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Ｈ２５今福新田護岸工事 山梨県中央市 270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

2014/6/2 （株）三枝組
山梨県甲府市中小河原町
３７５－３

一般競争入札 有 119,491,200 113,400,000 94.90%

２０号八王子市南浅川歩
道工事

東京都八王子市 271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

2014/6/2 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 159,354,000 159,300,000 99.97%

Ｈ２５豊田堰塗装工事 茨城県龍ヶ崎市 270日間 塗装工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2014/6/2 プラチナ塗装工業（株）
東京都豊島区駒込１－３９
－１

一般競争入札 有 26,298,000 23,220,000 88.30%

Ｈ２６圏央道桶川インター
改良その５工事

埼玉県桶川市 178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

2014/6/3 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 293,608,800 289,440,000 98.58%

Ｈ２５北千葉第一導水路附
属機械修繕工事

千葉県印西市 241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 2014/6/3 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１
１－１

一般競争入札 有 82,231,200 81,000,000 98.50%

１６号昭島市松原地区他
改良（その４）工事

東京都昭島市 ～ 東京都
福生市

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

2014/6/4 （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 192,337,200 189,000,000 98.26%

Ｈ２５万世樋管外塗装工事 千葉県香取市 268日間 塗装工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2014/6/4 （株）萩原塗装店
茨城県潮来市須賀２８８２
－１

一般競争入札 有 3,682,800 3,510,000 95.31%

Ｈ２５小武川導流堤工事 山梨県韮崎市 294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

2014/6/4 小林建設（株）
山梨県南アルプス市有野
２７２４

一般競争入札 有 252,784,800 246,240,000 97.41%

湾岸道路本牧地区下部
（その１）工事

神奈川県横浜市 169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

2014/6/4 （株）松尾工務店
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央４－３８－３５

一般競争入札 有 208,699,200 191,160,000 91.60%

Ｈ２６利根砂防光ケーブル
整備工事

群馬県渋川市 300日間 通信設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2014/6/4 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 37,994,400 33,480,000 88.12%

国道４号幸手地区舗装そ
の５工事

埼玉県幸手市 261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

2014/6/4 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 295,855,200 268,704,000 90.82%

Ｈ２６・２７水戸国道管内緑
地管理工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

635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

2014/6/4 （株）タナカ築庭
茨城県水戸市石川２－４０
７４－８

一般競争入札 有 64,432,800 56,484,000 87.66%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ１
下部工事

茨城県坂東市 203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

2014/6/5 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市下
長沼１１８－１

一般競争入札 有 129,556,800 114,480,000 88.36%

Ｈ２６早川上流工事用道路
工事

山梨県南巨摩郡早川町
～ 山梨県南アルプス市

293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

2014/6/5 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 211,042,800 205,200,000 97.23%

岩淵船着場周辺地盤改良
（Ｈ２５）工事

東京都北区 266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 2014/6/6 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 201,808,800 183,168,000 90.76%

日本社会事業大学（１４）
電気設備改修工事

東京都清瀬市 223日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2014/6/6 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 69,703,200 66,960,000 96.06%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ１
１下部その２工事

茨城県常総市 298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

2014/6/6 （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 156,146,400 142,344,000 91.16%

Ｈ２５荒川西遊馬築堤工事 埼玉県さいたま市 266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 2014/6/6 （株）ケイワールド日清
埼玉県さいたま市浦和区
本太１－９－５

一般競争入札 有 273,844,800 259,200,000 94.65%

Ｈ２５荒川古谷本郷築堤工
事

埼玉県川越市 202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 2014/6/6 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 236,131,200 210,600,000 89.19%

Ｈ２５多摩川錦町築堤護岸
工事

東京都立川市 266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

2014/6/6 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 218,743,200 197,640,000 90.35%

前川堤防補強工事 茨城県水戸市 266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

2014/6/6 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３－
６－７

一般競争入札 有 349,520,400 311,040,000 88.99%

圏央道環境整備その２工
事

千葉県茂原市 ～ 千葉県
市原市

298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

2014/6/6 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０－
１８

一般競争入札 有 219,736,800 204,768,000 93.19%

Ｈ２５臼井阿原第３護岸工
事

山梨県中央市 294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

2014/6/9 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－１１
－２２

一般競争入札 有 115,873,200 104,436,000 90.13%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ１
１下部その１工事

茨城県常総市 295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

2014/6/9 増川建設（株）
茨城県龍ケ崎市川原代町
５８４７－７

一般競争入札 有 173,491,200 170,640,000 98.36%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ
２・３下部その他工事

茨城県坂東市 220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

2014/6/9 （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 214,228,800 189,648,000 88.53%

Ｈ２５災害情報表示設備設
置工事

埼玉県さいたま市 263日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2014/6/9 ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都品川区東品川一丁
目３９－９

一般競争入札 有 162,745,200 160,920,000 98.88%

高層気象台（１４）エレベー
ター設備改修その他工事

茨城県つくば市 220日間 機械設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2014/6/9 （株）エレベータシステムズ
東京都豊島区西池袋３－
２９－９

一般競争入札 有 21,697,200 21,060,000 97.06%

国道６号土浦ＢＰ上高津高
架橋下部その１工事

茨城県土浦市 263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

2014/6/9 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 289,094,400 259,200,000 89.66%

東矢口地区ほか交通安全
対策工事

東京都特別区 263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

2014/6/9 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 209,833,200 206,280,000 98.31%

小伝馬町地区ほか交通安
全対策工事

東京都特別区 263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

2014/6/9 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 167,421,600 162,000,000 96.76%
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国道５１号潮来市大塚野
法面復旧工事

茨城県潮来市 113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

2014/6/9 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 71,604,000 70,740,000 98.79%

圏央道三坂新田高架橋上
部その３工事

茨城県常総市 501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

2014/6/9
三菱重工鉄構エンジニア
リング（株）

広島県広島市中区江波沖
町５－１

一般競争入札 有 1,886,749,200 1,832,004,000 97.10%

Ｈ２５蒲原上流護岸工事 静岡県静岡市 293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

2014/6/10 （株）井出組
静岡県富士市島田町２－
１１５

一般競争入札 有 206,474,400 199,800,000 96.77%

Ｈ２５上高砂護岸工事 山梨県南アルプス市 261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

2014/6/11 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 115,689,600 112,320,000 97.09%

Ｈ２５蒲原下流護岸工事 静岡県静岡市 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

2014/6/11 鈴与建設（株）
静岡県静岡市清水区松原
町５－１７

一般競争入札 有 193,244,400 180,360,000 93.33%

圏央道真瀬地区函渠他工
事

茨城県つくば市 261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

2014/6/11 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 126,943,200 116,640,000 91.88%

湾岸道路本牧地区７・８号
橋工事

神奈川県横浜市 555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

2014/6/11
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 2,676,898,800 2,467,800,000 92.19%

Ｈ２５江川地区堤防整備外
工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
埼玉県幸手市

261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 2014/6/11 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 133,444,800 118,800,000 89.03%

会計検査院安中研修所（１
４）エレベーター設備改修
その他工事

群馬県安中市 141日間 機械設備工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2014/6/12 三精テクノロジーズ（株）
大阪府吹田市江坂町１－
１３－１８

一般競争入札 有 20,811,600 20,412,000 98.08%

Ｈ２５臼井阿原第１護岸工
事

山梨県中央市 291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

2014/6/12 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－１５
－５

一般競争入札 有 133,455,600 120,420,000 90.23%

Ｈ２５臼井阿原第２護岸工
事

山梨県中央市 291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

2014/6/12 （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 111,283,200 109,080,000 98.02%

２０号八王子市追分交差
点改良他工事

東京都八王子市 141日間 鋼橋上部工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2014/6/12 （株）エム・テック
埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－７－２

一般競争入札 有 180,705,600 180,360,000 99.81%

Ｈ２５向堀川排水樋門ゲー
ト設備修繕工事

茨城県古河市 260日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/6/12 佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町鉾
本２２０

一般競争入札 有 97,880,400 89,856,000 91.80%

Ｈ２６粟原地先補修工事 茨城県常陸太田市 260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

2014/6/12 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目町
５１７

一般競争入札 有 52,639,200 49,680,000 94.38%

幸手地区側道橋下部他そ
の１工事

埼玉県幸手市 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

2014/6/12 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 263,347,200 232,308,000 88.21%

国営アルプスあづみの公
園管理施設改修他工事

長野県安曇野市 197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

2014/6/12 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０－１
５－７

一般競争入札 有 79,336,800 78,192,000 98.56%

Ｈ２５江戸川管内土砂改良
（その２）工事

千葉県流山市 260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 2014/6/12 （株）森組
大阪府大阪市中央区道修
町４－５－１７

一般競争入札 有 323,114,400 289,116,000 89.48%

Ｈ２５柳原浸透対策工事 茨城県下妻市 259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 2014/6/13 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 158,198,400 151,200,000 95.58%

Ｈ２５高道祖浸透対策工事 茨城県下妻市 259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 2014/6/13 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 166,060,800 156,600,000 94.30%

Ｈ２５安食築堤工事 茨城県つくば市 259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 2014/6/13 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－１６
－２４

一般競争入札 有 158,662,800 145,800,000 91.89%

東京国税局千葉倉庫（１
４）建築改修その他工事

千葉県千葉市中央区 196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 2014/6/13 大翔建設（株）
東京都葛飾区奥戸２－４０
－６

一般競争入札 有 89,737,200 89,424,000 99.65%

Ｈ２６品木ダム管内補修工
事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡中之条町

291日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2014/6/13 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 14,137,200 13,500,000 95.49%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ２
下部その他工事

茨城県坂東市 232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

2014/6/13 （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 234,964,800 212,760,000 90.55%

幸手地区側道橋下部他そ
の２工事

埼玉県幸手市 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

2014/6/13 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 218,613,600 194,940,000 89.17%

Ｈ２５今上地区低水護岸工
事

千葉県野田市 259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 2014/6/13 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 370,526,400 334,800,000 90.36%

Ｈ２６付替国道１４５号（横
壁地区）改良工事

群馬県吾妻郡長野原町 288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

2014/6/16 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 234,554,400 210,384,000 89.70%

圏央道生子地区改良その
８工事

茨城県坂東市 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

2014/6/16 日東エンジニアリング（株）
茨城県土浦市小松３－２４
－１６

一般競争入札 有 282,528,000 253,800,000 89.83%

Ｈ２５蓮花川排水機場建築
改修工事

栃木県栃木市 149日間 建築工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/6/16 原工業（株）
群馬県館林市足次町１０４
７

一般競争入札 有 22,939,200 22,680,000 98.87%

Ｈ２５宮和田築堤工事 茨城県取手市 255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 2014/6/17 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３３－
１

一般競争入札 有 75,168,000 66,398,400 88.33%



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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契約の相手方の
商号又は名称
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一般競争入札・
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Ｈ２５江戸川管内土砂改良
工事

埼玉県吉川市 255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 2014/6/17 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 295,142,400 265,680,000 90.02%

圏央道幸手地区側道舗装
その５工事

埼玉県幸手市 191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

2014/6/17 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 263,563,200 234,360,000 88.92%

圏央道環境整備その３工
事

千葉県市原市 ～ 千葉県
木更津市

287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

2014/6/17 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友部
３５５４－１

一般競争入札 有 161,071,200 155,520,000 96.55%

Ｈ２５休泊川排水機場建築
改修工事

群馬県邑楽郡千代田町 178日間 建築工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/6/17 （株）金子工務店
埼玉県熊谷市肥塚３－３
－８

一般競争入札 有 53,859,600 53,784,000 99.86%

Ｈ２５下館管内開閉装置更
新工事

茨城県筑西市 254日間 機械設備工事 下館河川事務所 茨城県筑西市二木成1753 2014/6/18 日東河川工業（株）
香川県高松市中央町５－
３

一般競争入札 有 89,877,600 83,160,000 92.53%

Ｈ２６渡良瀬川管内砂防整
備工事

栃木県日光市 135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

2014/6/18 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 65,815,200 56,430,000 85.74%

新４号五霞地区舗装工事 茨城県猿島郡五霞町 254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

2014/6/18 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 293,641,200 263,304,000 89.67%

Ｈ２５下高島地区盛土工事 埼玉県深谷市 254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

2014/6/18 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 97,124,400 88,560,000 91.18%

こてはし台歩道舗装工事 千葉県千葉市 107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

2014/6/18 奥村建設（株）
千葉県安房郡鋸南町下佐
久間９７９

一般競争入札 有 43,934,400 41,904,000 95.38%

Ｈ２６霞ヶ浦ネットワーク設
備工事

茨城県潮来市 ～ 茨城県
神栖市

191日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2014/6/18 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 33,588,000 32,400,000 96.46%

Ｈ２５深井新田地区低水護
岸工事

千葉県流山市 254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 2014/6/18 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 269,125,200 240,840,000 89.49%

Ｈ２５荒川下流管内船着場
維持浚渫工事

東京都足立区 ～ 東京都
北区

253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 2014/6/19 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 183,816,000 178,200,000 96.94%

田浦地区電線共同溝路面
復旧工事

神奈川県横須賀市 253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

2014/6/19 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１－
１２－８

一般競争入札 有 182,908,800 178,200,000 97.43%

Ｈ２６横浜国道管内路側機
整備工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

253日間 通信設備工事 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

2014/6/19 （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 222,361,200 211,356,000 95.05%

Ｈ２５荒川下流管内護岸修
繕工事

東京都板橋区 ～ 東京都
足立区

252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 2014/6/20 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 211,572,000 192,240,000 90.86%

八日市場検察支部（１４）
建築改修その他工事

千葉県匝瑳市 133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 2014/6/20 大谷建設工業（株）
千葉県山武郡横芝光町横
芝９９５－１１１

一般競争入札 有 32,637,600 30,780,000 94.31%

Ｈ２６中部横断六郷ＩＣ地盤
改良（その１）工事

山梨県西八代郡市川三郷
町

161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

2014/6/20 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 272,646,000 255,744,000 93.80%

Ｈ２６堅磐河道掘削工事 茨城県常陸太田市 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

2014/6/20 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 317,617,200 289,440,000 91.13%

川俣ダム周辺部補強工事 栃木県日光市 281日間 法面処理工事
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

2014/6/23 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 187,822,800 176,040,000 93.73%

Ｈ２６堤体外点検設備修繕
工事

神奈川県愛甲郡愛川町 250日間 機械設備工事
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

2014/6/23 東京索道（株）
東京都千代田区内神田１
－４－２

一般競争入札 有 40,089,600 39,852,000 99.41%

Ｈ２６中津川進入路護岸整
備工事

神奈川県愛甲郡清川村 130日間 一般土木工事
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

2014/6/23 （株）山本組
神奈川県相模原市津久井
町三ヶ木９０９

一般競争入札 有 26,740,800 26,676,000 99.76%

久慈川下流部堤防補強工
事

茨城県常陸太田市 249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

2014/6/23 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 186,537,600 166,320,000 89.16%

泥亀地区他電線共同溝工
事

神奈川県横浜市 249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

2014/6/23 日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田２
－１７－１

一般競争入札 有 193,255,200 173,880,000 89.97%

Ｈ２５三輪野山地区低水護
岸工事

千葉県流山市 249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 2014/6/23 （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 381,736,800 347,220,000 90.96%

湾岸道路本牧地区１号橋
上部工事

神奈川県横浜市 542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

2014/6/24 （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 4,289,133,600 3,926,880,000 91.55%

東京国道管内６号ほか光
ケーブル敷設替工事

東京都墨田区 ～ 東京都
台東区

171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

2014/6/24 和興エンジニアリング（株）
東京都大田区平和島４－
１－２３

一般競争入札 有 49,464,000 44,215,200 89.39%

Ｈ２６大内地先他補修工事 茨城県那珂市 248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

2014/6/24 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友部
３５５４－１

一般競争入札 有 120,884,400 107,892,000 89.25%

圏央道上郷高架橋上部工
事

茨城県つくば市 535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

2014/6/24 宮地エンジニアリング（株）
東京都中央区日本橋富沢
町９－１９

一般競争入札 有 1,307,491,200 1,170,720,000 89.54%

製品評価生物遺伝資源長
期保存施設（１４）ＥＶ設備
工事

千葉県木更津市 278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 2014/6/25
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 15,141,600 14,904,000 98.43%
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Ｈ２５久蔵口山腹工事 栃木県日光市 247日間 法面処理工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2014/6/25 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 105,246,000 99,252,000 94.30%

Ｈ２６沼田管内防護柵補修
工事

群馬県沼田市 ～ 群馬県
利根郡みなかみ町

170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 2014/6/25 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 112,147,200 111,240,000 99.19%

Ｈ２６上伊勢畑地先他補修
工事

茨城県常陸大宮市 247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

2014/6/25 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新町
１８０

一般競争入札 有 275,086,800 245,160,000 89.12%

３５７号湾岸千葉地区電気
室新築工事

千葉県千葉市 204日間 建築工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2014/6/25 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松原
通３－６９

一般競争入札 有 104,468,400 104,004,000 99.56%

久慈川・那珂川水位計設
備設置工事

茨城県常陸大宮市 ～ 茨
城県那珂市

247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

2014/6/25 （株）バンダイ通信
福島県郡山市富田町字音
路７１

一般競争入札 有 93,754,800 92,880,000 99.07%

Ｈ２６機械設備遠方監視操
作制御設備システム改良
工事

茨城県常陸太田市 184日間 機械設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2014/6/25 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町１
１－１

一般競争入札 有 46,688,400 44,280,000 94.84%

Ｈ２５吉川須賀築堤道路付
替工事

埼玉県吉川市 ～ 埼玉県
越谷市

247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 2014/6/25 戸邊建設（株） 千葉県野田市中野台３９７ 一般競争入札 有 118,918,800 110,160,000 92.63%

那珂川下流部堤防補強工
事

茨城県ひたちなか市 246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

2014/6/26 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目町
５１７

一般競争入札 有 137,408,400 122,580,000 89.21%

Ｈ２６三川又地先他補修工
事

栃木県那須郡那珂川町 246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

2014/6/26 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上１
１４０

一般競争入札 有 55,209,600 49,140,000 89.01%

平成２６・２７年度国道２９
８号川口・草加地区緑地管
理工事

埼玉県川口市 ～ 埼玉県
草加市

644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

2014/6/26 安行園芸（株）
埼玉県川口市大字安行領
家３０７

一般競争入札 有 95,094,000 75,168,000 79.05%

Ｈ２６田母沢上流砂防堰堤
改築工事

栃木県日光市 257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 2014/6/26 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 118,270,800 104,220,000 88.12%

河川ＣＣＴＶカメラ設備更新
工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県常陸大宮市

246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

2014/6/26
東芝通信インフラシステム
ズ（株）

大阪府大阪市中央区本町
４－２－１２

一般競争入札 有 63,147,600 57,672,000 91.33%

製品評価生物遺伝資源長
期保存施設（１４）電気設
備工事

千葉県木更津市 276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 2014/6/27 末廣屋電機（株）
北海道札幌市厚別区大谷
地東２－４－３０

一般競争入札 有 283,500,000 268,380,000 94.67%

製品評価生物遺伝資源長
期保存施設（１４）機械設
備工事

千葉県木更津市 276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 2014/6/27 川崎設備工業（株）
愛知県名古屋市中区錦２
－１８－５

一般競争入札 有 335,880,000 316,224,000 94.15%

鹿島港湾合同（１４）建築
改修その他工事

茨城県神栖市 63日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-13
宇都宮地方合同庁舎

2014/6/27 （株）矢口
茨城県ひたちなか市表町
９－１

一般競争入札 有 35,197,200 29,624,400 84.17%

烏川他堤防法面補修工事
群馬県高崎市 ～ 埼玉県
児玉郡上里町

245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 2014/6/27 塚本建設（株） 群馬県藤岡市小林４０２ 一般競争入札 有 79,909,200 75,060,000 93.93%

Ｈ２６多摩川元和泉上流低
水護岸工事

東京都狛江市 271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

2014/6/27 （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 293,122,800 265,788,000 90.67%

Ｈ２６鶴見川向井町１丁目
護岸改良工事

神奈川県横浜市 259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

2014/6/27 （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 239,911,200 213,300,000 88.91%

後川堤防補強工事 茨城県水戸市 245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

2014/6/27 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 377,503,200 336,960,000 89.26%

Ｈ２６北小岩一丁目地区堤
防整備工事

東京都江戸川区 270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 2014/6/27 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先１
－１１－１８

一般競争入札 有 205,405,200 187,380,000 91.22%

千葉県警察学校本館他（１
４）建築改修その他工事

千葉県東金市 109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 2014/6/30 （株）ビッグルーフ
東京都文京区春日２－１
－６

一般競争入札 有 49,658,400 48,535,200 97.74%

製品評価生物遺伝資源長
期保存施設（Ｈ２６）建築工
事

千葉県木更津市 273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 2014/6/30 （株）近藤組
愛知県刈谷市一里山町伐
払１２３

一般競争入札 有 552,528,000 507,600,000 91.87%

Ｈ２５鶴見川栄町通（上流）
耐震堤防工事

神奈川県横浜市 242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

2014/6/30 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 581,590,800 523,800,000 90.06%

Ｈ２５鶴見川市場下町耐震
堤防工事

神奈川県横浜市 242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

2014/6/30 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 437,778,000 401,976,000 91.82%

Ｈ２６甲府管内情報通信設
備工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
西八代郡市川三郷町

242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

2014/6/30 （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 32,508,000 31,320,000 96.35%

Ｈ２５渡良瀬貯水池施設補
修（その１）工事

栃木県栃木市 242日間
アスファルト舗装
工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/6/30 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 164,613,600 145,260,000 88.24%

Ｈ２６多摩川元和泉低水護
岸工事

東京都狛江市 268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

2014/6/30 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 293,122,800 266,544,000 90.93%

Ｈ２６多摩川猪方低水護岸
工事

東京都狛江市 268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

2014/6/30 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 293,122,800 261,144,000 89.09%

Ｈ２６多摩川下石原河道掘
削工事

東京都調布市 ～ 神奈川
県川崎市

253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

2014/6/30 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 285,811,200 253,692,000 88.76%
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Ｈ２６鶴見川向井町２丁目
護岸改良工事

神奈川県横浜市 256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

2014/6/30 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 238,950,000 214,056,000 89.58%

国道２９８号経路情報収集
装置設置工事

埼玉県和光市 242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

2014/6/30 住友電設（株）
大阪府大阪市西区阿波座
２－１－４

一般競争入札 有 42,228,000 37,476,000 88.75%

常陸河川国道管内経路情
報収集装置設置工事

茨城県水戸市 242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

2014/6/30 （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 278,143,200 251,208,000 90.32%


