
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

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
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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宇都宮国道経路情報
収集装置設置工事

栃木県宇都宮市 ～ 茨城
県古河市

241日間 通信設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2014/7/1 池野通建（株） 東京都北区岸町１－９－４ 一般競争入札 有 124,340,400 124,200,000 99.89%

Ｈ２６長野国道管内経路情
報収集装置設置工事

長野県上田市 ～ 長野県
長野市

241日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2014/7/1 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３－
９－１

一般競争入札 有 160,336,800 146,664,000 91.47%

３５７号湾岸千葉地区ＣＣＴ
Ｖ設備工事

千葉県千葉市中央区 261日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2014/7/2 田中電気（株）
東京都千代田区外神田１
－１５－１３

一般競争入札 有 60,156,000 53,784,000 89.41%

３５７号湾岸千葉地区無線
補助設備工事

千葉県千葉市中央区 261日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2014/7/2 北陸通信工業（株）
石川県金沢市問屋町１－
５７

一般競争入札 有 133,747,200 116,640,000 87.21%

Ｈ２６中部横断下山地区他
改良工事

山梨県南巨摩郡身延町 272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

2014/7/2 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 254,502,000 228,420,000 89.75%

圏央道島名地区改良その
２工事

茨城県つくば市 455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

2014/7/2 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 251,532,000 228,960,000 91.03%

Ｈ２５渡良瀬貯水池施設補
修（その２）工事

栃木県栃木市 240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

2014/7/2 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町１
２６５

一般競争入札 有 153,727,200 125,496,000 81.64%

Ｈ２６矢板出張所管内交通
安全対策工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県矢板市

251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

2014/7/2 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 119,134,800 110,635,200 92.87%

Ｈ２６大宮国道管内経路収
集装置設置工事

埼玉県さいたま市北区 240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

2014/7/2 田中電気（株）
東京都千代田区外神田１
－１５－１３

一般競争入札 有 234,662,400 210,384,000 89.65%

Ｈ２５荒川上流遠隔操作制
御設備改修工事

埼玉県川越市 239日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2014/7/3 （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 84,056,400 81,000,000 96.36%

中部横断自動車道　八千
穂ＩＣ改良１工事

長野県南佐久郡佐久穂町 265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

2014/7/3 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 263,444,400 232,956,000 88.43%

中部横断自動車道　切原
地区改良１工事

長野県佐久市 265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

2014/7/3 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－１
－１７

一般競争入札 有 278,186,400 246,672,000 88.67%

Ｈ２６深谷市普済寺地区歩
道整備外工事

埼玉県深谷市 ～ 埼玉県
草加市

271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

2014/7/3 前田道路（株）
東京都品川区大崎１－１１
－３

一般競争入札 有 122,644,800 110,160,000 89.82%

蒲田歩道橋昇降施設新築
工事

東京都大田区 239日間 建築工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2014/7/3 京急建設（株）
東京都港区高輪２－２１－
２８

一般競争入札 有 254,232,000 247,870,800 97.50%

上武道路青柳改良その２
工事

群馬県前橋市 239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 2014/7/3 （株）飯塚組
群馬県北群馬郡吉岡町大
久保２２７９－２

一般競争入札 有 191,440,800 176,040,000 91.96%

Ｈ２６岩本舗装修繕工事 群馬県沼田市 148日間
アスファルト舗装
工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/7/3 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 93,819,600 83,700,000 89.21%

３５７号湾岸千葉地区非常
防災設備工事

千葉県千葉市 259日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2014/7/4 （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 148,057,200 129,546,000 87.50%

Ｈ２６水面清掃維持工事 茨城県土浦市 119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 2014/7/4 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 9,147,600 9,126,000 99.76%

国道１６号町田立体改良
（その１２）工事

東京都町田市 249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

2014/7/4 大野建設（株）
神奈川県愛甲郡愛川町中
津４０７１－１

一般競争入札 有 216,507,600 213,840,000 98.77%

Ｈ２６大峰沢橋他橋梁補修
工事

群馬県利根郡みなかみ町 159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 2014/7/4 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 85,784,400 79,920,000 93.16%

Ｈ２６碓氷管内交通安全対
策工事

群馬県藤岡市 ～ 群馬県
高崎市

175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 2014/7/4 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２－
４

一般競争入札 有 159,040,800 158,976,000 99.96%

Ｈ２６那古～川名地区交差
点改良工事

千葉県館山市 267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

2014/7/7 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 197,704,800 174,420,000 88.22%

Ｈ２６中部横断入ノ沢川橋
下部（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 267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

2014/7/7 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 292,496,400 280,800,000 96.00%

高崎管内経路情報収集装
置設置工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
高崎市

235日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/7/7 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 188,902,800 178,416,000 94.45%

国道１号白金台電線共同
溝歩道復旧工事

東京都港区 246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

2014/7/7 北川ヒューテック（株）
石川県金沢市神田１－１３
－１

一般競争入札 有 142,149,600 140,400,000 98.77%

圏央道高須賀地区改良そ
の２工事

茨城県つくば市 420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

2014/7/7 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２－
２３－１８

一般競争入札 有 404,028,000 388,800,000 96.23%

圏央道名木地区改良その
５工事

千葉県成田市 267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

2014/7/7 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０－
１８

一般競争入札 有 113,313,600 101,952,000 89.97%

Ｈ２６長野国道管内非常用
電源設備改修工事

長野県長野市 144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

2014/7/7 丸登電業（株）
長野県岡谷市天竜町３－
９－１

一般競争入札 有 37,400,400 35,424,000 94.72%

Ｈ２６般若沢上流右岸山腹
工事

栃木県日光市 520日間 法面処理工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2014/7/7 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上１
１４０

一般競争入札 有 139,644,000 133,704,000 95.75%

埼玉県警察学校第三生徒
寮外１件（１４）機械設備改
修その他工事

埼玉県さいたま市北区 157日間
暖冷房衛生設備
工事

東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2014/7/8 経塚工業（株）
東京都豊島区巣鴨１－４１
－１１

一般競争入札 有 54,475,200 54,000,000 99.13%



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

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
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成田国際空港警備隊待機
寮（１４）建築改修工事

千葉県成田市 171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 2014/7/8 （株）羽原工務店
茨城県龍ケ崎市川原代町
３９７５

一般競争入札 有 107,535,600 98,820,000 91.90%

千葉国道管内経路情報収
集装置設置工事

千葉県千葉市 234日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2014/7/8 （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 262,645,200 245,160,000 93.34%

Ｈ２６武智川第３・４・５・６
帯工護岸工事

長野県諏訪郡富士見町 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

2014/7/8 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 239,857,200 234,360,000 97.71%

Ｈ２６高崎管内道路情報板
設置工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
利根郡みなかみ町

170日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/7/8 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 83,278,800 73,440,000 88.19%

ＨＨ・ＯＭ３期地区園路整
備他工事

長野県安曇野市 ～ 長野
県大町市

206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

2014/7/8 （株）塚田造園
長野県長野市大字若槻団
地１－４７１

一般競争入札 有 74,401,200 67,824,000 91.16%

Ｈ２６大薙・深沢崩壊地対
策工事

栃木県日光市 170日間 法面処理工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2014/7/8 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 111,996,000 102,600,000 91.61%

Ｈ２６大谷川上流第３・４床
固改築工事

栃木県日光市 260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 2014/7/8 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 126,565,200 111,780,000 88.32%

新上越橋下部その１工事 群馬県利根郡みなかみ町 535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 2014/7/8 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 394,243,200 388,800,000 98.62%

Ｈ２６前橋・沼田管内交通
安全対策工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
前橋市

171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 2014/7/8 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 112,212,000 108,000,000 96.25%

Ｈ２６八ッ場沢流路工工事 群馬県吾妻郡長野原町 255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

2014/7/8 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 259,923,600 244,080,000 93.90%

富士川護岸補修その他工
事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 静岡県富士宮市

234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

2014/7/8 匠建設工業（株）
山梨県南巨摩郡身延町和
田１６７８

一般競争入札 有 97,351,200 82,620,000 84.87%

Ｈ２６国営ひたち海浜公園
休憩避難施設新営工事

茨城県ひたちなか市 170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

2014/7/9 （株）河野工務店
茨城県那珂郡東海村東海
２－１－１９

一般競争入札 有 22,701,600 21,060,000 92.77%

１６号相模原市中央区富
士見自転車道整備工事

神奈川県相模原市中央区 259日間
アスファルト舗装
工事

相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2014/7/9 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 270,302,400 245,160,000 90.70%

圏央道島名地区改良その
１工事

茨城県つくば市 537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

2014/7/9 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 591,861,600 591,840,000 100.00%

Ｈ２６白河内工事用道路法
面処理工事

山梨県南巨摩郡早川町 159日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2014/7/9 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 89,056,800 79,704,000 89.50%

Ｈ２６長野原管内光ケーブ
ル敷設工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

233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 2014/7/9 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 82,306,800 72,468,000 88.05%

Ｈ２６烏川流域及び神流川
流域整備工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
多野郡神流町

254日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2014/7/9 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町１
６８８－２

一般競争入札 有 41,958,000 38,880,000 92.66%

Ｈ２５旗井沖堤防強化（上）
工事

埼玉県加須市 223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

2014/7/9 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 114,620,400 102,600,000 89.51%

田尻高谷改良その１７工
事

千葉県市川市 259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 2014/7/9 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－６
－５

一般競争入札 有 282,506,400 248,184,000 87.85%

圏央道谷田川高架橋上部
工事

茨城県つくば市 509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

2014/7/9 （株）名村造船所
大阪府大阪市西区立売堀
２－１－９

一般競争入札 有 2,074,658,400 1,876,672,800 90.46%

川口法務総合庁舎（１４）
機械設備改修その他工事

埼玉県川口市 162日間
暖冷房衛生設備
工事

東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2014/7/10 三辰工業（株）
東京都千代田区神田神保
町２－１０

一般競争入札 有 64,886,400 57,996,000 89.38%

管内経路情報収集装置設
置工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市

232日間 通信設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2014/7/10 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 75,762,000 69,120,000 91.23%

圏央道常総ＩＣ改良工事 茨城県常総市 215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

2014/7/10 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３３－
１

一般競争入札 有 220,222,800 194,400,000 88.27%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良（そ
の２）工事

神奈川県横浜市栄区 264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

2014/7/10 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 218,991,600 209,844,000 95.82%

Ｈ２６越本護床工工事 群馬県利根郡片品村 169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 2014/7/10 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須賀
川７－１

一般競争入札 有 149,817,600 134,460,000 89.75%

国土地理院（１４）電気設
備改修その他工事

茨城県つくば市 204日間 電気設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区
新都心2-1

2014/7/10 イガラシ綜業（株）
茨城県日立市幸町２－９
－２

一般競争入札 有 265,572,000 243,000,000 91.50%

Ｈ２６新４号・５０号外道路
整備工事

茨城県古河市 ～ 茨城県
猿島郡五霞町

232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

2014/7/10 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 105,278,400 96,120,000 91.30%

圏央道名木地区改良その
４工事

千葉県成田市 264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

2014/7/10 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 194,983,200 174,960,000 89.73%

圏央道神崎成田地区改良
工事

千葉県香取郡神崎町 ～
千葉県成田市

264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

2014/7/10 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 172,854,000 158,760,000 91.85%

Ｈ２６大谷川上流第５・６床
固改築工事

栃木県日光市 258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 2014/7/10 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 145,638,000 129,384,000 88.84%



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

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

甲府管内経路情報収集装
置設置工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
南巨摩郡身延町

231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

2014/7/11 （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 118,152,000 105,840,000 89.58%

Ｈ２６西那須野道路環境整
備外工事

栃木県那須塩原市 ～ 栃
木県矢板市

168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

2014/7/11 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 40,629,600 40,068,000 98.62%

Ｈ２５中渡堤防強化（上・
下）工事

埼玉県加須市 220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

2014/7/11 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 226,854,000 203,040,000 89.50%

中島地先堤防補強工事 群馬県藤岡市 231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 2014/7/11 柏井建設（株）
群馬県伊勢崎市日乃出町
５３１－４

一般競争入札 有 83,052,000 73,224,000 88.17%

Ｈ２６・２７前橋・桐生管内
緑地管理（３）工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
桐生市

598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 2014/7/11 前橋園芸（株）
群馬県前橋市亀里町１７４
－１

一般競争入札 有 64,962,000 61,560,000 94.76%

銚子労働総合庁舎（１４）
建築工事

千葉県銚子市 413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 2014/7/14 東洋建設（株）
東京都江東区青海２－４
－２４青海フロンティアビ
ル１３Ｆ

一般競争入札 有 574,020,000 565,920,000 98.59%

圏央道名木地区改良その
６工事

千葉県成田市 260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

2014/7/14 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 186,127,200 167,400,000 89.94%

Ｈ２６稲戸井土砂掘削工事
茨城県守谷市 ～ 茨城県
取手市

196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

2014/7/14 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井９
５７－１

一般競争入札 有 220,600,800 195,480,000 88.61%

Ｈ２６峡南管内交通安全対
策工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

260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

2014/7/14 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 81,259,200 78,624,000 96.76%

Ｈ２６鳴沢歩道設置他工事 山梨県南都留郡鳴沢村 165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

2014/7/14 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 57,132,000 54,864,000 96.03%

Ｈ２６片品川流域砂防整備
工事

群馬県利根郡片品村 253日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2014/7/15 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須賀
川７－１

一般競争入札 有 72,284,400 71,280,000 98.61%

Ｈ２５路車間情報処理設備
工事

埼玉県さいたま市中央区 227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

2014/7/15 沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－
１６

一般競争入札 有 78,386,400 77,760,000 99.20%

東坂下道路情報表示設備
更新工事

東京都板橋区 227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

2014/7/15 三信電工（株）
栃木県宇都宮市川俣町１
０５６

一般競争入札 有 33,501,600 31,320,000 93.49%

代々木管内ほかＣＣＴＶ無
停電化工事

東京都特別区 227日間 受変電設備工事 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

2014/7/15 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－１１
－６

一般競争入札 有 113,194,800 110,160,000 97.32%

Ｈ２５釈迦地蔵前堤防強化
（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

2014/7/15 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 229,597,200 205,740,000 89.61%

Ｈ２６つくば阿見外環境整
備工事

茨城県牛久市 ～ 茨城県
つくば市

259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

2014/7/15 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 101,962,800 93,960,000 92.15%

川越検察支部（１４）建築
改修その他工事

埼玉県川越市 137日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2014/7/16 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 35,748,000 32,184,000 90.03%

Ｈ２６八王子南バイパス他
予定地管理工事

東京都八王子市 258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

2014/7/16 木本建興（株）
神奈川県相模原市中央３
－３－１５

一般競争入札 有 151,524,000 147,960,000 97.65%

Ｈ２６釜無川第７崩壊地対
策工事

長野県諏訪郡富士見町 152日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2014/7/16 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 95,569,200 88,344,000 92.44%

Ｈ２６大宮管内交通安全対
策工事

埼玉県さいたま市 163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

2014/7/16 大成ロテック（株）
東京都中央区京橋３－１３
－１

一般競争入札 有 124,480,800 115,344,000 92.66%

Ｈ２６保川砂防堰堤改築及
び早川尾白砂防堰堤改築
工事

山梨県南巨摩郡早川町 251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

2014/7/17 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三郷
町上野２６３９－１

一般競争入札 有 137,322,000 136,080,000 99.10%

東京国道管内道路情報収
集装置設置工事

東京都特別区 225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

2014/7/17 （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 173,955,600 160,380,000 92.20%

Ｈ２５大越長竹堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 200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

2014/7/17 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 127,688,400 115,020,000 90.08%

Ｈ２６構内緑地管理工事 千葉県松戸市 196日間 造園工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2014/7/18 新都市緑化建設（株）
埼玉県川口市西立野５５６
－１

一般競争入札 有 20,206,800 17,735,760 87.77%

新４号総和高架橋・栄橋床
版工事

茨城県猿島郡境町 ～ 茨
城県古河市

155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

2014/7/18 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５３
－５３

一般競争入札 有 159,213,600 143,964,000 90.42%

Ｈ２５戸ヶ崎下地区地盤改
良工事

埼玉県三郷市 220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 2014/7/22 （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 332,575,200 298,080,000 89.63%

Ｈ２５戸ヶ崎上地区地盤改
良工事

埼玉県三郷市 220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 2014/7/22 （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 321,926,400 289,440,000 89.91%

圏央道三坂新田高架橋Ｂ
Ｒ３下部工事

茨城県常総市 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

2014/7/22 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－２２
－１

一般競争入札 有 240,840,000 214,920,000 89.24%

厚木秦野道路鈴川橋下部
工事

神奈川県伊勢原市 252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

2014/7/22 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 250,570,800 225,882,000 90.15%

Ｈ２６国分寺管内橋梁補修
工事

栃木県宇都宮市 241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

2014/7/22 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 118,605,600 104,760,000 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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Ｈ２６国分寺出張所管内交
通安全対策工事

栃木県小山市 ～ 栃木県
下野市

237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

2014/7/22 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 166,136,400 151,200,000 91.01%

Ｈ２６小山出張所管内交通
安全対策工事

茨城県古河市 ～ 栃木県
小山市

237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

2014/7/22 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 128,174,400 113,400,000 88.47%

Ｈ２６上尾道路上尾地区歩
道橋工事

埼玉県上尾市 251日間 鋼橋上部工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2014/7/23 （株）角藤 長野県長野市南屋島５１５ 一般競争入札 有 249,858,000 221,400,000 88.61%

甲府管内簡易水位計他設
置工事

山梨県甲斐市 ～ 山梨県
南巨摩郡南部町

219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

2014/7/23
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 77,544,000 73,440,000 94.71%

Ｈ２６碓氷・桐生管内標識
区画線工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
高崎市

156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 2014/7/23 交安興業（株）
栃木県下都賀郡壬生町大
字壬生甲１１５２

一般競争入札 有 34,387,200 29,138,400 84.74%

奈川渡改良工事用道路他
工事

長野県松本市 342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

2014/7/23 川瀬建設（株） 長野県松本市奈川２３２７ 一般競争入札 有 135,486,000 133,920,000 98.84%

Ｈ２５上村君堤防強化（上・
下）工事

埼玉県羽生市 201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

2014/7/23 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 237,546,000 212,868,000 89.61%

Ｈ２６川原湯・川原畑地区
ＴＶ共聴設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 149日間 通信設備工事 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

2014/7/23 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 19,299,600 17,280,000 89.54%

警視庁第六機動隊（１４）
建築改修その他工事

東京都品川区 190日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2014/7/24 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 132,408,000 131,220,000 99.10%

Ｈ２６高沢川砂防堰堤群改
築工事

群馬県沼田市 244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 2014/7/24 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 148,424,400 135,540,000 91.32%

Ｈ２６糠塚沢第一砂防堰堤
補強外工事

群馬県高崎市 207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 2014/7/24 （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 84,553,200 76,464,000 90.43%

圏央道三坂高架橋上部工
事

茨城県常総市 522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

2014/7/24 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 2,125,148,400 1,925,640,000 90.61%

上武道路川端改良工事 群馬県前橋市 239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 2014/7/24 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５３
－５３

一般競争入札 有 226,724,400 204,660,000 90.27%

Ｈ２６上尾道路桶川地区歩
道橋工事

埼玉県桶川市 249日間 鋼橋上部工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2014/7/25 古河産機システムズ（株）
東京都千代田区丸の内２
－２－３

一般競争入札 有 263,433,600 241,380,000 91.63%

保木間（２）電線共同溝工
事

東京都足立区 493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

2014/7/25 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－１９
－９

一般競争入札 有 287,992,800 261,792,000 90.90%

Ｈ２５大福田殿山堤防強化
（下）工事

茨城県猿島郡五霞町 185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

2014/7/25 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 126,781,200 112,860,000 89.02%

Ｈ２６宮ヶ瀬ダム情報表示
設備更新工事

神奈川県相模原市緑区
～ 神奈川県愛甲郡愛川
町

212日間 通信設備工事
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

2014/7/28 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３
６

一般競争入札 有 144,352,800 129,600,000 89.78%

中部横断自動車道　上野
橋上部工事

長野県南佐久郡佐久穂町 606日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
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2014/7/28 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１－
２５－１

一般競争入札 有 1,354,330,800 1,222,236,000 90.25%

Ｈ２５旗井堤外地盤改良工
事

埼玉県加須市 230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

2014/7/28 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 207,262,800 185,760,000 89.63%

Ｈ２６保土ヶ谷・厚木管内
交通安全対策他工事

神奈川県横浜市 246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

2014/7/28 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央４－３２－１５

一般競争入札 有 203,450,400 189,000,000 92.90%

上武道路関根改良工事 群馬県前橋市 235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 2014/7/28 本田建設（株）
群馬県邑楽郡大泉町中央
２－１５－１

一般競争入札 有 270,226,800 243,162,000 89.98%

高崎安中中宿改良舗装工
事

群馬県安中市 214日間
アスファルト舗装
工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/7/28 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 166,644,000 160,920,000 96.57%

八ッ場ダム右岸上部工事
用道路工事

群馬県吾妻郡長野原町 305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

2014/7/28 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１４
－１４

一般競争入札 有 476,658,000 462,240,000 96.98%

京浜島地区共同溝補強そ
の４工事

東京都大田区 428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

2014/7/29 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 286,545,600 253,800,000 88.57%

Ｈ２６水戸国道管内交通安
全施設工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
ひたちなか市

213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

2014/7/29 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細田
１－１２

一般競争入札 有 55,501,200 49,140,000 88.54%

Ｈ２５吉屋地区堤防整備工
事

埼玉県吉川市 213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 2014/7/29 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 124,653,600 113,798,520 91.29%

Ｈ２５越谷宿舎排水設備そ
の他改修工事

埼玉県越谷市 93日間
暖冷房衛生設備
工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2014/7/29 （株）ダイエックス
千葉県松戸市松戸新田１
２９－１

通常型指名競争入札 9,180,000 9,180,000 100.00%

Ｈ２６管内防災その２工事
山梨県甲州市 ～ 山梨県
大月市

244日間 法面処理工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/7/29 四谷建設（株）
山梨県甲斐市竜王１２７８
－１

一般競争入札 有 107,859,600 102,600,000 95.12%

Ｈ２６国道１７号熊谷（２）
電線共同溝工事

埼玉県熊谷市 238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

2014/7/30 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 152,042,400 137,160,000 90.21%

Ｈ２６利根砂防テレメータ
電源工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
吾妻郡嬬恋村

148日間 受変電設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2014/7/30 門倉テクノ（株）
群馬県前橋市下細井町５
０１－１

一般競争入札 有 30,510,000 26,892,000 88.14%
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３５７号湾岸千葉立体道路
排水設備工事

千葉県千葉市中央区 243日間 機械設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2014/7/30
（株）日立テクノロジーアン
ドサービス

茨城県土浦市神立町６０３ 一般競争入札 有 56,818,800 56,700,000 99.79%

Ｈ２６土浦国道管内交通安
全施設工事

茨城県土浦市 ～ 茨城県
取手市

212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

2014/7/30 （株）成財基業 茨城県つくば市高崎１１１ 一般競争入札 有 116,812,800 116,640,000 99.85%

戸部地区電線共同溝工事 神奈川県横浜市西区 244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

2014/7/30 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 171,234,000 150,120,000 87.67%

Ｈ２６千葉国道管内情報表
示設備工事

千葉県千葉市 239日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2014/7/31 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３
６

一般競争入札 有 120,160,800 104,112,000 86.64%

Ｈ２６上尾道路安全施設工
事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県上尾市

243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

2014/7/31 ライン企画工業（株）
埼玉県さいたま市中央区
上峰３－１３－２４

一般競争入札 有 103,701,600 94,500,000 91.13%

さがみ縦貫小倉地区改良
（その６）工事

神奈川県相模原市緑区 147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

2014/7/31 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 243,648,000 221,400,000 90.87%

１６号相模原市大河原陸
橋歩道拡幅橋製作工事

神奈川県相模原市中央区 211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

2014/7/31 トライアン（株）
長野県長野市松岡２－６
－１８

一般競争入札 有 24,516,000 22,464,000 91.63%

Ｈ２６栢ヶ舞地区アンカー
工工事

群馬県藤岡市 237日間 法面処理工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2014/7/31 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 210,362,400 188,676,000 89.69%

中部横断自動車道　臼田Ｉ
Ｃ改良３工事

長野県佐久市 237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
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2014/7/31 （株）木下組
長野県佐久市中込３０８－
５

一般競争入札 有 238,507,200 212,760,000 89.20%

若柴（その３）電線共同溝
工事

千葉県柏市 183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

2014/7/31 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 50,090,400 48,276,000 96.38%

Ｈ２６鹿嶋国道管内交通安
全施設工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城県
潮来市

211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

2014/7/31 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 119,372,400 105,840,000 88.66%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ６
下部工事

茨城県坂東市 243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

2014/7/31 北都建設工業（株） 茨城県土浦市虫掛３４９１ 一般競争入札 有 169,322,400 169,020,000 99.82%

Ｈ２６金沢国道・小田原管
内交通安全対策他工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県小田原市

243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

2014/7/31 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 226,270,800 211,356,000 93.41%


