
国道照明維持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
土浦市

730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

2014/4/1 （株）江口電気商会
茨城県稲敷郡河内町金
江津４０８８－１

一般競争入札 有 71,247,600 68,040,000 95.50%

平成２６年度国道２９８号
照明設備維持工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
さいたま市

364日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/4/1 宝生工業（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町１－３２－９

一般競争入札 有 22,291,200 20,844,000 93.51%

平成２６・２７年度国道２９
８号道路清掃作業

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県川口市

730日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/4/1 ムサシ興発（株）
埼玉県八潮市木曽根５０
６

一般競争入札 有 158,576,400 144,720,000 91.26%

Ｈ２６・２７矢板管内維持
工事

栃木県矢板市 ～ 栃木県
那須塩原市

730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

2014/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２－
６

一般競争入札 有 266,403,600 259,200,000 97.30%

Ｈ２６・２７小山管内維持
工事

栃木県足利市 ～ 栃木県
栃木市

730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

2014/4/1 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町５
６４－１

一般競争入札 有 283,824,000 278,640,000 98.17%

Ｈ２６・２７宇都宮国道管
内道路照明維持工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県小山市

730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

2014/4/1 明洸電設（株）
栃木県宇都宮市下戸祭２
－７－１５

一般競争入札 有 24,602,400 24,300,000 98.77%

Ｈ２６・２７宇都宮国道管
内緑地管理工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県小山市

670日間 造園工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2014/4/1 中嶋産業（株）
茨城県結城市小田林１４
２４

一般競争入札 有 122,839,200 121,564,800 98.96%

Ｈ２５稲又砂防堰堤群改
築工事

山梨県南巨摩郡早川町 326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

2014/4/3 （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 154,936,800 151,200,000 97.59%
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Ｈ２５別当沢砂防堰堤改
築工事

山梨県南巨摩郡早川町 322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

2014/4/7 （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 132,094,800 129,600,000 98.11%

３５７号湾岸千葉地区トン
ネル照明施設工事

千葉県千葉市 262日間 電気設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2014/4/8 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－６
－２

一般競争入札 有 187,002,000 183,600,000 98.18%

船橋管内構造物補修工
事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
習志野市

175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

2014/4/8 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 99,792,000 96,120,000 96.32%

Ｈ２５広河原砂防堰堤改
築工事

山梨県南アルプス市 260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

2014/4/9 清水建設興業（株）
山梨県南アルプス市有野
３２９４

一般競争入札 有 168,631,200 161,784,000 95.94%

国道６号大和田拡幅改良
外工事

茨城県日立市 252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

2014/4/11 （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 83,127,600 75,265,200 90.54%

国道５１号佐原跨道橋補
修工事

千葉県香取市 169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

2014/4/14 深井建設（株）
大阪府岸和田市下池田
町１－３－１５

一般競争入札 有 23,317,200 22,680,000 97.27%

Ｈ２６・２７大宮国道管内
道路清掃作業（その１）

埼玉県さいたま市 717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

2014/4/14
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 71,301,600 70,200,000 98.46%

Ｈ２６久慈川上流管内維
持管理（その３）工事

茨城県常陸大宮市 ～ 茨
城県常陸太田市

351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

2014/4/14 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町２
６７

一般競争入札 有 89,326,800 88,560,000 99.14%

あけぼの（その３）電線共
同溝他工事

千葉県我孫子市 ～ 千葉
県流山市

239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

2014/4/15 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 151,653,600 151,200,000 99.70%

さがみ縦貫相模原地区改
良（その５）工事

神奈川県相模原市 291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

2014/4/15 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 295,293,600 262,980,000 89.06%

Ｈ２６・２７碓氷管内緑地
管理工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
安中市

684日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/16 新田造園土木（株）
群馬県藤岡市譲原１３８３
‐１

一般競争入札 有 32,778,000 30,240,000 92.26%

Ｈ２６・２７松本・岡谷緑地
管理工事

長野県松本市 611日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2014/4/16 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８８３
－３

一般競争入札 有 47,908,800 42,012,000 87.69%

国道２５４号東池袋（２）電
線共同溝歩道復旧その２
工事

東京都豊島区 253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

2014/4/17 北川ヒューテック（株）
石川県金沢市神田１－１
３－１

一般競争入札 有 159,559,200 150,660,000 94.42%

圏央道山崎地区改良その
２工事

茨城県猿島郡境町 240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

2014/4/17 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２
２－１

一般競争入札 有 386,607,600 346,032,000 89.50%

Ｈ２６釜無川工事用道路
工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

266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

2014/4/17 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 110,451,600 106,380,000 96.31%

圏央道山崎地区改良その
５工事

茨城県猿島郡境町 225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

2014/4/17 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 351,118,800 330,480,000 94.12%

国道２０号初台（２）ほか
電線共同溝歩道復旧その
２工事

東京都新宿区 ～ 東京都
渋谷区

252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

2014/4/18 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１
４－１６

一般競争入札 有 142,354,800 124,632,000 87.55%

平成２６年度共同溝維持
工事

東京都特別区 347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

2014/4/18
日本ユーティリティサブ
ウェイ（株）

東京都中央区日本橋小
伝馬町１１－９

一般競争入札 有 98,722,800 92,340,000 93.53%

さがみ縦貫相模原地区改
良（その４）工事

神奈川県相模原市 288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

2014/4/18 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 288,943,200 261,900,000 90.64%

Ｈ２６・２７新町・長野緑地
管理工事

長野県長野市 609日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2014/4/18 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０－
１５－７

一般競争入札 有 91,962,000 80,352,000 87.38%

Ｈ２５荒川二ツ宮外築堤
工事

埼玉県さいたま市 315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

2014/4/18 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７０５
－２

一般競争入札 有 238,140,000 214,812,000 90.20%

Ｈ２５富士見橋他補修工
事

東京都豊島区 162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

2014/4/21 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 145,400,400 135,000,000 92.85%

Ｈ２６・２７沼田管内緑地
管理工事

群馬県渋川市 ～ 群馬県
沼田市

679日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/4/21 飯塚緑地（株） 群馬県渋川市横堀７７５ 一般競争入札 有 21,330,000 20,520,000 96.20%

圏央道冨田地区改良その
３工事

茨城県坂東市 305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

2014/4/21 （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 385,711,200 361,800,000 93.80%

Ｈ２６江戸川上流左岸堤
防維持工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
千葉県流山市

312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 2014/4/21 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２
－５

一般競争入札 有 113,702,400 100,008,000 87.96%

Ｈ２６管内改築区間改良
（その４）工事

神奈川県足柄上郡山北
町 ～ 神奈川県足柄下郡
箱根町

344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

2014/4/21 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 215,190,000 201,960,000 93.85%

Ｈ２６八ッ場ダム右岸地区
管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

213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

2014/4/21 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 26,103,600 22,572,000 86.47%

Ｈ２６八ッ場ダム左岸地区
管内除草工事

群馬県吾妻郡長野原町 213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

2014/4/21 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 23,889,600 21,600,000 90.42%

Ｈ２６・２７緑地管理その１
工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
南巨摩郡身延町

709日間 造園工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/4/22 （株）富士グリーンテック
山梨県甲府市富竹３－１
－３

一般競争入札 有 65,167,200 59,400,000 91.15%

Ｈ２６・２７緑地管理その２
工事

山梨県大月市 ～ 山梨県
甲州市

709日間 造園工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/4/22 （株）帯金造園
山梨県甲府市池田２－１
１－１２

一般競争入札 有 47,833,200 42,876,000 89.64%

Ｈ２６甲府交通安全対策
工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
南アルプス市

283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

2014/4/22 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 91,756,800 85,104,000 92.75%
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圏央道西泉田地区改良そ
の２工事

茨城県猿島郡境町 240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

2014/4/22 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 359,802,000 319,680,000 88.85%

Ｈ２６長野国道管内路面
標示工事

長野県長野市 100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

2014/4/22 矢木コーポレーション（株）
長野県長野市真島町川
合２０３６

一般競争入札 有 17,679,600 17,280,000 97.74%

沢田湧水地受変電設備
（Ｂ－６）外設置工事

茨城県ひたちなか市 219日間
受変電設備工
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

2014/4/23 （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 78,181,200 68,040,000 87.03%

Ｈ２６・２７亀有緑地管理
工事

東京都特別区 708日間 造園工事 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

2014/4/23 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１１

一般競争入札 有 159,580,800 139,320,000 87.30%

Ｈ２６富士吉田交通安全
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

282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

2014/4/23 （株）甲陽
山梨県甲府市国母７－１
１－４

一般競争入札 有 66,744,000 66,744,000 100.00%

圏央道菅谷地区改良その
３工事

茨城県坂東市 246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

2014/4/23 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 382,568,400 339,660,000 88.78%

圏央道神崎ＩＣ改良その３
４工事

千葉県香取郡神崎町 99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

2014/4/23 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２０
９７－３８

一般競争入札 有 258,703,200 228,312,000 88.25%

圏央道弓田地区函渠工
事

茨城県坂東市 180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

2014/4/23 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０８－
８

一般競争入札 有 128,584,800 118,800,000 92.39%

Ｈ２６管内改築区間改良
（その１）工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県藤沢市

247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

2014/4/23 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 245,851,200 226,800,000 92.25%

Ｈ２６管内改築区間改良
（その３）工事

神奈川県厚木市 ～ 神奈
川県伊勢原市

247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

2014/4/23 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 234,306,000 207,360,000 88.50%

横浜国道管内電線共同
溝補修工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県横浜市

282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

2014/4/23 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 194,983,200 172,260,000 88.35%

圏央道菅谷地区改良その
２工事

茨城県坂東市 219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

2014/4/23 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１
４－１４

一般競争入札 有 321,408,000 284,040,000 88.37%

Ｈ２６川原湯地区外管内
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

247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

2014/4/23 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 16,664,400 16,200,000 97.21%

Ｈ２６久慈川下流管内維
持管理（その３）工事

茨城県常陸太田市 342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

2014/4/23 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３－
６－７

一般競争入札 有 63,417,600 61,560,000 97.07%

Ｈ２６土浦管内防災施設
整備他維持工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
稲敷郡阿見町

341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 2014/4/24 （株）伊藤建設
茨城県稲敷郡美浦村谷
中１４番地

一般競争入札 有 116,143,200 106,758,000 91.92%

Ｈ２６・２７品川緑地管理
工事

東京都特別区 707日間 造園工事 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

2014/4/24 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７－
２７

一般競争入札 有 224,272,800 199,800,000 89.09%

Ｈ２５管内橋梁補修その３
工事

山梨県大月市 ～ 山梨県
甲州市

246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

2014/4/24 （株）中村建設 山梨県甲斐市万才３００ 一般競争入札 有 153,770,400 151,200,000 98.33%

Ｈ２６大和交通安全対策
工事

山梨県大月市 ～ 山梨県
甲州市

281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

2014/4/24 （株）中村建設 山梨県甲斐市万才３００ 一般競争入札 有 71,290,800 64,800,000 90.90%

白狐橋改良舗装工事 群馬県利根郡みなかみ町 179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 2014/4/24 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 66,258,000 64,800,000 97.80%

Ｈ２６国道１６号川越（２）
電線共同溝工事

埼玉県川越市 309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

2014/4/24 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１３
－２７

一般競争入札 有 212,997,600 187,920,000 88.23%

Ｈ２６江戸川上流右岸堤
防維持工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町
～ 埼玉県吉川市

309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 2014/4/24 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 133,455,600 120,960,000 90.64%

Ｈ２６管内改築区間改良
（その２）工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県茅ヶ崎市

246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

2014/4/24 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 265,021,200 248,400,000 93.73%

上星川電線共同溝路面
復旧工事

神奈川県横浜市 309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

2014/4/24 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 175,111,200 161,460,000 92.20%

圏央道山崎地区改良その
３工事

茨城県猿島郡境町 240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

2014/4/24 （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 385,495,200 346,140,000 89.79%

圏央道山崎地区改良その
４工事

茨城県猿島郡境町 240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

2014/4/24 （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 321,397,200 286,200,000 89.05%

Ｈ２６日光砂防施設整備
（その１）工事

栃木県日光市 159日間 維持修繕工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2014/4/24 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 48,945,600 48,600,000 99.29%

Ｈ２６－Ｈ２７古河管内河
川維持（その２）工事

栃木県下都賀郡野木町
～ 茨城県古河市

706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

2014/4/25 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山
王山２７８－１

一般競争入札 有 128,865,600 112,860,000 87.58%

圏央道内野山橋下部その
２工事

茨城県坂東市 217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

2014/4/25 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 167,281,200 157,680,000 94.26%

圏央道高須賀第２高架橋
下部その３工事

茨城県つくば市 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

2014/4/25 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 192,402,000 171,720,000 89.25%

Ｈ２６大月交通安全対策
工事

山梨県上野原市 ～ 山梨
県大月市

280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

2014/4/25 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田６６７－１

一般競争入札 有 71,517,600 70,200,000 98.16%
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公共工事の名称 場所 期間 種別 部局名称 部局所在地 契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
一般競争入札・

指名競争入札の別
総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２６・２７　２０号緑地管
理工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市

675日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2014/4/25 （株）富士植木
東京都千代田区九段南４
－１－９

一般競争入札 有 98,323,200 85,860,000 87.32%

圏央道高須賀第２高架橋
下部その４工事

茨城県つくば市 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

2014/4/25 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 168,771,600 156,600,000 92.79%

新４号境跨道橋床版その
他工事

茨城県猿島郡境町 158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

2014/4/25 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

一般競争入札 有 77,846,400 77,760,000 99.89%

Ｈ２６・２７　１６号緑地管
理工事

神奈川県大和市 ～ 神奈
川県相模原市

672日間 造園工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2014/4/28 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７－
２７

一般競争入札 有 119,826,000 105,624,000 88.15%

新４号五霞地区改良舗装
工事

茨城県猿島郡五霞町 242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

2014/4/28 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 220,546,800 196,452,000 89.07%

Ｈ２５新笹子トンネル補修
その２工事

山梨県山梨市 ～ 山梨県
甲州市

240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

2014/4/30 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１
４－１４

一般競争入札 有 159,548,400 139,860,000 87.66%

Ｈ２６川治ダム管内維持
補修工事

栃木県日光市 335日間 維持修繕工事
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

2014/4/30 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９７
４

一般競争入札 有 48,492,000 44,820,000 92.43%

Ｈ２６上期江戸川管内光
ケーブル維持工事

千葉県野田市 ～ 東京都
足立区

153日間 通信設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2014/4/30 （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 11,199,600 11,124,000 99.32%

Ｈ２６唐沢二号砂防堰堤
改築工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

222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

2014/4/30 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 103,474,800 99,360,000 96.02%

Ｈ２６管内改築区間管理
（その２）工事

神奈川県伊勢原市 ～ 神
奈川県厚木市

335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

2014/4/30 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 50,749,200 50,727,600 99.96%


