
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
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２６常陸川水門電気防食
設備工事

茨城県神栖市 77日間 塗装工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/1/7 （株）ナカボーテック
東京都中央区新川２－５
－２

一般競争入札 有 26,892,000 26,460,000 98.39%

圏央道西谷田川橋上部工
事

茨城県つくば市 312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

2015/1/8 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 一般競争入札 有 586,515,600 524,880,000 89.49%

Ｈ２６武蔵渓流広場改修等
工事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

141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 2015/1/8 （株）富士植木
東京都千代田区九段南４
－１－９

一般競争入札 有 148,219,200 131,976,000 89.04%

圏央道菅谷地区跨道橋上
部工事

茨城県坂東市 234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

2015/1/9 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 104,943,600 92,232,000 87.89%

小名木川出張所管内土砂
対策（Ｈ２５）工事

東京都江戸川区 81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 2015/1/9 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 277,938,000 270,000,000 97.14%

中部横断下八木沢第２トン
ネル工事

山梨県南巨摩郡身延町 447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

2015/1/9 日本国土開発（株） 東京都港区赤坂４－９－９ 一般競争入札 有 947,732,400 839,808,000 88.61%

鈴張町地区電線共同溝工
事

神奈川県秦野市 443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

2015/1/13 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 287,463,600 252,612,000 87.88%

圏央道高須賀第１跨道橋
工事

茨城県つくば市 259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

2015/1/14 （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 112,190,400 111,240,000 99.15%

富士見橋上部工事 長野県諏訪郡下諏訪町 319日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2015/1/15 （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 149,040,000 133,488,000 89.57%

圏央道谷田川高架橋上部
その１工事

茨城県つくば市 319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

2015/1/15 古河産機システムズ（株）
東京都千代田区丸の内２
－２－３

一般競争入札 有 654,480,000 587,520,000 89.77%

圏央道谷田川高架橋上部
その３工事

茨城県つくば市 319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

2015/1/15 宇部興産機械（株）
山口県宇部市大字小串字
沖ノ山１９８０

一般競争入札 有 646,801,200 577,692,000 89.32%

圏央道猿島地区改良その
３工事

茨城県坂東市 ～ 埼玉県
さいたま市

243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

2015/1/15 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ケ丘１
－２４０２－１

一般競争入札 有 286,459,200 259,200,000 90.48%

Ｈ２６木島地区河川防災ス
テーション外舗装工事

静岡県富士市 74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

2015/1/15 （株）井出組
静岡県富士市島田町２－
１１５

一般競争入札 有 71,204,400 64,800,000 91.01%

圏央道猿島地区改良その
４工事

茨城県坂東市 ～ 埼玉県
さいたま市

242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

2015/1/16 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 286,610,400 259,524,000 90.55%

東海下流築堤工事 茨城県水戸市 165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

2015/1/16 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 63,720,000 56,160,000 88.14%

新４号総和高架橋耐震装
置設置工事

茨城県猿島郡境町 162日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2015/1/19 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 149,698,800 131,760,000 88.02%

小名木川出張所管内土質
改良（Ｈ２５）工事

東京都江戸川区 71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 2015/1/19 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町３－
１８－５

一般競争入札 有 213,202,800 194,724,000 91.33%

向島労基署（１４）建築そ
の他工事

東京都墨田区 436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 2015/1/20 コーナン建設（株）
大阪府大阪市淀川区野中
北２－１１－１５

一般競争入札 有 361,692,000 327,240,000 90.47%

Ｈ２６松谷地区付替町道工
事

群馬県吾妻郡長野原町 161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

2015/1/20 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 74,001,600 69,660,000 94.13%

国道３５７号栄橋上部拡幅
工事

千葉県船橋市 403日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2015/1/22 横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４－
１４－５

一般競争入札 有 509,220,000 489,240,000 96.08%

Ｈ２６西関宿地区低水護岸
他工事

埼玉県幸手市 127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 2015/1/22 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 181,569,600 162,540,000 89.52%

圏央道柳橋高架橋上部そ
の２工事

茨城県つくば市 353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

2015/1/23 川田工業（株） 富山県南砺市苗島４６１０ 一般競争入札 有 431,330,400 384,588,000 89.16%

圏央道猿島地区改良その
５工事

茨城県坂東市 ～ 埼玉県
さいたま市

235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

2015/1/23 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 288,424,800 260,280,000 90.24%

交通安全環境研究所電磁
両立性試験棟（１４）建築
工事

埼玉県熊谷市 399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

2015/1/26 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西湊
町通三ノ町３３００－３

一般競争入札 有 537,300,000 515,160,000 95.88%

３５７号東京港トンネル管
理棟建築工事

東京都品川区 217日間 建築工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2015/1/26 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 294,948,000 270,000,000 91.54%

中部横断塩沢トンネル工
事

山梨県南巨摩郡南部町 429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

2015/1/27 三井住友建設（株） 東京都中央区佃２－１－６ 一般競争入札 有 2,532,697,200 2,253,938,400 88.99%

中部横断下八木沢地区ト
ンネル工事

山梨県南巨摩郡身延町 794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

2015/1/27 （株）フジタ
東京都渋谷区千駄ケ谷４
－２５－２

一般競争入札 有 2,535,148,800 2,261,736,000 89.22%

圏央道猿島地区改良その
６工事

茨城県坂東市 ～ 埼玉県
さいたま市

244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

2015/1/29 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２２
－１

一般競争入札 有 286,869,600 256,716,000 89.49%
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２０号府中市府中町電線
共同溝工事

東京都府中市 213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

2015/1/30 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１４
－１６

一般競争入札 有 151,977,600 144,180,000 94.87%

Ｈ２６松戸排水機場操作制
御設備修繕工事

千葉県松戸市 775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 2015/1/30 （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 992,973,600 982,800,000 98.98%


