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Ｈ２６利根川下流河川事務
所庁舎無停電電源設備工
事

千葉県香取市 200日間 受変電設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2014/9/1 （株）ケーネス
東京都港区新橋２－１０－
５

一般競争入札 有 34,322,400 33,966,000 98.96%

Ｈ２６行田低水護岸（下流）
根固め製作工事

埼玉県羽生市 137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

2014/9/1 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 284,979,600 254,880,000 89.44%

Ｈ２６中部横断樋之上改良
工事

山梨県南巨摩郡身延町 210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

2014/9/2 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－５
－２４

一般競争入札 有 292,075,200 285,120,000 97.62%

Ｈ２６利根統岩本放流警報
表示設備工事

群馬県利根郡昭和村 178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

2014/9/2 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 44,571,600 41,796,000 93.77%

Ｈ２６小山ランプ排水設備
更新工事

千葉県松戸市 199日間 機械設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2014/9/2 （株）電業社機械製作所
東京都大田区大森北１－
５－１

一般競争入札 有 99,122,400 89,640,000 90.43%

Ｈ２５小畔川下小坂護岸補
修工事

埼玉県川越市 199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 2014/9/2 （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 111,294,000 99,360,000 89.28%

Ｈ２６八斗島出張所外機械
設備改修工事

群馬県伊勢崎市 ～ 埼玉
県羽生市

87日間
暖冷房衛生設備
工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/9/2 星野管工（株）
群馬県桐生市広沢町５－
１４４９

一般競争入札 有 5,248,800 5,076,000 96.71%

新田二丁目堤防強化対策
（Ｈ２５）工事

東京都足立区 194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 2014/9/3 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 299,484,000 265,572,000 88.68%

本木一丁目桜づつみ整備
（Ｈ２６）工事

東京都足立区 194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 2014/9/3 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 272,451,600 262,440,000 96.33%

荒川河口部船着場周囲地
盤改良（Ｈ２５）工事

東京都江戸川区 203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 2014/9/3 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 275,389,200 256,716,000 93.22%

Ｈ２６川治ダム法面補修工
事

栃木県日光市 209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

2014/9/3 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 62,229,600 54,540,000 87.64%

Ｈ２５多摩川上河原河道掘
削工事

東京都調布市 ～ 神奈川
県川崎市

188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

2014/9/3 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 284,936,400 253,065,600 88.81%

Ｈ２６鶴見川栄町通１丁目
耐震堤防工事

神奈川県横浜市 203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

2014/9/3 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 282,614,400 252,903,600 89.49%

Ｈ２５原坪堤防強化（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

2014/9/3 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 174,744,000 156,600,000 89.62%

Ｈ２５戸ヶ崎下地区低水護
岸工事

埼玉県三郷市 177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 2014/9/3 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 212,781,600 187,920,000 88.32%

道の駅「こもち」身障者駐
車場上屋新築工事

群馬県渋川市 149日間 建築工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2014/9/3 （株）兵藤工務店 群馬県渋川市中郷４４２ 一般競争入札 有 16,934,400 16,524,000 97.58%

Ｈ２５新川通管理用通路工
事

埼玉県加須市 195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

2014/9/3 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 156,697,200 142,020,000 90.63%

Ｈ２６新川築堤工事 茨城県取手市 208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 2014/9/4 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 118,497,600 108,000,000 91.14%

Ｈ２６中部横断田原宮木地
区工事用道路設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 208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

2014/9/4 （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 298,274,400 265,680,000 89.07%

Ｈ２６国道１７号上尾道路
（１）電線共同溝その他工
事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県草加市

202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

2014/9/4 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－３
３

一般競争入札 有 158,997,600 158,220,000 99.51%

１６号八王子市左入町電
線共同溝工事

東京都八王子市 208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

2014/9/4 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 224,467,200 198,612,000 88.48%

気象研究所（１４）機械設
備改修その他工事

茨城県つくば市 207日間
暖冷房衛生設備
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

2014/9/4 須賀工業（株）
大阪府大阪市西区土佐堀
１－２－３０

一般競争入札 有 265,032,000 246,240,000 92.91%

Ｈ２５弥兵衛堤防強化（上）
工事

埼玉県加須市 145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

2014/9/4 田部井土木（株）
埼玉県熊谷市玉井１７８４
－３

一般競争入札 有 76,636,800 68,040,000 88.78%

Ｈ２５柿ノ木地区堤防整備
工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
越谷市

176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 2014/9/4 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮区
天沼町１－４７６－２

一般競争入札 有 214,218,000 205,200,000 95.79%

圏央道久喜地区側道舗装
工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
南埼玉郡宮代町

202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

2014/9/4 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１９
－１１

一般競争入札 有 198,093,600 177,120,000 89.41%

Ｈ２５調布排水樋管ゲート
設備修繕工事

東京都世田谷区 112日間 機械設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2014/9/5 司興業
神奈川県小田原市成田諏
訪ノ脇１８８－１

一般競争入札 有 20,228,400 18,900,000 93.43%

Ｈ２５八潮地区環境整備工
事

埼玉県八潮市 175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 2014/9/5 （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 167,626,800 155,196,000 92.58%

Ｈ２６吉屋地区基盤整備工
事

埼玉県吉川市 179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 2014/9/5 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 101,768,400 92,880,000 91.27%

栃木検察支部（Ｈ２６）建築
改修その他工事

栃木県栃木市 189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

2014/9/8 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 84,110,400 80,460,000 95.66%
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扇大橋下流堤防強化対策
（Ｈ２５）工事

東京都足立区 189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 2014/9/8 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 115,711,200 114,480,000 98.94%

Ｈ２６－２７福川水門ゲート
設備修繕工事

埼玉県行田市 557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

2014/9/8 （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 293,392,800 264,600,000 90.19%

Ｈ２６空港北トンネル道路
排水設備修繕工事

東京都大田区 193日間 機械設備工事 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

2014/9/8 （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 38,512,800 37,692,000 97.87%

Ｈ２６岡谷管内交通安全対
策工事

長野県諏訪市 ～ 長野県
岡谷市

172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

2014/9/8 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 133,250,400 123,120,000 92.40%

Ｈ２６富士見歩道設置他工
事

長野県諏訪郡富士見町
～ 長野県茅野市

204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

2014/9/8 スワテック建設（株）
長野県諏訪市城南２－２３
５３

一般競争入札 有 267,732,000 255,420,000 95.40%

寺尾町（１工区）築堤工事 群馬県高崎市 172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 2014/9/8 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 87,361,200 77,760,000 89.01%

Ｈ２６寺尾排水樋管新設工
事

群馬県高崎市 198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 2014/9/8 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 180,748,800 179,280,000 99.19%

大田原検察支部（１４）建
築改修その他工事

栃木県大田原市 171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

2014/9/9 那須土木（株）
栃木県大田原市中央１－
１３－１０

一般競争入札 有 47,401,200 42,876,000 90.45%

Ｈ２６荒川下流河川敷放送
設備ほか設置工事

東京都特別区 ～ 埼玉県
川口市

171日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2014/9/9 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－５３
－５４

一般競争入札 有 87,328,800 85,082,400 97.43%

中部横断自動車道　大沢
地区改良３工事

長野県佐久市 197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

2014/9/9 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 284,839,200 254,340,000 89.29%

中部横断自動車道　八千
穂ＩＣ改良２工事

長野県南佐久郡佐久穂町 197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

2014/9/9 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 233,204,400 207,900,000 89.15%

Ｈ２６管内標識設置ほか工
事

東京都特別区 192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

2014/9/9 （株）キクテック
愛知県名古屋市南区加福
本通１－２６

一般競争入札 有 98,161,200 84,888,000 86.48%

Ｈ２６御所沼排水樋管改築
工事

茨城県古河市 269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

2014/9/9 （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 560,703,600 507,600,000 90.53%

永井地区改良工事 群馬県利根郡みなかみ町 203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 2014/9/9 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 221,281,200 196,776,000 88.93%

Ｈ２６山中湖自転車歩行者
道設置その４工事

山梨県南都留郡山中湖村 203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

2014/9/9 芙蓉建設（株）
山梨県富士吉田市下吉田
５０３

一般競争入札 有 249,307,200 238,680,000 95.74%

Ｈ２６渡良瀬川管内ネット
ワーク設備設置工事

栃木県足利市 ～ 群馬県
桐生市

197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

2014/9/10 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 68,709,600 68,040,000 99.03%

Ｈ２６行田低水護岸（上流）
工事

埼玉県行田市 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

2014/9/10 （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 469,648,800 421,200,000 89.68%

Ｈ２６広沢第二高架橋他橋
梁補修工事

群馬県みどり市 ～ 群馬県
桐生市

181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 2014/9/10 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 70,880,400 65,880,000 92.95%

Ｈ２６只上高架橋他橋梁補
修工事

群馬県太田市 181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 2014/9/10 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 105,300,000 92,016,000 87.38%

Ｈ２６東京外環大泉地区準
備他工事

東京都練馬区 170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

2014/9/11 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 230,342,400 207,144,000 89.93%

圏央道飯沼川高架橋上部
その４工事

茨城県常総市 482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

2014/9/11 （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 1,466,164,800 1,321,488,000 90.13%

Ｈ２６浅川上田築堤護岸工
事

東京都日野市 195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

2014/9/11 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 198,428,400 177,768,000 89.59%

Ｈ２６常陸管内道路情報板
更新外工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
石岡市

197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

2014/9/11 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池３
６

一般競争入札 有 120,690,000 104,760,000 86.80%

Ｈ２６小形水門ゲート設備
扉体更新工事

千葉県香取市 195日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2014/9/11 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石橋
１３１４

一般競争入札 有 33,804,000 32,724,000 96.81%

Ｈ２５戸ヶ崎上地区低水護
岸工事

埼玉県三郷市 141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 2014/9/11 （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 151,135,200 138,456,000 91.61%

Ｈ２６大中低水護岸工事 栃木県さくら市 200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 2014/9/12 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 281,448,000 266,630,400 94.74%

Ｈ２６花島築堤工事 茨城県常総市 200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 2014/9/12 （株）サンコー緑地建設 茨城県古河市中田１３８ 一般競争入札 有 45,165,600 44,712,000 99.00%

湯西川ダム小水力発電設
備工事

栃木県日光市 560日間 受変電設備工事
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

2014/9/12 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－１
－１

一般競争入札 有 240,040,800 237,600,000 98.98%

Ｈ２６浦和管内交通安全対
策工事

埼玉県さいたま市 200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

2014/9/12 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－２０
－２８

一般競争入札 有 103,658,400 102,600,000 98.98%
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Ｈ２５北千葉導水路シール
ド区間補修工事

千葉県印西市 ～ 千葉県
我孫子市

136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 2014/9/16 （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 39,603,600 38,340,000 96.81%

圏央道飯沼川高架橋上部
その３工事

茨城県坂東市 ～ 茨城県
常総市

477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

2014/9/16 ＪＦＥエンジニアリング（株）
神奈川県横浜市鶴見区末
広町２－１

一般競争入札 有 1,160,751,600 1,043,280,000 89.88%

圏央道高須賀第１高架橋
上部工事

茨城県つくば市 468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

2014/9/16 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 690,120,000 616,464,000 89.33%

圏央道高須賀第２高架橋
上部その２工事

茨城県つくば市 468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

2014/9/16 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３ 一般競争入札 有 612,219,600 546,804,000 89.32%

Ｈ２６利根川上流ＣＣＴＶ設
備設置工事

栃木県栃木市 ～ 栃木県
下都賀郡野木町

185日間 通信設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/9/16 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－３
３

一般競争入札 有 134,222,400 124,200,000 92.53%

２０号八王子市高倉町電
線共同溝工事

東京都八王子市 195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

2014/9/17 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 227,361,600 199,800,000 87.88%

圏央道高須賀第２高架橋
上部その１工事

茨城県つくば市 441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

2014/9/17 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 611,550,000 548,316,000 89.66%

新宿地下歩道出入口その
１工事

東京都新宿区 189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

2014/9/17 大和小田急建設（株）
東京都新宿区西新宿４－
３２－２２

一般競争入札 有 206,301,600 186,840,000 90.57%

Ｈ２５佐波地盤改良工事 埼玉県加須市 170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

2014/9/17 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 109,674,000 100,116,000 91.29%

Ｈ２６中部横断江尻窪発生
土搬入場整備（その１）工
事

山梨県南巨摩郡身延町 162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

2014/9/18 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 216,658,800 211,680,000 97.70%

Ｈ２６昭和西立川口周辺整
備他工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

163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 2014/9/18 （株）泰正
東京都中央区京橋２－４
－１２

一般競争入札 有 149,893,200 145,800,000 97.27%

Ｈ２６中ノ沢第一砂防堰堤
改良工事

群馬県多野郡上野村 188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 2014/9/18 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 123,400,800 117,180,000 94.96%

Ｈ２６越本第三床固工工事 群馬県利根郡片品村 188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 2014/9/18 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 201,344,400 180,360,000 89.58%

Ｈ２６利根砂防管内ＣＣＴＶ
カメラ設置工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県利根郡片品村

183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 2014/9/18
（株）日立国際八木ソ
リューションズ

東京都小平市回田町３９３ 一般競争入札 有 49,118,400 44,820,000 91.25%

Ｈ２５多摩川熊川低水護岸
工事

東京都福生市 188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

2014/9/18 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－８
－１８

一般競争入札 有 198,946,800 180,144,000 90.55%

Ｈ２６国分寺管内歩道橋塗
装工事

栃木県宇都宮市 169日間 塗装工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2014/9/18 佐野塗装（株）
静岡県静岡市駿河区中田
１－１－２０

一般競争入札 有 82,188,000 81,000,000 98.55%

圏央道坂東弓田地区跨道
橋上部その１工事

茨城県坂東市 194日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

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

2014/9/18 川田建設（株）
東京都北区滝野川６－３
－１

一般競争入札 有 260,431,200 233,280,000 89.57%

Ｈ２５平井地区堤防整備工
事

千葉県野田市 162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 2014/9/18 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 239,187,600 213,732,000 89.36%

Ｈ２５戸ヶ崎中地区低水護
岸工事

埼玉県三郷市 162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 2014/9/18 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 227,264,400 205,200,000 90.29%

Ｈ２６栗橋地区堤防強化工
事

埼玉県久喜市 167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

2014/9/18 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 256,046,400 227,232,000 88.75%

経済産業研修所外１件（１
４）機械設備改修その他工
事

東京都東村山市 ～ 東京
都国分寺市

192日間
暖冷房衛生設備
工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2014/9/19 （株）朝日工業社
東京都港区浜松町１－２５
－７

一般競争入札 有 103,615,200 101,736,000 98.19%

Ｈ２６大前第十五床固工工
事

群馬県吾妻郡嬬恋村 187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 2014/9/19 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 222,069,600 199,476,000 89.83%

中部横断自動車道　岸野
前山地区改良２工事

長野県佐久市 187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

2014/9/19 （株）黒澤組
長野県南佐久郡小海町大
字千代里３１６２

一般競争入札 有 245,300,400 216,864,000 88.41%

田尻高谷改良その２１工
事

千葉県市川市 187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 2014/9/19 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 279,752,400 266,004,000 95.09%

圏央道五霞ＩＣ改良他その
７工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
埼玉県草加市

187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

2014/9/19 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 207,446,400 186,840,000 90.07%

Ｈ２５多摩川草花築堤護岸
工事

東京都あきる野市 184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

2014/9/22 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－１
－１

一般競争入札 有 279,687,600 253,800,000 90.74%

田尻高谷改良その１８工
事

千葉県市川市 184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 2014/9/22 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 274,503,600 264,600,000 96.39%
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田尻高谷改良その１９工
事

千葉県市川市 184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 2014/9/22 （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 280,270,800 262,440,000 93.64%

田尻高谷改良その２０工
事

千葉県市川市 184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 2014/9/22 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一宮
３１７８

一般競争入札 有 278,229,600 264,060,000 94.91%

Ｈ２６常陸管内ＣＣＴＶカメ
ラ設備設置工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
笠間市

186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

2014/9/22 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 48,837,600 48,600,000 99.51%

圏央道飯沼川高架橋ＢＲ３
下部工事

茨城県坂東市 248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

2014/9/22 （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 243,108,000 214,596,000 88.27%

圏央道幸手地区側道舗装
その６工事

埼玉県幸手市 184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

2014/9/22 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 268,315,200 265,680,000 99.02%

圏央道飯沼川高架橋上部
その２工事

茨城県坂東市 460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

2014/9/24 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 1,497,808,800 1,343,196,000 89.68%

谷沢川第五砂防堰堤工事 群馬県吾妻郡草津町 768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 2014/9/24 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 285,022,800 270,000,000 94.73%

Ｈ２６宇都宮国道道路情報
表示設備工事

栃木県さくら市 ～ 栃木県
小山市

177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

2014/9/24 池野通建（株） 東京都北区岸町１－９－４ 一般競争入札 有 65,437,200 59,400,000 90.77%

Ｈ２６上尾道路照明設備設
置工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼玉
県桶川市

188日間 電気設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2014/9/24 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 121,867,200 110,808,000 90.93%

Ｈ２６前橋地区橋梁補修工
事

群馬県前橋市 149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 2014/9/24 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 87,339,600 86,400,000 98.92%

Ｈ２６大越畠田堤防強化
（上・下）工事

埼玉県加須市 166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

2014/9/24 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 118,962,000 106,488,000 89.51%

Ｈ２５東宝山第１排水樋管
新設工事

茨城県神栖市 183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 2014/9/25 永井建設（株）
千葉県香取市津宮２２７５
－２

一般競争入札 有 253,173,600 236,304,000 93.34%

新利根川橋外舗装修繕工
事

茨城県古河市 181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

2014/9/25 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 406,544,400 367,200,000 90.32%

田尻高谷改良その２２工
事

千葉県市川市 181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 2014/9/25 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 280,303,200 267,840,000 95.55%

Ｈ２６多摩川多摩大橋下流
低水護岸工事

東京都昭島市 180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

2014/9/26 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－８
－１８

一般競争入札 有 258,109,200 235,440,000 91.22%

Ｈ２６多摩川宮沢町低水護
岸工事

東京都昭島市 180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

2014/9/26 中村建設（株）
東京都立川市錦町２－８
－１８

一般競争入札 有 221,616,000 208,224,000 93.96%

圏央道坂東ＩＣ地盤改良そ
の３工事

茨城県坂東市 186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

2014/9/26 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 209,088,000 188,784,000 90.29%

圏央道内野山地区改良そ
の２工事

茨城県坂東市 186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

2014/9/26 （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 220,471,200 195,480,000 88.66%

Ｈ２６利根統薗原他ＣＣＴＶ
設備工事

群馬県沼田市 151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

2014/9/29 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１７５
６－３８１

一般競争入札 有 23,349,600 21,556,800 92.32%

圏央道飯沼川高架橋上部
その１工事

茨城県坂東市 428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

2014/9/29 ＪＦＥエンジニアリング（株）
神奈川県横浜市鶴見区末
広町２－１

一般競争入札 有 1,317,816,000 1,189,080,000 90.23%

圏央道坂東ＩＣ地盤改良そ
の１工事

茨城県坂東市 183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

2014/9/29 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 204,627,600 179,820,000 87.88%

圏央道坂東ＩＣ地盤改良そ
の２工事

茨城県坂東市 183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

2014/9/29 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９０
５

一般競争入札 有 203,126,400 179,172,000 88.21%

Ｈ２６　１６号橋梁補修工事 東京都八王子市 183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

2014/9/29 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町１
０－３－３

一般競争入札 有 85,568,400 84,240,000 98.45%

Ｈ２６横田整正工事 茨城県稲敷市 148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 2014/9/30 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 151,264,800 135,000,000 89.25%

横浜税関日立出張所（Ｈ２
６）建築改修その他工事

茨城県日立市 122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

2014/9/30 （株）上水戸大久保工務店
茨城県水戸市上水戸４－
２－４

通常型指名競争入札 10,508,400 9,990,000 95.07%

Ｈ２６中部横断改良（その
１）工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

182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

2014/9/30 加藤建設（株）
山梨県南巨摩郡南部町十
島６５－３

一般競争入札 有 258,897,600 252,720,000 97.61%

Ｈ２６中部横断改良（その
２）工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

182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

2014/9/30 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－１５
－５

一般競争入札 有 231,012,000 226,800,000 98.18%

Ｈ２６秋山川右岸護岸工事 栃木県佐野市 176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

2014/9/30 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９２
－１

一般競争入札 有 284,104,800 253,118,520 89.09%
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Ｈ２６利根統相俣放流警報
設備工事

群馬県利根郡みなかみ町 150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

2014/9/30 （株）富士通マーケティング
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 36,201,600 34,344,000 94.87%

Ｈ２５東宝山第２排水樋管
新設工事

茨城県神栖市 178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 2014/9/30 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金江
津５１０７

一般競争入札 有 227,426,400 221,400,000 97.35%

Ｈ２５利根川下流地震計等
設置工事

千葉県香取市 ～ 茨城県
神栖市

176日間 通信設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2014/9/30 坂田電機（株）
東京都西東京市柳沢２－
１７－２０

一般競争入札 有 83,959,200 83,700,000 99.69%

Ｈ２６さがみ縦貫改良（そ
の１）工事

神奈川県高座郡寒川町
～ 神奈川県海老名市

150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

2014/9/30 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 260,658,000 243,000,000 93.23%

新４号古河地区舗装（その
２）工事

茨城県猿島郡境町 ～ 茨
城県古河市

171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

2014/9/30 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 186,408,000 167,400,000 89.80%

新４号古河地区舗装（その
３）工事

茨城県古河市 171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

2014/9/30 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 208,159,200 186,840,000 89.76%

Ｈ２６宇都宮国道ＣＣＴＶ設
備工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県佐野市

171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

2014/9/30 池野通建（株） 東京都北区岸町１－９－４ 一般競争入札 有 122,277,600 107,892,000 88.24%

北長池交差点改良他工事 長野県長野市 176日間
アスファルト舗装
工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2014/9/30 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 279,990,000 249,264,000 89.03%

Ｈ２５東金野井地区堤防整
備工事

千葉県野田市 150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 2014/9/30 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 181,029,600 160,488,000 88.65%


