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御前山環境整備工事 茨城県東茨城郡城里町 180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

2014/10/1 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５－
８１１－２

一般競争入札 有 69,033,600 64,260,000 93.09%

Ｈ２６横田中央整正工事 茨城県稲敷市 142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 2014/10/1 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 136,404,000 120,960,000 88.68%

Ｈ２６羽生町築堤護岸工事 茨城県常総市 177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 2014/10/1 （株）増渕組
栃木県宇都宮市簗瀬町２
５００－１５

一般競争入札 有 207,522,000 183,600,000 88.47%

成田国際空港警備隊待機
寮外１件（１４）機械設備改
修その他工事

千葉県成田市 135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 2014/10/1 （株）三冷社
東京都中央区日本橋本町
３－４－６

一般競争入札 有 130,896,000 120,960,000 92.41%

圏央道大白硲・柳橋改良
工事

茨城県つくば市 181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

2014/10/1 大坂建鋼（株） 茨城県常総市国生１４４８ 一般競争入札 有 112,417,200 98,820,000 87.90%

Ｈ２６東京外環環境整備
（その２）工事

東京都練馬区 ～ 東京都
三鷹市

177日間 維持修繕工事
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

2014/10/1 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 228,960,000 217,080,000 94.81%

Ｈ２６北川辺排水樋管ゲー
ト設備改良工事

埼玉県加須市 174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

2014/10/2 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石橋
１３１４

一般競争入札 有 55,177,200 54,000,000 97.87%

Ｈ２５多摩川宮沢町帯工
（その１）工事

東京都昭島市 174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

2014/10/2 林建設（株）
東京都調布市小島町２－
５６－３

一般競争入札 有 211,507,200 195,480,000 92.42%

Ｈ２５多摩川宮沢町帯工
（その２）工事

東京都昭島市 174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

2014/10/2 （株）寿組
神奈川県相模原市緑区葉
山島３１５

一般競争入札 有 244,490,400 220,320,000 90.11%

Ｈ２６長野原地区外管内整
備工事

群馬県吾妻郡長野原町 180日間 維持修繕工事 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

2014/10/2 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町大
字川原畑８８８－１１

一般競争入札 有 14,904,000 14,580,000 97.83%

Ｈ２６－Ｈ２７境島村地先
高水敷整備工事

群馬県伊勢崎市 256日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/10/2 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町８
３７－４

一般競争入札 有 148,035,600 130,356,000 88.06%

圏央道江川橋上部工事 茨城県坂東市 239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

2014/10/2 日本橋梁（株）
大阪府大阪市西区江戸堀
１－９－１

一般競争入札 有 218,160,000 195,480,000 89.60%

Ｈ２６北浦川水門塗装工事 茨城県取手市 147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 2014/10/3 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９７５
－３

一般競争入札 有 34,948,800 34,138,800 97.68%

市川共同溝補強その４工
事

千葉県市川市 362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

2014/10/3 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 262,051,200 248,400,000 94.79%

Ｈ２６宮山田町礫河原再生
工事

栃木県宇都宮市 147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 2014/10/3 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 80,978,400 70,956,000 87.62%

Ｈ２６品木ダム地震計更新
工事

群馬県吾妻郡草津町 105日間 通信設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2014/10/3 （株）アクアテルス
埼玉県さいたま市中央区
新都心５－２

一般競争入札 有 19,839,600 18,684,000 94.18%

Ｈ２６横壁地区外管内整備
工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

179日間 維持修繕工事 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

2014/10/3 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町川
原湯１４７

一般競争入札 有 14,828,400 14,526,000 97.96%

圏央道神崎成田地区改良
その３工事

千葉県成田市 ～ 千葉県
香取郡神崎町

179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

2014/10/3 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２０９
７－３８

一般競争入札 有 119,156,400 105,084,000 88.19%

市川共同溝補強その３工
事

千葉県市川市 270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

2014/10/3 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 140,637,600 123,660,000 87.93%

中部横断三沢川橋上部工
事

山梨県西八代郡市川三郷
町

480日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/10/6 （株）横河住金ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 576,709,200 518,940,000 89.98%

農筑事（１４）機械設備改
修工事

茨城県つくば市 175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

2014/10/6 三建設備工業（株）
東京都中央区日本橋蛎殻
町１－３５－８

一般競争入札 有 115,020,000 106,704,000 92.77%

寺尾町（２工区）築堤工事 群馬県高崎市 170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 2014/10/6 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町８
３７－４

一般競争入札 有 114,598,800 101,304,000 88.40%

Ｈ２６中津川橋他橋梁補修
工事

神奈川県川崎市 ～ 神奈
川県厚木市

176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

2014/10/6 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 238,226,400 227,448,000 95.48%

圏央道神崎成田地区改良
その４工事

千葉県成田市 ～ 千葉県
香取郡神崎町

176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

2014/10/6 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 111,769,200 104,760,000 93.73%

Ｈ２６関守護岸工事
群馬県桐生市 ～ 群馬県
みどり市

170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

2014/10/6 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 120,895,200 111,240,000 92.01%

Ｈ２５旗井沖堤防強化（下）
工事

埼玉県加須市 156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

2014/10/7 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 113,043,600 104,220,000 92.19%

Ｈ２６稲戸井土砂整正（上
流）工事

茨城県取手市 150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

2014/10/7 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 275,194,800 244,404,000 88.81%

Ｈ２６稲戸井土砂整正（下
流）工事

茨城県取手市 150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

2014/10/7 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 274,957,200 247,104,000 89.87%

４号利根川橋下部撤去
（５）工事

埼玉県久喜市 ～ 茨城県
古河市

175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

2014/10/7 （株）内田組
茨城県古河市旭町二丁目
２０番４号

一般競争入札 有 173,847,600 172,800,000 99.40%

Ｈ２６早川出張所砂防整備
工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

169日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2014/10/7 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町高
住６４５－２７

一般競争入札 有 17,787,600 17,172,000 96.54%

Ｈ２６白州出張所砂防整備
工事

山梨県北杜市 ～ 山梨県
韮崎市

169日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2014/10/7 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白須
７－１

一般競争入札 有 18,878,400 18,576,000 98.40%

Ｈ２６前橋管内交通安全対
策（２）工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
高崎市

143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 2014/10/7
（株）コーアエンジニアリン
グ

群馬県高崎市倉賀野町２
１９０

一般競争入札 有 110,235,600 110,160,000 99.93%

圏央道神崎成田地区改良
その２工事

千葉県成田市 ～ 千葉県
香取郡神崎町

175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

2014/10/7 阿部建設（株） 千葉県旭市ニ５２８ 一般競争入札 有 111,024,000 97,956,000 88.23%
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Ｈ２６松木山腹（キャン沢）
工事

栃木県日光市 169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

2014/10/7 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 134,827,200 128,520,000 95.32%

Ｈ２６明和江口地区（下流）
築堤工事

群馬県邑楽郡明和町 169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

2014/10/8 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 246,801,600 218,916,000 88.70%

Ｈ２６明和江口地区（上流）
築堤工事

群馬県邑楽郡明和町 168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

2014/10/8 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 299,829,600 266,544,000 88.90%

Ｈ２５西押揚排水樋管外遠
方監視操作設備工事

茨城県神栖市 174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 2014/10/8 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１
－６－６

一般競争入札 有 158,187,600 146,124,000 92.37%

Ｈ２６古河地区路面復旧工
事

茨城県古河市 170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

2014/10/8 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３２５
８

一般競争入札 有 115,128,000 104,760,000 90.99%

Ｈ２６松木川一号砂防堰堤
改築工事

栃木県日光市 168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

2014/10/8 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 129,967,200 127,980,000 98.47%

新木場地区海側舗装その
２工事

東京都江東区 174日間
アスファルト舗装
工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2014/10/8 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 227,210,400 203,040,000 89.36%

Ｈ２６宮ヶ瀬ダム通信ネット
ワーク設備等更新工事

神奈川県相模原市 168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

2014/10/8 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 54,777,600 53,784,000 98.19%

Ｈ２５平野道上堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 148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

2014/10/9 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻区
城南５－６－６

一般競争入札 有 183,945,600 163,728,000 89.01%

Ｈ２６中部横断帯金地区橋
梁下部工事

山梨県南巨摩郡身延町 173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

2014/10/9 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於曽
１８９６

一般競争入札 有 238,766,400 237,600,000 99.51%

Ｈ２６宮前地区盛土工事 茨城県古河市 124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

2014/10/9 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３２５
８

一般競争入札 有 70,232,400 62,424,000 88.88%

Ｈ２６六郷橋塗装工事
東京都大田区 ～ 神奈川
県川崎市

173日間 塗装工事 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

2014/10/9 （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 115,549,200 100,116,000 86.64%

Ｈ２６大久保沢砂防堰堤工
事

群馬県桐生市 167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

2014/10/9 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 100,785,600 91,908,000 91.19%

Ｈ２６都留バイパス上谷地
区改良工事

山梨県都留市 162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

2014/10/9 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原中
野２５０４

一般競争入札 有 113,151,600 111,780,000 98.79%

鹿嶋労働総合庁舎外１件
（Ｈ２６）建築改修その他工
事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城県
潮来市

126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

2014/10/10 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２０９
７－３８

一般競争入札 有 60,134,400 54,000,000 89.80%

Ｈ２５多摩川浅川合流点自
然再生工事

東京都日野市 151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

2014/10/10 （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 219,488,400 197,316,000 89.90%

Ｈ２６荒川江和井築堤工事 埼玉県比企郡吉見町 166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 2014/10/10 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 151,999,200 133,920,000 88.11%

Ｈ２６釜無川出張所砂防整
備工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

166日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2014/10/10 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 17,420,400 17,064,000 97.95%

Ｈ２６豊野－赤川除雪作業
長野県長野市 ～ 長野県
上水内郡信濃町

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

2014/10/10 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島１
１４４

一般競争入札 有 74,995,200 65,178,000 86.91%

Ｈ２６日光砂防無停電電源
設備設置工事

栃木県日光市 161日間 受変電設備工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2014/10/10 （株）ケーネス
東京都港区新橋２－１０－
５

一般競争入札 有 36,579,600 34,020,000 93.00%

Ｈ２６長野国道管内雨量広
報設備更新工事

長野県長野市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

154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

2014/10/10 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 83,095,200 72,360,000 87.08%

Ｈ２６本町歩道橋エレベー
ター機器改良工事

神奈川県横須賀市 166日間 機械設備工事 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

2014/10/10 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 23,576,400 22,680,000 96.20%

旧塩原視力障害センター
（１４）構内整備工事

栃木県那須塩原市 412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

2014/10/14 （株）鴻池組
大阪府大阪市北区梅田３
－４－５

一般競争入札 有 428,652,000 405,000,000 94.48%

Ｈ２６下生井土砂掘削工事
栃木県栃木市 ～ 栃木県
小山市

168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

2014/10/14 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 267,602,400 238,140,000 88.99%

Ｈ２６高崎管内ＣＣＴＶ設備
設置工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
高崎市

162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 2014/10/14
日本フィールド・エンジニア
リング（株）

東京都品川区西五反田１
－１４－８

一般競争入札 有 51,505,200 46,980,000 91.21%

Ｈ２６南青山外苑前電線共
同溝路面復旧工事

東京都港区 259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

2014/10/14 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 108,550,800 108,000,000 99.49%

Ｈ２６　Ｒ１６梅田陸橋他橋
梁耐震補強補修工事

埼玉県春日部市 ～ 埼玉
県北葛飾郡杉戸町

161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

2014/10/15 （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 109,976,400 102,060,000 92.80%

Ｈ２６渡良瀬土砂掘削工事
栃木県栃木市 ～ 栃木県
小山市

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

2014/10/15 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 279,655,200 250,560,000 89.60%

Ｈ２６遅沢川護岸外工事 群馬県吾妻郡長野原町 161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 2014/10/15 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１５７
９番地

一般競争入札 有 129,178,800 122,040,000 94.47%

Ｈ２６田代護岸外工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 161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 2014/10/15 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 67,392,000 64,692,000 95.99%

Ｈ２６滑川第三十五床固工
外工事

群馬県高崎市 161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 2014/10/15 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１５７
９番地

一般競争入札 有 163,663,200 157,680,000 96.34%

Ｈ２６部屋土砂整正工事
栃木県小山市 ～ 埼玉県
加須市

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

2014/10/15 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 207,014,400 184,680,000 89.21%

Ｈ２５波崎地区築堤外工事 茨城県神栖市 162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 2014/10/16 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 293,835,600 291,600,000 99.24%

Ｈ２６下久保集水井（Ｄ－
４）外工事

群馬県藤岡市 160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 2014/10/16 田畑建設（株） 群馬県藤岡市小林３２６ 一般競争入札 有 85,719,600 84,240,000 98.27%
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飯塚四丁目堤防強化対策
（Ｈ２５）工事

埼玉県川口市 151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 2014/10/16 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 260,766,000 231,660,000 88.84%

Ｈ２５ヨシ原浄化送水機場
切替ゲート設備修繕工事

栃木県栃木市 134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

2014/10/16 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和区
岸町７－１－７

一般競争入札 有 64,724,400 62,640,000 96.78%

Ｈ２６西関宿（五霞）地区基
盤整備工事

茨城県猿島郡五霞町 165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 2014/10/17 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 289,440,000 261,900,000 90.49%

Ｈ２６部屋土砂掘削工事
栃木県栃木市 ～ 栃木県
小山市

165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

2014/10/17 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 282,517,200 251,640,000 89.07%

Ｈ２６新川低水護岸工事 茨城県取手市 154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 2014/10/17 （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 97,048,800 87,480,000 90.14%

Ｈ２６昭和花木園園路広場
整備他工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

154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 2014/10/17 東光園緑化（株）
東京都渋谷区恵比寿南３
－７－５

一般競争入札 有 174,063,600 162,119,880 93.14%

Ｈ２６上新宿新田地区低水
護岸工事

千葉県流山市 165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 2014/10/17 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 212,652,000 189,000,000 88.88%

Ｈ２６幸手下地区基盤整備
工事

埼玉県幸手市 ～ 埼玉県
北葛飾郡杉戸町

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 2014/10/20 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 273,024,000 255,744,000 93.67%

Ｈ２５小平地区堤防整備工
事

埼玉県春日部市 130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 2014/10/20 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５７－
８

一般競争入札 有 286,297,200 267,840,000 93.55%

Ｈ２６渡良瀬土砂整正工事
栃木県小山市 ～ 埼玉県
加須市

162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

2014/10/20 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 194,065,200 176,040,000 90.71%

Ｈ２６下生井土砂整正工事
栃木県小山市 ～ 埼玉県
加須市

162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

2014/10/20 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 180,640,800 160,380,000 88.78%

Ｈ２６佐野河川出張所管内
塗装工事

栃木県佐野市 ～ 栃木県
足利市

156日間 塗装工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2014/10/20 （株）西工務店
岡山県岡山市北区平和町
４－７

一般競争入札 有 25,995,600 24,840,000 95.55%

Ｈ２６軽井沢舗装修繕他工
事

長野県北佐久郡軽井沢町
～ 長野県北佐久郡御代
田町

129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

2014/10/21 （株）竹花組 長野県佐久市望月３０－１ 一般競争入札 有 145,270,800 133,056,000 91.59%

Ｈ２５富川地先築堤工事 千葉県銚子市 157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 2014/10/21 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 99,424,800 92,340,000 92.87%

圏央道高崎坂東線跨道橋
上部工事

茨城県坂東市 220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

2014/10/21 極東興和（株）
広島県広島市東区光町２
－６－３１

一般競争入札 有 114,307,200 101,736,000 89.00%

Ｈ２６日光砂防施設整備
（その２）工事

栃木県日光市 154日間 維持修繕工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2014/10/22 船生建設（株）
栃木県塩谷郡塩谷町大字
船生３４３４－４

一般競争入札 有 61,138,800 56,160,000 91.86%

Ｈ２６Ｒ１７大成跨線橋他
橋梁補修工事

東京都板橋区 ～ 埼玉県
さいたま市

154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

2014/10/22 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 141,631,200 129,600,000 91.51%

中部横断宮原跨線橋上部
工事

山梨県西八代郡市川三郷
町

463日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/10/23 日本橋梁（株）
大阪府大阪市西区江戸堀
１－９－１

一般競争入札 有 507,729,600 456,591,600 89.93%

Ｈ２６落橋防止工事 神奈川県相模原市 153日間 維持修繕工事
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

2014/10/23 湘南テクノ（株）
神奈川県厚木市愛甲１７３
８－１

一般競争入札 有 65,102,400 58,320,000 89.58%

Ｈ２６三郷排水機場耐震対
策工事

埼玉県三郷市 154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 2014/10/23 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 269,427,600 259,200,000 96.20%

幸手地区側道橋上部その
２工事

埼玉県幸手市 341日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2014/10/24 （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 511,941,600 457,380,000 89.34%

荒川町堤防強化対策（Ｈ２
５）工事

埼玉県川口市 152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 2014/10/24 大旺新洋（株）
高知県高知市仁井田１６２
５－２

一般競争入札 有 520,786,800 466,560,000 89.59%

Ｈ２６小高地区水路整備工
事

茨城県行方市 158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 2014/10/24 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７２６
－２

一般競争入札 有 181,990,800 166,320,000 91.39%

Ｈ２６中川下流光ケーブル
敷設工事

東京都葛飾区 ～ 埼玉県
三郷市

152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 2014/10/24 東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

一般競争入札 有 21,848,400 21,168,000 96.89%

Ｈ２６川原湯地区代替地他
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 155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

2014/10/27 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 184,150,800 176,040,000 95.60%

飯原堤防強化対策（Ｈ２５）
工事

埼玉県川口市 140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 2014/10/27 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３－
３－１

一般競争入札 有 216,734,400 191,592,000 88.40%

Ｈ２６船橋維持（その２）工
事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
八千代市

155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

2014/10/27 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 86,194,800 83,700,000 97.11%

九段第２合同庁舎（１４）電
気設備改修その他工事

東京都千代田区 418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

2014/10/28 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 252,612,000 237,600,000 94.06%

Ｈ２６小平地区堤防整備工
事

埼玉県春日部市 154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 2014/10/28 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 242,557,200 215,784,000 88.96%

Ｈ２６防災情報提供設備工
事

神奈川県横浜市 148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

2014/10/28 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１
－６－６

一般競争入札 有 59,702,400 58,860,000 98.59%

国道５１号神宮橋他橋梁
補修工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城県
潮来市

154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

2014/10/28 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 129,135,600 128,520,000 99.52%

Ｈ２６横浜国道事務所他直
流電源設備改修工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県厚木市

139日間 受変電設備工事 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

2014/10/28 サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６
－３

一般競争入札 有 22,701,600 20,628,000 90.87%

蒲田地区舗装（その４）工
事

東京都大田区 135日間
アスファルト舗装
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

2014/10/29 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 138,099,600 121,824,000 88.21%

Ｈ２６交通量常時観測設備
設置工事

埼玉県さいたま市 ～ 長野
県長野市

147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

2014/10/29 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 49,788,000 48,600,000 97.61%
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Ｈ２６管内交通安全施設整
備工事

神奈川県相模原市 ～ 東
京都調布市

153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

2014/10/29 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 125,658,000 111,240,000 88.53%

Ｈ２６相模川須賀築堤工事
神奈川県平塚市 ～ 神奈
川県高座郡寒川町

131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

2014/10/30 人の森（株）
神奈川県海老名市中新田
１７６２

一般競争入札 有 70,318,800 63,180,000 89.85%

Ｈ２６秋山川右岸低水護岸
工事

栃木県佐野市 146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

2014/10/30 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 160,012,800 142,560,000 89.09%

岩淵出張所管内土砂改良
（Ｈ２５）工事

埼玉県戸田市 132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 2014/10/30 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 270,313,200 241,920,000 89.50%

Ｈ２６八潮排水機場耐震対
策工事

埼玉県八潮市 151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 2014/10/31 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 132,202,800 128,520,000 97.21%

長野第２地方合同庁舎（１
４）建築改修その他工事

長野県長野市 112日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2014/10/31 高木建設（株）
長野県長野市安茂里小市
１－３－３１

一般競争入札 有 19,785,600 19,548,000 98.80%

水戸・日立管内橋梁補修
工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
日立市

151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

2014/10/31 （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 235,893,600 217,080,000 92.02%


