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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
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一般競争入札・

指名競争入札の別
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２５川尻地先侵食対策
工事

千葉県香取市 232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 2014/5/1 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 152,280,000 135,864,000 89.22%

Ｈ２６川俣管内堤防強化
維持工事

埼玉県行田市 ～ 埼玉県
羽生市

334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

2014/5/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 107,632,800 103,680,000 96.33%

Ｈ２５釈迦堤防強化（上・
下）工事

茨城県猿島郡五霞町 239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

2014/5/1 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 244,490,400 222,588,000 91.04%

Ｈ２６土浦中岸維持その
他工事

茨城県かすみがうら市 ～
茨城県土浦市

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 2014/5/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１
－１

一般競争入札 有 76,950,000 76,680,000 99.65%

新４号新利根川橋外舗装
工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県猿島郡境町

141日間
セメント・コンク
リート舗装工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2014/5/1 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１
９－９

一般競争入札 有 220,147,200 199,800,000 90.76%

Ｈ２６上湯原地区道路改
良１工区工事

群馬県吾妻郡長野原町 323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

2014/5/1
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 139,341,600 129,600,000 93.01%

Ｈ２６大利根管内堤防強
化維持工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉県
久喜市

333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

2014/5/2 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 120,916,800 106,920,000 88.42%

Ｈ２６目吹守谷管内堤防
強化維持工事

千葉県野田市 ～ 茨城県
守谷市

333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

2014/5/2 （株）ＫＡＣ
千葉県我孫子市我孫子４
－２－１　榎本ビル２階

一般競争入札 有 66,160,800 58,892,400 89.01%

Ｈ２５小手指上原堤防強
化（上・下）工事

茨城県猿島郡五霞町 238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

2014/5/2 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 180,500,400 162,000,000 89.75%

国道１６号町田立体ランプ
橋下部工事

東京都町田市 222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

2014/5/2 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 146,005,200 145,584,000 99.71%

国道１６号町田立体壁高
欄設置他工事

東京都町田市 210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

2014/5/2 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 175,014,000 170,640,000 97.50%

Ｈ２５堤内田堤防強化
（上）工事

埼玉県羽生市 233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

2014/5/7 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 224,229,600 203,040,000 90.55%

Ｈ２６・２７相武国道管内
道路清掃作業

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市

688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

2014/5/7 （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 99,554,400 99,360,000 99.80%

Ｈ２６管内改築区間管理
（その１）工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県藤沢市

328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

2014/5/7 横浜植木（株）
神奈川県横浜市南区唐
沢１５

一般競争入札 有 72,370,800 64,584,000 89.24%

Ｈ２６上湯原地区道路改
良２工区工事

群馬県吾妻郡長野原町 317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

2014/5/7 （株）加賀田組
新潟県新潟市中央区八
千代１－５－３２

一般競争入札 有 221,983,200 204,120,000 91.95%

古間改良２他工事 長野県上水内郡信濃町 207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

2014/5/7 （株）北條組
長野県長野市大字村山３
４８－１

一般競争入札 有 294,127,200 263,520,000 89.59%

３５７号湾岸千葉地区改
良その８工事

千葉県千葉市 204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

2014/5/8 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０
－１８

一般競争入札 有 128,023,200 120,744,000 94.31%

Ｈ２５国営ひたち海浜公園
自然観察施設棟他新営
工事

茨城県ひたちなか市 267日間 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

2014/5/8 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白
方５３８－２

一般競争入札 有 169,668,000 169,560,000 99.94%

圏央道五霞ＩＣ改良他その
６工事

茨城県猿島郡五霞町 288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

2014/5/8 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 387,385,200 359,640,000 92.84%

Ｈ２５京浜管内ＣＣＴＶ設備
更新他工事

神奈川県横浜市 295日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2014/5/8 （株）日立国際電気
東京都千代田区外神田４
－１４－１

一般競争入札 有 249,328,800 229,500,000 92.05%

新４号古河地区改良舗装
工事

茨城県猿島郡境町 ～ 茨
城県古河市

232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

2014/5/8 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 370,720,800 330,372,000 89.12%

Ｈ２５佐貫（下）水位観測
所移設工事

栃木県塩谷郡塩谷町 231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

2014/5/9 宇都宮電子（株）
栃木県宇都宮市御幸ケ原
町４４－１６

一般競争入札 有 24,408,000 23,760,000 97.35%

Ｈ２５鶴見川大黒町河道
掘削工事

神奈川県横浜市 ～ 東京
都大田区

294日間
河川しゅんせつ
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

2014/5/9 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１
１－１１

一般競争入札 有 355,233,600 352,080,000 99.11%

Ｈ２６・２７西側橋下部その
他工事

東京都港区 ～ 東京都江
東区

661日間 一般土木工事 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

2014/5/9 清水建設（株）
東京都港区芝浦１－２－
３

一般競争入札 有 1,569,088,800 1,533,600,000 97.74%

３５７号湾岸千葉地区改
良その９工事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
千葉市

228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

2014/5/12 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 288,316,800 253,800,000 88.03%

Ｈ２５管内西地区防災対
策他工事

神奈川県足柄下郡箱根
町 ～ 神奈川県中郡大磯
町

172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

2014/5/12 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北４
－２－３５

一般競争入札 有 141,966,000 126,360,000 89.01%

南口駐車場外照明設備
改修工事

茨城県ひたちなか市 109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

2014/5/12 宇田電機（株）
茨城県水戸市住吉町２９
８－２

一般競争入札 有 19,386,000 19,083,600 98.44%

Ｈ２６町道林長野原線楡
木沢橋下部工事

群馬県吾妻郡長野原町 202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

2014/5/12 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 98,647,200 91,800,000 93.06%

Ｈ２６上尾道路領家地区
改良舗装工事

埼玉県上尾市 322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

2014/5/13 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台３ー１２５

一般競争入札 有 193,784,400 172,908,000 89.23%

圏央道幸手地区側道改
良工事

埼玉県幸手市 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

2014/5/13 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 388,076,400 371,412,000 95.71%

Ｈ２５明和江口地区上流
築堤工事

群馬県邑楽郡明和町 290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

2014/5/13 （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 313,783,200 280,800,000 89.49%
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Ｈ２５明和千津井地区築
堤工事

群馬県邑楽郡明和町 290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

2014/5/13 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 316,461,600 281,880,000 89.07%

Ｈ２５明和江口地区中流
築堤工事

群馬県邑楽郡明和町 289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

2014/5/14 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 318,351,600 286,416,000 89.97%

Ｈ２６上尾道路川田谷地
区改良舗装その１工事

埼玉県桶川市 321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

2014/5/14 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１
９－９

一般競争入札 有 246,639,600 220,320,000 89.33%

国道４号幸手地区舗装そ
の１工事

埼玉県幸手市 282日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/14 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 378,723,600 343,440,000 90.68%

国道６号土浦ＢＰ常名高
架橋下部（３）工事

茨城県土浦市 261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

2014/5/14 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 189,064,800 178,740,000 94.54%

国道２９８号情報表示装
置設置工事

埼玉県和光市 197日間 通信設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/15 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 116,791,200 105,840,000 90.62%

市川大橋（山側）補修その
３工事

千葉県市川市 314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

2014/5/15 横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４－
１４－５

一般競争入札 有 299,754,000 275,400,000 91.88%

Ｈ２５明和江口地区下流
築堤工事

群馬県邑楽郡明和町 288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

2014/5/15 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 320,004,000 287,496,000 89.84%

Ｈ２６荒川太郎右衛門自
然再生工事

埼玉県桶川市 260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

2014/5/15 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 288,133,200 258,768,000 89.81%

Ｈ２６・２７横浜国道管内
西地区緑地管理工事

神奈川県厚木市 ～ 神奈
川県小田原市

673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

2014/5/15 （株）田澤園
神奈川県横浜市南区六ツ
川４－１２３４

一般競争入札 有 140,454,000 118,800,000 84.58%

国道４号幸手地区舗装そ
の２工事

埼玉県幸手市 281日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/15 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 367,059,600 331,992,000 90.45%

国道４号幸手地区舗装そ
の３工事

埼玉県幸手市 281日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/15 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１
９－９

一般競争入札 有 374,025,600 336,960,000 90.09%

Ｈ２５多摩川田中町築堤
護岸工事

東京都昭島市 288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

2014/5/15 （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 152,172,000 135,540,000 89.07%

国道４号幸手地区舗装そ
の４工事

埼玉県幸手市 281日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/15 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 378,140,400 339,120,000 89.68%

Ｈ２６・２７船橋管内緑地
管理工事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
船橋市

686日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2014/5/15 造園土木伊藤園（株）
千葉県富里市七栄６５４
－５５

一般競争入札 有 101,304,000 88,020,000 86.89%

平井地区高潮堤防（Ｈ２
５）工事

東京都江戸川区 284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 2014/5/19 池田建設（株）
東京都港区新橋５－１３
－８

一般競争入札 有 238,701,600 233,280,000 97.73%

Ｈ２６戸崎地区波浪対策
工事

茨城県かすみがうら市 221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 2014/5/19 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１
－１

一般競争入札 有 184,464,000 164,916,000 89.40%

Ｈ２６上尾道路畔吉地区
舗装工事

埼玉県上尾市 316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

2014/5/19 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 180,727,200 160,380,000 88.74%

東関道潮来鉾田環境整
備工事

茨城県潮来市 ～ 茨城県
行方市

316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

2014/5/19 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 61,819,200 56,160,000 90.85%

山崎地区改良工事
神奈川県足柄下郡箱根
町

316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

2014/5/19 三和建設（株）
神奈川県足柄下郡箱根
町箱根１８０

一般競争入札 有 204,163,200 183,600,000 89.93%

圏央道菅谷地区改良その
４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

2014/5/19 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 340,016,400 302,400,000 88.94%

圏央道生子地区改良その
５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

2014/5/19 （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 332,056,800 298,512,000 89.90%

Ｈ２５鶴見川小倉護岸改
良工事

神奈川県川崎市 284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

2014/5/19 （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 323,265,600 286,740,000 88.70%

上北沢ほか共同溝附帯
設備工事

東京都世田谷区 ～ 東京
都杉並区

284日間 電気設備工事 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

2014/5/19 向陽電気工業（株）
東京都港区芝公園２－９
－５

一般競争入札 有 87,393,600 84,240,000 96.39%

Ｈ２６道路照明灯設置工
事

東京都特別区 284日間 電気設備工事 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

2014/5/19 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２
２－１

一般競争入札 有 94,867,200 83,700,000 88.23%

Ｈ２６上尾道路小敷谷地
区舗装工事

埼玉県上尾市 315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

2014/5/20 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 189,982,800 169,236,000 89.08%

Ｈ２６上尾道路川田谷地
区舗装工事

埼玉県上尾市 ～ 埼玉県
桶川市

285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

2014/5/20 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 173,512,800 154,008,000 88.76%

圏央道芝吉岡地区改良
工事

千葉県成田市 290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

2014/5/20 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

一般競争入札 有 246,348,000 228,960,000 92.94%

Ｈ２５鶴見川江ヶ崎町護岸
改良工事

神奈川県横浜市 283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

2014/5/20 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２－
１１－３

一般競争入札 有 323,265,600 288,360,000 89.20%

圏央道生子地区改良その
６工事

茨城県坂東市 230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

2014/5/20 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 378,464,400 349,920,000 92.46%

圏央道生子地区改良その
４工事

茨城県坂東市 210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

2014/5/20 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－９
２

一般競争入札 有 385,279,200 340,200,000 88.30%
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予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２５大谷川（荊沢地区）
護岸工事

栃木県日光市 255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

2014/5/20 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 121,791,600 107,892,000 88.59%

Ｈ２６・２７柏・船橋管内緑
地管理工事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
船橋市

681日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2014/5/20 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 69,606,000 60,372,000 86.73%

国道３５７号栄町・日の出
地区改良舗装工事

千葉県船橋市 219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

2014/5/21 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 150,206,400 145,044,000 96.56%

湾岸道路本牧地区３・４号
橋工事

神奈川県横浜市 576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

2014/5/21
湾岸道路本牧地区３・４号
橋工事巴・宇部特定建設
工事共同企業体

東京都中央区勝どき４－
５－１７

一般競争入札 有 2,539,468,800 2,287,440,000 90.08%

千代田石岡ＢＰ外改良そ
の他工事

茨城県石岡市 191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

2014/5/21 （株）菱伸工営
茨城県石岡市谷向町１５
－２４

一般競争入札 有 72,144,000 64,260,000 89.07%

圏央道幸手地区側道舗
装その４工事

埼玉県幸手市 218日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/21 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 243,939,600 217,080,000 88.99%

Ｈ２６稲荷川上流山腹基
礎工事

栃木県日光市 193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

2014/5/21 東武建設（株）
栃木県日光市大桑町１３
８

一般競争入札 有 148,294,800 131,112,000 88.41%

Ｈ２５大谷川（瀬尾地区）
護岸工事

栃木県日光市 192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

2014/5/22 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 109,004,400 96,012,000 88.08%

Ｈ２６古渡地区外消波施
設補修工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
土浦市

191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 2014/5/23 松原建設（株） 茨城県稲敷市西代２８５２ 一般競争入札 有 66,992,400 59,184,000 88.34%

国道５０号下館ＢＰ神分栗
島舗装工事

茨城県筑西市 130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

2014/5/23 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１
９－１１

一般競争入札 有 148,068,000 131,220,000 88.62%

３５７号湾岸千葉地区受
変電設備工事

千葉県千葉市 298日間
受変電設備工
事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2014/5/26 （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 155,584,800 135,453,600 87.06%

Ｈ２５関守三号床固工事
群馬県桐生市 ～ 群馬県
みどり市

277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

2014/5/26 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７
５６－２

一般競争入札 有 157,248,000 140,940,000 89.63%

Ｈ２６下久保集水井（Ｄ－
７）外工事

群馬県藤岡市 277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 2014/5/26 上原建設（株）
群馬県甘楽郡下仁田町
大字川井１９６－２

一般競争入札 有 98,150,400 92,880,000 94.63%

圏央道幸手地区側道舗
装その２工事

埼玉県幸手市 213日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/26 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 256,338,000 246,240,000 96.06%

平成２６・２７年度国道２９
８号三郷地区緑地管理工
事

埼玉県三郷市 675日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/26 （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 74,271,600 64,044,000 86.23%

新利根川橋外橋梁補修
工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県古河市

214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

2014/5/26 （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 142,516,800 134,892,000 94.65%

Ｈ２５秋山川左岸築堤工
事

栃木県佐野市 276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

2014/5/27 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 194,248,800 172,260,000 88.68%

Ｈ２６・２７熊谷緑地管理
工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
深谷市

643日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2014/5/27 （株）清香園
埼玉県本庄市朝日町３－
２２－４

一般競争入札 有 119,091,600 101,520,000 85.25%

Ｈ２６・２７土浦国道管内
緑地管理工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
小美玉市

642日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2014/5/27 つくば都市緑化（株）
茨城県つくば市下別府４８
９－８１

一般競争入札 有 63,957,600 59,184,000 92.54%

圏央道幸手地区側道舗
装その１工事

埼玉県幸手市 212日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/27 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１３
－３１

一般競争入札 有 232,513,200 213,840,000 91.97%

Ｈ２５江戸川管内ＣＣＴＶ設
備工事

埼玉県三郷市 ～ 千葉県
松戸市

199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 2014/5/27 （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 60,220,800 57,186,000 94.96%

圏央道西泉田地区改良そ
の１工事

茨城県猿島郡境町 268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

2014/5/28 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 369,349,200 329,184,000 89.13%

Ｈ２５渡良瀬川管内ＣＣＴＶ
設備設置工事

栃木県日光市 ～ 群馬県
桐生市

211日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2014/5/29 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１－
２３－１５

一般競争入札 有 62,326,800 58,860,000 94.44%

Ｈ２６圏央道桶川インター
調整池工事

埼玉県桶川市 211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

2014/5/29 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 249,998,400 223,560,000 89.42%

圏央道冨田地区改良その
２工事

茨城県坂東市 200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

2014/5/29 （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 334,303,200 298,620,000 89.33%

圏央道生子地区改良その
７工事

茨城県坂東市 190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

2014/5/29 （株）加賀田組
新潟県新潟市中央区八
千代１－５－３２

一般競争入札 有 327,823,200 299,700,000 91.42%

松本拡幅歩道橋上部工
事

長野県松本市 246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

2014/5/29 日本車輌製造（株）
愛知県名古屋市熱田区
三本松町１－１

一般競争入札 有 114,998,400 102,060,000 88.75%

Ｈ２６荒川河口橋補修そ
の１工事

東京都江東区 306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

2014/5/29 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 286,048,800 254,340,000 88.91%

笛吹川護岸補修その他工
事

山梨県笛吹市 ～ 山梨県
甲府市

273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

2014/5/30 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 85,255,200 76,464,000 89.69%

Ｈ２６・２７大宮緑地管理
工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県川越市

640日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2014/5/30 （株）渋谷造園土木
埼玉県川越市久下戸１８
９

一般競争入札 有 97,513,200 84,132,000 86.28%

Ｈ２５豊田堰土砂撤去外
工事

茨城県取手市 273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 2014/5/30 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市長
渡呂２５２

一般競争入札 有 82,576,800 75,600,000 91.55%
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Ｈ２５多摩川菅野戸呂低
水護岸工事

神奈川県川崎市 273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

2014/5/30 ＳＭＣシビルテクノス（株）
東京都新宿区新宿５－１
５－５

一般競争入札 有 339,346,800 306,720,000 90.39%

Ｈ２５浅川上田低水護岸
工事

東京都日野市 273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

2014/5/30 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－１
－１

一般競争入札 有 211,258,800 189,756,000 89.82%

Ｈ２５浅川東豊田低水護
岸工事

東京都日野市 273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

2014/5/30 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－１
－１

一般競争入札 有 349,866,000 321,624,000 91.93%

Ｈ２５浅川元本郷低水護
岸工事

東京都八王子市 273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

2014/5/30 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 274,136,400 243,864,000 88.96%

Ｈ２５相模川須賀高潮堤
防工事

神奈川県平塚市 294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

2014/5/30 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１
１－１１

一般競争入札 有 371,509,200 339,033,600 91.26%

国道４号杉戸地区舗装他
工事

埼玉県春日部市 ～ 埼玉
県北葛飾郡杉戸町

266日間
アスファルト舗装
工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/5/30 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 291,589,200 265,680,000 91.11%

Ｈ２６荒川河口橋補修そ
の２工事

東京都江戸川区 305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

2014/5/30 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 287,733,600 270,000,000 93.84%


