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横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の４）工事

神奈川県横浜市 242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

2014/8/1 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 290,077,200 263,520,000 90.84%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の５）工事

神奈川県横浜市 242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

2014/8/1 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 249,156,000 224,100,000 89.94%

Ｈ２６道の駅「庄和」トイレ
改善工事

埼玉県春日部市 182日間
暖冷房衛生設備
工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2014/8/1 アサヒ住建（株）
埼玉県上尾市平塚２１３５
－４４

一般競争入札 有 8,856,000 7,776,000 87.80%

圏央道山崎地区高架橋上
部工事

茨城県猿島郡境町 425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

2014/8/1 高田機工（株）
大阪府大阪市浪速区難波
中２－１０－７０

一般競争入札 有 1,448,118,000 1,299,132,000 89.71%

Ｈ２６横浜国道管内共同溝
補修工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

242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

2014/8/1 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区新
横浜１－１３－３

一般競争入札 有 65,199,600 61,020,000 93.59%

Ｈ２６神奈川・大磯管内交
通安全対策他工事

神奈川県横浜市 242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

2014/8/1 （株）杉山土建
神奈川県伊勢原市三ノ宮
１－４

一般競争入札 有 211,636,800 195,771,600 92.50%

Ｈ２６磯子地区道路照明灯
設置工事

神奈川県横浜市 182日間 電気設備工事 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

2014/8/1 向陽工業（株）
東京都豊島区南大塚３－
６－５

一般競争入札 有 27,928,800 27,000,000 96.67%

八幡海岸（その２）電線共
同溝工事

千葉県市原市 231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

2014/8/1 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 188,600,400 169,344,000 89.79%

Ｈ２６－２７渡良瀬調節池
第１排水門ゲート設備修
繕工事

埼玉県加須市 592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

2014/8/4 （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 294,343,200 270,000,000 91.73%

Ｈ２６小山ランプ排水機場
受変電設備工事

千葉県松戸市 228日間 受変電設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2014/8/4 （株）明興テクノス
鹿児島県鹿児島市小松原
１－１０－８

一般競争入札 有 21,945,600 19,764,000 90.06%

桜川細谷護岸補修他工事 茨城県水戸市 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

2014/8/4 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 92,955,600 83,052,000 89.35%

Ｈ２６岩瀬国道管内交通安
全施設工事

茨城県笠間市 ～ 茨城県
桜川市

179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

2014/8/4 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細田
１－１２

一般競争入札 有 39,312,000 35,316,000 89.84%

Ｈ２６群馬大橋塗装塗替工
事

群馬県前橋市 207日間 塗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/8/4 東亜塗装工業（株）
東京都豊島区東池袋１－
４８－１０

一般競争入札 有 70,243,200 61,430,400 87.45%

Ｈ２６八王子共同溝附帯設
備更新工事

東京都八王子市 179日間 機械設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2014/8/4 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２－
２８

一般競争入札 有 34,689,600 34,020,000 98.07%

八幡海岸（その１）電線共
同溝工事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
市原市

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

2014/8/4 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 176,796,000 153,360,000 86.74%

Ｈ２６圏央道県道東松山桶
川線舗装その１工事

埼玉県北本市 143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

2014/8/5 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 276,404,400 245,160,000 88.70%

Ｈ２６庁舎空調設備他改修
工事

群馬県吾妻郡草津町 115日間
暖冷房衛生設備
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

2014/8/5 富沢設備（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町岩
下６３９

一般競争入札 有 7,441,200 7,020,000 94.34%

Ｈ２６中和工場監視制御設
備改修工事

群馬県吾妻郡草津町 178日間 機械設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2014/8/5
成和リニューアルワークス
（株）

東京都新宿区西新宿１－
８－１

一般競争入札 有 143,132,400 138,240,000 96.58%

Ｈ２６江戸川管内除塵設備
修繕工事

埼玉県三郷市 ～ 埼玉県
八潮市

220日間 機械設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2014/8/5 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１６０
７－１

一般競争入札 有 228,787,200 221,400,000 96.77%

新三国トンネル改良その２
工事

新潟県南魚沼郡湯沢町 329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 2014/8/5 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 296,697,600 291,600,000 98.28%

国土地理院本館棟（Ｈ２６）
エレベーター設備改修工
事

茨城県つくば市 231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

2014/8/6 フジテック（株）
滋賀県彦根市宮田町５９１
－１

一般競争入札 有 93,960,000 90,720,000 96.55%

国道６号土浦ＢＰ常名高架
橋上部（２）工事

茨城県土浦市 597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

2014/8/6 高田機工（株）
大阪府大阪市浪速区難波
中２－１０－７０

一般競争入札 有 769,122,000 690,984,000 89.84%

富士見橋下部２工事 長野県諏訪郡下諏訪町 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
145

2014/8/6 （株）新津組
長野県南佐久郡小海町大
字小海４３９９－１

一般競争入札 有 165,888,000 160,920,000 97.01%

Ｈ２６トンネル非常警報設
備設置工事

神奈川県横須賀市 205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

2014/8/6 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 96,238,800 84,564,000 87.87%

Ｈ２６三沢砂防堰堤改築工
事

栃木県日光市 216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 2014/8/6 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 126,003,600 111,672,000 88.63%

富士北麓（２）電線共同溝
その１工事

山梨県南都留郡富士河口
湖町

602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

2014/8/6 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 229,186,800 207,144,000 90.38%

Ｈ２６中津川進入路等災害
復旧工事

神奈川県愛甲郡清川村 114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

2014/8/6 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 71,442,000 65,934,000 92.29%

Ｈ２６宮ヶ瀬ダムゲート設
備制御装置更新工事

神奈川県愛甲郡愛川町
～ 神奈川県相模原市緑
区

237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

2014/8/6 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 75,081,600 68,904,000 91.77%

水戸地域センター本館他
（１４）建築改修その他工
事

茨城県水戸市 235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

2014/8/7 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 188,676,000 171,720,000 91.01%
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Ｈ２６木更津出張所管内交
通安全施設設置工事

千葉県木更津市 ～ 千葉
県君津市

236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

2014/8/7 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 57,250,800 55,836,000 97.53%

Ｈ２６桜川環境整備工事 茨城県水戸市 204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

2014/8/7 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 74,260,800 67,608,000 91.04%

Ｈ２６圏央道県道東松山桶
川線舗装その２工事

埼玉県桶川市 140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

2014/8/8 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 224,618,400 221,400,000 98.57%

Ｈ２６圏央道白岡菖蒲地区
側道整備その２工事

埼玉県南埼玉郡白岡町 231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

2014/8/8 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１－
１２－８

一般競争入札 有 176,364,000 161,784,000 91.73%

Ｈ２６薗原ダム堤体管理用
エレベーター修繕工事

群馬県沼田市 224日間 機械設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2014/8/8 （株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田美土
代町７

一般競争入札 有 6,793,200 6,480,000 95.39%

圏央道弓田地区改良その
２工事

茨城県坂東市 418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

2014/8/8 大日本土木（株）
岐阜県岐阜市宇佐南１－
６－８

一般競争入札 有 565,941,600 505,440,000 89.31%

Ｈ２５浅川東平山築堤護岸
工事

東京都日野市 229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

2014/8/8 松本建設（株） 富山県砺波市千保２９７ 一般競争入札 有 194,497,200 173,556,000 89.23%

Ｈ２６大宮国道道路情報表
示設備設置工事

埼玉県さいたま市 228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

2014/8/8 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４－
７－９

一般競争入札 有 24,937,200 24,840,000 99.61%

Ｈ２６大宮国道ＣＣＴＶ設備
設置工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉県
さいたま市

175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

2014/8/8
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 11,080,800 10,800,000 97.47%

ＨＨ・ＯＭ建物外壁他塗装
工事

長野県安曇野市 ～ 長野
県大町市

160日間 塗装工事
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

2014/8/8 （株）ダイソー
長野県松本市大字島立８
１０－１

一般競争入札 有 30,650,400 28,404,000 92.67%

Ｈ２６上町上沢砂防堰堤工
事

栃木県日光市 227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 2014/8/8 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 106,218,000 96,822,000 91.15%

品木ダム旧脱水設備等撤
去工事

群馬県吾妻郡中之条町 172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

2014/8/11 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 35,370,000 33,480,000 94.66%

Ｈ２６運河水門ゲート設備
改良工事

千葉県柏市 323日間 機械設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2014/8/11 （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 130,172,400 118,800,000 91.26%

Ｈ２５川妻宿東堤防強化
（上）工事

茨城県猿島郡五霞町 202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

2014/8/12 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１８
－１

一般競争入札 有 259,610,400 231,336,000 89.11%

Ｈ２５西水元四丁目地区堤
防整備工事

東京都葛飾区 199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 2014/8/12 松井建設（株）
東京都中央区新川１－１７
－２２

一般競争入札 有 213,807,600 207,360,000 96.98%

Ｈ２５多摩川久保山築堤護
岸工事

東京都八王子市 224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

2014/8/13 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 265,636,800 235,224,000 88.55%

Ｈ２６船橋出張所管内交通
安全施設設置工事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
千葉市美浜区

228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

2014/8/15 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 46,072,800 42,120,000 91.42%

国道３５７号栄橋下部（そ
の１）工事

千葉県船橋市 381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

2014/8/15 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０－
１８

一般競争入札 有 253,810,800 252,720,000 99.57%

国道６号土浦ＢＰ常名高架
橋上部（１）工事

茨城県土浦市 585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

2014/8/18 （株）巴コーポレーション
東京都中央区勝どき４－５
－１７

一般競争入札 有 732,186,000 656,564,400 89.67%

Ｈ２５旗井明神地盤改良工
事

埼玉県加須市 206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

2014/8/18 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 173,836,800 155,520,000 89.46%

国道６号石岡国府電線共
同溝工事

茨城県石岡市 225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

2014/8/18 （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 228,528,000 219,240,000 95.94%

Ｈ２５山王山堤防強化（上・
下）工事

茨城県猿島郡五霞町 175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

2014/8/18 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 140,648,400 125,928,000 89.53%

Ｈ２６栗橋管理用通路工事 埼玉県久喜市 179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

2014/8/18 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 84,261,600 76,140,000 90.36%

Ｈ２６管内改築区間改良
（その５）工事

神奈川県横浜市 224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

2014/8/19 （株）厚木植木
神奈川県厚木市三田１７４
－４

一般競争入札 有 112,428,000 112,320,000 99.90%

横浜湘南道路小雀高架橋
下部工事

神奈川県横浜市 224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

2014/8/19 （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 290,530,800 260,820,000 89.77%

稲荷山改良工事 長野県千曲市 193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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2014/8/19 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀緑
町１６３１－３

一般競争入札 有 120,819,600 109,080,000 90.28%

圏央道猿島地区改良その
１工事

茨城県猿島郡境町 ～ 茨
城県坂東市

377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

2014/8/19 （株）熊谷組
東京都新宿区津久戸町２
－１

一般競争入札 有 1,520,780,400 1,512,000,000 99.42%

Ｈ２６下鶴間トンネル照明
設備改修工事

神奈川県大和市 213日間 電気設備工事 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

2014/8/19 三沢電機（株）
神奈川県横浜市西区戸部
町４－１５８

一般競争入札 有 98,150,400 87,480,000 89.13%

Ｈ２５小手指元宿堤防強化
（上・下）工事

茨城県猿島郡五霞町 197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

2014/8/19 大協建設（株） 栃木県足利市常盤町３２ 一般競争入札 有 192,034,800 171,504,000 89.31%

Ｈ２５川妻石塚堤防強化
（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

2014/8/19 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 163,350,000 145,260,000 88.93%

Ｈ２６峡南国道管内ＣＣＴＶ
カメラ装置改修工事

山梨県南巨摩郡南部町 191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

2014/8/20 （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 90,590,400 78,408,000 86.55%

圏央道大生郷地区改良工
事

茨城県常総市 406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

2014/8/20 西松建設（株）
東京都港区虎ノ門１－２０
－１０

一般競争入札 有 1,992,092,400 1,809,000,000 90.81%

圏央道柳橋高架橋上部そ
の１工事

茨城県つくば市 488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

2014/8/20 瀧上工業（株）
愛知県名古屋市中川区清
川町２－１

一般競争入札 有 1,313,938,800 1,182,384,000 89.99%
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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

八ッ場ダム本体建設工事
群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

1503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

2014/8/20
八ッ場ダム本体建設工事
清水・鉄建・ＩＨＩ異工種建
設工事共同企業体

埼玉県さいたま市大宮区
下町１－５１

一般競争入札 有 40,597,491,600 36,990,000,000 91.11%

関東管区警察学校宿舎（１
４）建築改修その他工事

東京都小平市 197日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2014/8/21
（株）シミズ・ビルライフケ
ア

東京都中央区京橋２－９
－２

一般競争入札 有 253,908,000 231,984,000 91.37%

Ｈ２６大原間歩道整備（そ
の１）工事

栃木県那須塩原市 218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

2014/8/21 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 112,039,200 102,168,000 91.19%

Ｈ２６大原間歩道整備（そ
の２）工事

栃木県那須塩原市 218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

2014/8/21 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 118,022,400 111,196,800 94.22%

圏央道花島高架橋上部工
事

茨城県常総市 494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

2014/8/21 （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 1,327,525,200 1,202,256,000 90.56%

Ｈ２６小通幸谷町築堤工事 茨城県龍ヶ崎市 221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 2014/8/22 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１８
－１

一般競争入札 有 160,142,400 142,560,000 89.02%

水戸地方検察庁仮庁舎（１
４）新営工事

茨城県水戸市 312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

2014/8/22 （株）安藤・間
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 612,900,000 561,600,000 91.63%

長野県警察学校（Ｈ２６）電
気設備改修その他工事

長野県長野市 220日間 電気設備工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2014/8/22 協栄電気興業（株）
長野県長野市川合新田３
５２５

一般競争入札 有 63,849,600 60,480,000 94.72%

圏央道江戸崎地区他環境
整備工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
稲敷郡河内町

221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

2014/8/22 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 111,866,400 108,000,000 96.54%

Ｈ２６宮ヶ谷塔橋橋梁補修
工事

埼玉県さいたま市 158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

2014/8/25 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 一般競争入札 有 46,688,400 46,440,000 99.47%

Ｈ２６管内橋梁補修その１
工事

山梨県北杜市 ～ 山梨県
南巨摩郡身延町

217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

2014/8/25 奥山建設（株） 山梨県山梨市万力１１４７ 一般競争入札 有 149,644,800 136,080,000 90.94%

銚子労働総合庁舎（１４）
機械設備工事

千葉県銚子市 370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 2014/8/26 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）
神奈川県川崎市幸区堀川
町５８０

一般競争入札 有 167,400,000 159,840,000 95.48%

Ｈ２５荒川ロックゲート設備
修繕工事

東京都江戸川区 206日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2014/8/26 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町御
薗宇６４００－３

一般競争入札 有 184,636,800 183,600,000 99.44%

Ｈ２５大越樋ノ口堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 197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

2014/8/26 サイレキ建設工業（株）
埼玉県加須市志多見１３６
１－１

一般競争入札 有 107,082,000 93,960,000 87.75%

Ｈ２６管内防災その１工事 山梨県南巨摩郡南部町 216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

2014/8/26 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 147,852,000 132,300,000 89.48%

Ｈ２６行田低水護岸（上流）
根固め製作工事

埼玉県羽生市 143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

2014/8/26 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 283,251,600 254,880,000 89.98%

西川口税務署（１４）建築
改修その他工事

埼玉県川口市 216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

2014/8/27 （株）メイユウビルド
東京都豊島区池袋２－５９
－２クレール池袋７０２

一般競争入札 有 139,752,000 137,160,000 98.15%

銚子労働総合庁舎（１４）
電気設備工事

千葉県銚子市 369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 2014/8/27 大崎電設（株）
千葉県市原市八幡北町１
－１１－４

一般競争入札 有 134,028,000 118,800,000 88.64%

飯田地方合同庁舎外１件
（Ｈ２６）建築改修その他工
事

長野県飯田市 184日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2014/8/27 （株）三六組
長野県飯田市本町４－７
－２

一般競争入札 有 64,508,400 60,480,000 93.76%

中部横断一色トンネル（そ
の２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 643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

2014/8/27 （株）安藤・間
東京都港区虎ノ門２－２－
５

一般競争入札 有 1,723,269,600 1,529,258,400 88.74%

Ｈ２６－２７渡良瀬調節池
第２排水門外ゲート設備
修繕工事

栃木県下都賀郡野木町
～ 茨城県取手市

292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

2014/8/27 （株）丸島アクアシステム
大阪府大阪市中央区谷町
５－３－１７

一般競争入札 有 181,828,800 163,080,000 89.69%

平成２６年度国道２９８号
交通対策工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉県
さいたま市

185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

2014/8/27 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－２０
－２８

一般競争入札 有 42,951,600 41,580,000 96.81%

中部横断自動車道　佐久
穂地区改良４工事

長野県南佐久郡佐久穂町 210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

2014/8/27 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 270,118,800 238,896,000 88.44%

Ｈ２６常陸川水門操作室補
修工事

茨城県神栖市 157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 2014/8/27 北野建設（株） 長野県長野市県町５２４ 一般競争入札 有 29,289,600 25,380,000 86.65%

東京外環大泉ＪＣＴ（Ｆラン
プ）下部工事

東京都練馬区 575日間 一般土木工事
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

2014/8/28 （株）大本組
岡山県岡山市内山下１－
１－１３

一般競争入札 有 916,812,000 899,640,000 98.13%

Ｈ２６中部横断一色地区改
良工事

山梨県南巨摩郡身延町 215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

2014/8/28 （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 295,207,200 293,760,000 99.51%

Ｈ２６二瀬ダム貯水池内工
事用道路設置工事

埼玉県秩父市 155日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2014/8/28 （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 174,128,400 171,720,000 98.62%

Ｈ２５プローブ情報処理設
備工事

埼玉県さいたま市 183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

2014/8/28 沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－
１６

一般競争入札 有 199,454,400 172,584,000 86.53%

Ｈ２６行田低水護岸（中流）
根固め製作工事

埼玉県羽生市 141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

2014/8/28 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 284,104,800 253,800,000 89.33%



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

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

Ｈ２５荒川大芦築堤工事 埼玉県鴻巣市 200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 2014/8/28 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 165,337,200 147,960,000 89.49%

Ｈ２５相俣ダム観測施設整
備等工事

群馬県利根郡みなかみ町 91日間 一般土木工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2014/8/29 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 69,433,200 66,960,000 96.44%

中部横断自動車道　大沢
地区工事用道路２工事

長野県佐久市 208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

2014/8/29 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町８
７８

一般競争入札 有 287,571,600 253,800,000 88.26%


