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Ｈ２５柳原地区河道掘削工
事

茨城県下妻市 120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 2014/12/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 63,244,800 55,620,000 87.94%

千葉県警察学校生徒寮（１
４）電気設備その他工事

千葉県東金市 455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 2014/12/1 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 160,164,000 154,440,000 96.43%

千葉県警察学校生徒寮（１
４）機械設備工事

千葉県東金市 454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 2014/12/2 新日本空調（株）
東京都中央区日本橋浜町
２－３１－１

一般競争入札 有 151,416,000 139,428,000 92.08%

Ｈ２６園内施設改修工事 茨城県ひたちなか市 118日間 造園工事 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

2014/12/3 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５－
８－６

一般競争入札 有 158,652,000 145,800,000 91.90%

Ｈ２６利根統共用ネット
ワーク設備工事

群馬県利根郡みなかみ町
～ 群馬県みどり市

107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

2014/12/3 （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 11,836,800 11,124,000 93.98%

Ｈ２６川俣ダム主放流ゲー
ト修繕工事

栃木県日光市 362日間 機械設備工事
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

2014/12/3
三菱重工メカトロシステム
ズ（株）

兵庫県神戸市兵庫区小松
通５－１－１６

一般競争入札 有 125,409,600 112,320,000 89.56%

Ｈ２６利根川下流部高水敷
整備工事

千葉県香取郡東庄町 113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 2014/12/4 村樫建設工業（株）
千葉県印旛郡栄町酒直台
２－１－１０

一般競争入札 有 82,587,600 72,576,000 87.88%

Ｈ２６さぶ沢道路新設工事 群馬県多野郡神流町 270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 2014/12/4 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 93,798,000 92,880,000 99.02%

大利根橋橋梁補修工事 千葉県我孫子市 113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

2014/12/8 化工建設（株）
千葉県千葉市中央区中央
港１－９－５

一般競争入札 有 74,649,600 74,379,600 99.64%

圏央道谷田川高架橋上部
その２工事

茨城県つくば市 356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

2014/12/9 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 753,753,600 677,052,000 89.82%

圏央道小貝川渡河橋上部
工事

茨城県常総市 ～ 茨城県
つくば市

356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

2014/12/9 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 692,085,600 617,544,000 89.23%

Ｈ２６大和田排水樋管新設
工事

千葉県市川市 471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 2014/12/9 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 537,019,200 492,480,000 91.71%

Ｈ２６長野原地区代替地他
整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 168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

2014/12/12 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５－
１４－９

一般競争入札 有 127,537,200 127,440,000 99.92%

Ｈ２５越辺川正代築堤工事 埼玉県東松山市 106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 2014/12/15 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 79,801,200 73,980,000 92.71%

Ｈ２５荒川西区宝来中築堤
工事

埼玉県さいたま市 105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 2014/12/16 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 143,996,400 127,440,000 88.50%

３５７号湾岸千葉地区改良
その１０工事

千葉県千葉市 103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

2014/12/18 （株）市原組
千葉県千葉市美浜区幕張
西３－１－１５

一般競争入札 有 253,432,800 239,760,000 94.60%

３５７号湾岸千葉地区舗装
その１工事

千葉県千葉市 103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

2014/12/18 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 250,182,000 222,253,200 88.84%

３５７号湾岸千葉地区舗装
その２工事

千葉県千葉市 103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

2014/12/18 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－１８
－４

一般競争入札 有 281,383,200 249,480,000 88.66%

Ｈ２６行田低水護岸（中流）
工事

埼玉県行田市 178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

2014/12/19 松尾建設（株）
佐賀県佐賀市八幡小路１
－１０

一般競争入札 有 557,636,400 501,120,000 89.87%

Ｈ２６－Ｈ２７渡良瀬第二
調節池越流堤補修工事

栃木県小山市 161日間
アスファルト舗装
工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2014/12/19 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 335,016,000 321,840,000 96.07%

Ｈ２６鬼怒統管ダム観測機
器設置工事

栃木県日光市 98日間 通信設備工事
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

2014/12/19 （株）共和電業
東京都調布市調布ケ丘３
－５－１

一般競争入札 有 24,267,600 23,544,000 97.02%

Ｈ２６鬼怒統管ＩＰネット
ワーク構築工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県日光市

99日間 通信設備工事
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

2014/12/22 富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目
５番２号

一般競争入札 有 90,352,800 89,640,000 99.21%

湯西川ダム管理用制御処
理設備改造工事

栃木県日光市 99日間 通信設備工事
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

2014/12/22 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２
－７－３

一般競争入札 有 48,092,400 47,088,000 97.91%

Ｈ２６船橋防災センター外
空調設備改修工事

千葉県船橋市 ～ 千葉県
松戸市

53日間
暖冷房衛生設備
工事

関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2014/12/22 （株）瀧澤興業
千葉県市川市妙典３－２３
－１１

一般競争入札 有 6,480,000 6,480,000 100.00%

Ｈ２６宮本台宿舎３号棟防
水改修その他工事

千葉県船橋市 88日間 建築工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2014/12/22 古川建設（株）
千葉県柏市戸張１３７３－
５

通常型指名競争入札 9,852,840 8,748,000 88.79%

箱根気象観測設備ほか改
修工事

神奈川県足柄下郡箱根町
～ 神奈川県足柄上郡大
井町

91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

2014/12/24
日本テクニカル・サービス
（株）

東京都品川区西五反田３
－１３－２

一般競争入札 有 23,608,800 23,112,000 97.90%

道路気象監視設備設置工
事

神奈川県横浜市 91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

2014/12/24 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 31,870,800 31,320,000 98.27%

Ｈ２６菰田整正工事 茨城県稲敷市 97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 2014/12/24 （株）朝日工務店
茨城県鉾田市安房１３７１
－１

一般競争入札 有 152,830,800 137,160,000 89.75%

Ｈ２６千葉国道情報設備設
置工事

千葉県千葉市 93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

2014/12/24 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 54,950,400 50,436,000 91.78%
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堀切橋下流左岸河岸再生
（Ｈ２６）工事

東京都葛飾区 156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 2014/12/24 中原建設（株）
埼玉県川口市柳崎５－２
－３３

一般競争入札 有 114,361,200 105,678,000 92.41%

茨城県警察学校研修セン
ター（１４）建築改修その他
工事

茨城県東茨城郡茨城町 249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

2014/12/25 （株）鈴木良工務店
茨城県水戸市緑町１－１
－４

一般競争入札 有 140,832,000 136,080,000 96.63%

国立医薬品食品衛生研究
所他（１４）建築工事

神奈川県川崎市 811日間 建築工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2014/12/25 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－２
－８

一般競争入札 有 10,762,200,000 9,358,200,000 86.95%

国立医薬品食品衛生研究
所他（１４）電気設備工事

神奈川県川崎市 811日間 電気設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2014/12/25 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－３
３

一般競争入札 有 3,354,480,000 3,250,800,000 96.91%

国立医薬品食品衛生研究
所他（１４）機械設備工事

神奈川県川崎市 811日間
暖冷房衛生設備
工事

横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2014/12/25 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 6,548,040,000 6,156,000,000 94.01%

国立医薬品食品衛生研究
所（１４）特高受変電設備
工事

神奈川県川崎市 811日間 受変電設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2014/12/25 （株）東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 一般競争入札 有 406,728,000 374,760,000 92.14%

国立医薬品食品衛生研究
所（１４）エレベーター設備
工事

神奈川県川崎市 811日間 機械設備工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2014/12/25 （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 97,956,000 95,040,000 97.02%

Ｈ２６増穂地区環境護岸工
事

山梨県南巨摩郡富士川町 95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

2014/12/25 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川町
小室２３１２

一般競争入札 有 199,378,800 179,280,000 89.92%

切石地区護岸工事 山梨県南巨摩郡身延町 95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

2014/12/25 近藤工業（株）
山梨県南巨摩郡身延町波
木井１３５

一般競争入札 有 238,636,800 216,000,000 90.51%

Ｈ２６下山地区護岸（その
１）工事

山梨県南巨摩郡身延町 95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

2014/12/26 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井之
上１５１１

一般競争入札 有 251,164,800 225,504,000 89.78%

Ｈ２６下山地区護岸（その
２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 95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

2014/12/26 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－１１
－２２

一般競争入札 有 218,473,200 197,640,000 90.46%

Ｈ２６下山地区築堤護岸
（その１）工事

山梨県南巨摩郡身延町 95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

2014/12/26 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川町
小室２３１２

一般競争入札 有 170,478,000 150,984,000 88.57%

Ｈ２６下山地区築堤護岸
（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 95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

2014/12/26 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４７６
－１

一般競争入札 有 164,667,600 149,040,000 90.51%


