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旭町地区舗装（その２）他
工事

神奈川県川崎市 147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

2014/11/4 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 279,212,400 246,240,000 88.19%

Ｈ２６伊保内橋下部工事 栃木県佐野市 206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

2014/11/4 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 158,835,600 139,752,000 87.99%

警視庁第四機動隊（Ｈ２６）
機械設備改修その他工事

東京都立川市 136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 2014/11/4 八重洲工業（株）
東京都立川市柴崎町２－
２５－３

一般競争入札 有 32,443,200 31,320,000 96.54%

Ｈ２６中川二丁目地区堤防
整備工事

東京都足立区 142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 2014/11/5 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町８
７８

一般競争入札 有 211,399,200 189,000,000 89.40%

Ｈ２６宇都宮国道道路照明
灯改修工事

茨城県古河市 ～ 茨城県
猿島郡五霞町

135日間 電気設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2014/11/5 （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 119,491,200 110,700,000 92.64%

川治ダム管理用水力発電
設備工事

栃木県日光市 505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

2014/11/6 （株）明電舎
東京都品川区大崎２－１
－１

一般競争入札 有 366,184,800 361,800,000 98.80%

中部横断楮根川橋上部工
事

山梨県南巨摩郡南部町 480日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/11/6 （株）富士ピー・エス
福岡県福岡市中央区薬院
１－１３－８

一般競争入札 有 437,929,200 390,268,800 89.12%

Ｈ２６品木ダム観測所非常
用発電設備設置工事

群馬県吾妻郡草津町 140日間 電気設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2014/11/6 コーエイ（株）
群馬県前橋市上小出町１
－９－１２

一般競争入札 有 25,833,600 25,488,000 98.66%

大和田宿舎構内整備工事 東京都八王子市 85日間 建築工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2014/11/6 白木建設（株）
東京都国分寺市本町４－
２４－２８

通常型指名競争入札 21,405,600 19,440,000 90.82%

塩嶺大橋上部工事 長野県岡谷市 448日間 鋼橋上部工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2014/11/7 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 581,860,800 519,588,000 89.30%

関東農政局地域第三課庁
舎（Ｈ２６）構内整備工事

埼玉県熊谷市 112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

2014/11/7 （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 24,883,200 22,464,000 90.28%

国道６号土浦ＢＰ中村陸橋
下部補強工事

茨城県土浦市 232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

2014/11/10 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１１
－１

一般競争入札 有 64,195,200 63,720,000 99.26%

国道６号土浦ＢＰ上高津高
架橋上部（１）工事

茨城県土浦市 500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

2014/11/11 （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 727,444,800 665,928,000 91.54%

葛西共同溝補強その６工
事

東京都江戸川区 474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

2014/11/11 アイサワ工業（株）
岡山県岡山市北区表町１
－５－１

一般競争入札 有 1,126,126,800 1,041,120,000 92.45%

Ｈ２６ラジオ再放送設備設
置工事

神奈川県伊勢原市 ～ 神
奈川県秦野市

134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

2014/11/11 （株）東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 一般競争入札 有 87,825,600 87,480,000 99.61%

Ｈ２６野木歩道整備他工事 栃木県下都賀郡野木町 136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

2014/11/11 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新町
１８０

一般競争入札 有 66,744,000 60,480,000 90.61%

Ｈ２６　Ｒ１６大仙波橋橋梁
耐震補強工事

埼玉県川越市 134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

2014/11/11 東武建設（株） 栃木県日光市大桑町１３８ 一般競争入札 有 30,574,800 29,916,000 97.85%

Ｈ２６昭和サイン改修他工
事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

139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 2014/11/12 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７－２
７

一般競争入札 有 91,119,600 88,560,000 97.19%

Ｈ２６利根砂防情報ネット
ワーク設備整備工事

群馬県渋川市 128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 2014/11/12 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４
－１８

一般競争入札 有 50,684,400 48,600,000 95.89%

ＨＨ・ＯＭ公園維持管理工
事

長野県安曇野市 ～ 長野
県大町市

139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

2014/11/12 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８８３
－３

一般競争入札 有 27,140,400 26,103,600 96.18%

Ｈ２６圏央道川越栗橋線改
良舗装工事

埼玉県桶川市 139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

2014/11/12 （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 219,337,200 211,680,000 96.51%

佐久法務支局庁舎（１４）
建築改修その他工事

長野県佐久市 127日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2014/11/13 池田建設（株）
長野県佐久市横和２７４－
１

通常型指名競争入札 15,530,400 15,120,000 97.36%

北千葉道路大谷津函渠工
事

千葉県成田市 868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

2014/11/14 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－７
－１

一般競争入札 有 1,735,398,000 1,547,316,000 89.16%

臨海船着場周辺整備（Ｈ２
５）工事

東京都江戸川区 104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 2014/11/14 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－１１
－１１

一般競争入札 有 223,138,800 219,240,000 98.25%

Ｈ２６浮島地区及び古渡地
区波浪対策工事

茨城県稲敷市 125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 2014/11/14 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７２６
－２

一般競争入札 有 197,024,400 174,744,000 88.69%

Ｈ２６利根砂防地震計設置
工事

群馬県渋川市 196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 2014/11/14 （株）拓和
東京都千代田区内神田１
－４－１５

一般競争入札 有 18,014,400 17,280,000 95.92%

圏央道三坂新田高架橋上
部その１工事

茨城県常総市 431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

2014/11/17 日本車輌製造（株）
愛知県名古屋市熱田区三
本松町１－１

一般競争入札 有 846,460,800 756,756,000 89.40%

Ｈ２６本庄道路神流川橋護
岸工事

埼玉県児玉郡上里町 133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

2014/11/17 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０－３
３

一般競争入札 有 65,448,000 62,640,000 95.71%

圏央道三坂新田高架橋上
部その２工事

茨城県常総市 454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

2014/11/18 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 1,323,658,800 1,189,620,000 89.87%

Ｈ２６加茂地区波浪対策工
事

茨城県かすみがうら市 132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 2014/11/18 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１－
１

一般競争入札 有 170,823,600 154,872,000 90.66%
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Ｈ２６上堀排水樋門ゲート
設備新設工事

静岡県富士市 192日間 機械設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/11/18 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石橋
１３１４

一般競争入札 有 64,303,200 60,696,000 94.39%

Ｈ２６信州新町日原東防災
他工事

長野県長野市 132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

2014/11/19 （株）小池組
長野県長野市信州新町里
穂刈４－１

一般競争入札 有 92,059,200 84,780,000 92.09%

大月バイパス桂川橋上部
工事

山梨県大月市 484日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2014/11/20 （株）錢高組
大阪府大阪市西区西本町
２－２－１１

一般競争入札 有 651,142,800 580,176,000 89.10%

Ｈ２６武蔵通信設備改良工
事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県東松山市

131日間 通信設備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町3173 2014/11/20 東芝プラントシステム（株）
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央４－３６－５

一般競争入札 有 22,302,000 21,816,000 97.82%

国道３５７号千葉地区改良
舗装（その１１）工事

千葉県千葉市 130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

2014/11/21 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金山
５－１４－２

一般競争入札 有 290,228,400 259,200,000 89.31%

Ｈ２６利根川下流管内ＣＣ
ＴＶカメラ設備他工事

千葉県香取市 126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 2014/11/21 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－３
３

一般競争入札 有 49,636,800 46,116,000 92.91%

千葉県警察学校生徒寮（１
４）建築工事

千葉県東金市 461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 2014/11/25 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 557,496,000 525,852,000 94.32%

Ｈ２６浜田北整正工事 茨城県稲敷市 126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 2014/11/25 水郷建設（株） 茨城県潮来市上戸２０１３ 一般競争入札 有 152,042,400 138,780,000 91.28%

Ｈ２６林地区用水管路敷設
工事

群馬県吾妻郡長野原町 126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

2014/11/25 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 62,899,200 62,640,000 99.59%

Ｈ２６二瀬ダム土砂搬出等
工事

埼玉県秩父市 126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 2014/11/25 （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 156,135,600 138,240,000 88.54%

銚子労働総合（１４）エレ
ベーター設備工事

千葉県銚子市 279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 2014/11/25 （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 15,098,400 14,850,000 98.35%

Ｈ２６常陸川水門ゲート設
備塗装工事

茨城県神栖市 119日間 塗装工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2014/11/26 （株）萩原塗装店
茨城県潮来市須賀２８８２
－１

一般競争入札 有 46,936,800 45,900,000 97.79%

Ｈ２６浜田南整正工事 茨城県稲敷市 125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 2014/11/26 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 150,001,200 133,380,000 88.92%

葛西共同溝補強その７工
事

東京都江戸川区 337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

2014/11/27 村本建設（株）
奈良県北葛城郡広陵町平
尾１１－１

一般競争入札 有 237,783,600 219,240,000 92.20%

Ｈ２６圏央道二ツ家交差点
歩道橋工事

埼玉県北本市 124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

2014/11/27 東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３ 一般競争入札 有 94,143,600 93,960,000 99.80%

Ｈ２６上堀排水樋門新設工
事

静岡県富士市 183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

2014/11/27 （株）石井組
静岡県富士市水戸島元町
４－１０

一般競争入札 有 202,456,800 187,920,000 92.82%

３５７号湾岸千葉地区舗装
その３工事

千葉県千葉市 124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

2014/11/27 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川岸
町１－５３－１

一般競争入札 有 272,278,800 240,062,400 88.17%

横浜国道管内雨量計ほか
設置工事

神奈川県足柄上郡山北町
～ 神奈川県足柄下郡箱
根町

118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

2014/11/27 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 16,718,400 16,524,000 98.84%

長野県警察学校（１４）建
築改修その他工事

長野県長野市 113日間 建築工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2014/11/27 （株）鹿北
長野県長野市桜新町６６９
－１

通常型指名競争入札 23,835,600 17,226,000 72.27%

墨田船着場基盤整備（Ｈ２
６）工事

東京都墨田区 123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 2014/11/28 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 212,457,600 189,000,000 88.96%


