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契約の相手方の
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予定価格 契約金額 落札率 備考

安全衛生総合会館他（１
４）建築改修工事

東京都港区 361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

2015/2/2 （株）エム・テック
埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－７－２

一般競争入札 有 381,672,000 367,200,000 96.21%

Ｈ２６宿根地区歩道整備外
工事

埼玉県深谷市 ～ 埼玉県
鴻巣市

179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

2015/2/2 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 181,040,400 170,532,000 94.20%

圏央道真瀬今鹿島線跨道
橋上部工事

茨城県つくば市 326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

2015/2/2 （株）東京鐵骨橋梁
茨城県取手市下高井１０２
０

一般競争入札 有 379,846,800 339,012,000 89.25%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の７）工事

神奈川県横浜市栄区 693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

2015/2/2 オリエンタル白石（株）
東京都江東区豊洲５－６
－５２

一般競争入札 有 1,674,172,800 1,495,800,000 89.35%

Ｈ２６管内改築区間改良
（その７）工事

神奈川県横浜市中区 57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

2015/2/2 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 92,296,800 86,400,000 93.61%

圏央道幸手地区側道改良
その９工事

埼玉県幸手市 ～ 茨城県
猿島郡五霞町

178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

2015/2/3 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 275,702,400 259,200,000 94.01%

横浜湘南道路引地川改良
工事

神奈川県藤沢市 542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

2015/2/3 鉄建建設（株）
東京都千代田区三崎町２
－５－３

一般競争入札 有 702,626,400 621,000,000 88.38%

田尻高谷歩道橋設置工事 千葉県市川市 415日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/2/4 片山ストラテック（株）
大阪府大阪市大正区南恩
加島６－２－２１

一般競争入札 有 1,537,131,600 1,369,332,000 89.08%

中部横断帯金地区改良工
事

山梨県南巨摩郡身延町 421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

2015/2/4 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 226,530,000 213,840,000 94.40%

藤原ダムジェットフロー
ゲート設備工事

群馬県利根郡みなかみ町 777日間 機械設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2015/2/6 佐藤鉄工（株）
富山県中新川郡立山町鉾
本２２０

一般競争入札 有 94,024,800 85,860,000 91.32%

田尻高谷歩道橋下部（そ
の１）工事

千葉県市川市 357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 2015/2/6 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 275,626,800 259,200,000 94.04%

田尻高谷歩道橋下部（そ
の２）工事

千葉県市川市 357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 2015/2/6 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２６－
４

一般競争入札 有 277,765,200 255,960,000 92.15%

矢切堀之内歩道橋下部工
事

千葉県松戸市 ～ 千葉県
市川市

388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 2015/2/6 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 294,505,200 286,200,000 97.18%

上星川地区電線共同溝路
面復旧工事

神奈川県横浜市保土ヶ谷
区

175日間
アスファルト舗装
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

2015/2/6 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１－
１２－８

一般競争入札 有 173,253,600 160,272,000 92.51%

Ｈ２６弥兵衛堤防強化（下）
工事

埼玉県加須市 175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

2015/2/6 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３０
－６

一般競争入札 有 201,214,800 177,768,000 88.35%

圏央道猿島地区改良その
７工事

茨城県坂東市 ～ 埼玉県
さいたま市

236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

2015/2/6 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 289,515,600 261,360,000 90.27%

Ｈ２６上石田改良他工事
山梨県甲府市 ～ 山梨県
韮崎市

144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

2015/2/6 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 159,429,600 155,520,000 97.55%

中部横断入ノ沢地区改良
工事

山梨県南巨摩郡身延町 419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

2015/2/6 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 244,198,800 227,880,000 93.32%

圏央道利根川護岸その１
工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県猿島郡境町

109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

2015/2/9 鈴中工業（株）
愛知県名古屋市中村区中
島町３－３９

一般競争入札 有 228,106,800 207,792,000 91.09%

　Ｈ２６下古山電線共同溝
工事

栃木県下野市 202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

2015/2/10 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 196,495,200 179,712,000 91.46%

矢切堀之内歩道橋設置工
事

千葉県松戸市 ～ 千葉県
市川市

409日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/2/10 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 976,838,400 864,000,000 88.45%

Ｈ２６ワミ沢右岸崩壊地対
策工事

栃木県日光市 230日間 法面処理工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2015/2/12 （株）浜屋組 栃木県矢板市本町１２－６ 一般競争入札 有 88,873,200 80,028,000 90.05%

Ｈ２６拝島橋耐震補強他工
事

東京都昭島市 319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

2015/2/12 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 139,752,000 137,160,000 98.15%

Ｈ２６大越樋ノ口堤防強化
（下）工事

埼玉県加須市 138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

2015/2/12 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 65,696,400 58,320,000 88.77%

Ｈ２６大越畠田堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 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

2015/2/12 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０６－
１

一般競争入札 有 93,376,800 82,080,000 87.90%

中部横断和田地区橋梁下
部他工事

山梨県南巨摩郡身延町 413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

2015/2/12 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 162,194,400 143,640,000 88.56%

横浜湘南道路トンネル工
事

神奈川県藤沢市 1112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

2015/2/12
横浜湘南道路トンネル工
事西松・戸田・奥村特定建
設工事共同企業体

東京都港区虎ノ門１－２０
－１０

一般競争入札 有 28,861,596,000 25,837,380,000 89.52%

Ｈ２６管内構造物補修工事 東京都千代田区 138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

2015/2/12 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 180,370,800 176,040,000 97.60%

市川共同溝補強その５工
事

千葉県市川市 259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

2015/2/13 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一宮
３１７８

一般競争入札 有 133,542,000 118,800,000 88.96%
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交通安全環境研究所電磁
両立性試験棟（１４）電気
設備工事

埼玉県熊谷市 377日間 電気設備工事 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

2015/2/17 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－２２
－１

一般競争入札 有 82,101,600 79,596,000 96.95%

交通安全環境研究所電磁
両立性試験棟（１４）機械
設備工事

埼玉県熊谷市 377日間
暖冷房衛生設備
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

2015/2/17 （株）清水アーネット
埼玉県熊谷市問屋町４－
３－２

一般競争入札 有 41,720,400 37,476,000 89.83%

中部横断入ノ沢川橋上部
工事

山梨県南巨摩郡身延町 766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

2015/2/17 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 1,441,778,400 1,287,360,000 89.29%

中部横断城山トンネル（そ
の２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 469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

2015/2/17 （株）竹中土木
東京都江東区新砂１－１
－１

一般競争入札 有 1,836,378,000 1,631,826,000 88.86%

圏央道弓田地区函渠その
２他工事

茨城県坂東市 ～ 茨城県
常総市

407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

2015/2/18 大坂建鋼（株） 茨城県常総市国生１４４８ 一般競争入札 有 119,696,400 117,720,000 98.35%

Ｈ２６田母沢第二砂防堰堤
工事

栃木県日光市 224日間 一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2015/2/18 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 157,042,800 138,888,000 88.44%

３５７号臨海副都心地区舗
装その他工事

東京都特別区 132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

2015/2/18 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 297,345,600 268,704,000 90.37%

Ｈ２６利根川上流河川事務
所空調設備改修その他工
事

埼玉県久喜市 163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

2015/2/18 （株）大クマ工業
埼玉県さいたま市中央区
鈴谷９‐１３‐８

通常型指名競争入札 58,330,800 49,563,360 84.97%

向島労基署（１４）電気設
備工事

東京都墨田区 406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 2015/2/19 （株）愛工大興
東京都豊島区池袋本町１
－１５－９

一般競争入札 有 68,958,000 68,040,000 98.67%

Ｈ２６東京外環準備他（そ
の１）工事

東京都世田谷区 ～ 東京
都三鷹市

161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

2015/2/20 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 261,295,200 259,200,000 99.20%

Ｈ２６穂波北整正工事 茨城県稲敷市 215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 2015/2/20 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３－
１

一般競争入札 有 148,338,000 130,809,600 88.18%

千葉労災特別介護施設（１
４）機械設備改修その他工
事

千葉県四街道市 219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 2015/2/23 アネス（株） 東京都北区栄町１－３ 一般競争入札 有 66,884,400 61,020,000 91.23%

Ｈ２６大和田排水樋管ゲー
ト設備工事

千葉県市川市 280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 2015/2/23 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石橋
１３１４

一般競争入札 有 55,663,200 51,624,000 92.74%

西小磯地区電線共同溝工
事

神奈川県中郡大磯町 340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

2015/2/23 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 155,066,400 141,480,000 91.24%

Ｈ２６佐波堤防強化（下）工
事

埼玉県加須市 158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

2015/2/23 田部井建設（株） 埼玉県熊谷市上根１０２ 一般競争入札 有 82,447,200 75,600,000 91.70%

小松川基盤整備（Ｈ２６）工
事

東京都江戸川区 305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 2015/2/23 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 237,751,200 221,400,000 93.12%

Ｈ２６川俣ダム周辺部補強
工事

栃木県日光市 339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

2015/2/24 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町１
－１－７

一般競争入札 有 201,204,000 177,876,000 88.41%

Ｈ２６河口部浚渫工事 茨城県神栖市 249日間
河川しゅんせつ
工事

利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2015/2/24 東洋建設（株）
東京都江東区青海２－４
－２４青海フロンティアビ
ル１３Ｆ

一般競争入札 有 264,189,600 227,880,000 86.26%

上北沢共同溝路面復旧工
事

東京都杉並区 125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

2015/2/25 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 52,423,200 51,840,000 98.89%

Ｈ２６上尾道路川田谷道路
排水設備工事

埼玉県桶川市 124日間 機械設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2015/2/26
（株）日立テクノロジーアン
ドサービス

茨城県土浦市神立町６０３ 一般競争入札 有 35,899,200 33,480,000 93.26%

Ｈ２６高徳寺裏沢砂防堰堤
工事

栃木県日光市 247日間 一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2015/2/26 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 76,075,200 74,304,000 97.67%

海上保安試験研究セン
ター（平成２６年度）建築改
修工事

東京都立川市 201日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/2/26 （株）日立コーポレーション
東京都練馬区向山４－３５
－２１

一般競争入札 有 42,584,400 41,580,000 97.64%

川口税務署（Ｈ２６）建築改
修その他工事

埼玉県川口市 259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

2015/2/27 大翔建設（株）
東京都葛飾区奥戸２－４０
－６

一般競争入札 有 241,596,000 233,280,000 96.56%

銚子税務署（１４）建築改
修その他工事

千葉県銚子市 276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 2015/2/27 （株）羽原工務店
茨城県龍ケ崎市川原代町
３９７５

一般競争入札 有 110,376,000 109,404,000 99.12%

Ｈ２６武蔵駐車場照明設置
他工事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

154日間 電気設備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町3173 2015/2/27 新生電気工事（株）
埼玉県さいたま市見沼区
小深作９１８－４

一般競争入札 有 159,116,400 147,744,000 92.85%

出田町入口交差点改良工
事

神奈川県横浜市神奈川区 185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

2015/2/27 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 121,381,200 113,270,400 93.32%

国土地理院ＶＬＢＩ観測局
舎（Ｈ２６）新営工事

茨城県石岡市 367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

2015/2/27 （株）羽原工務店
茨城県龍ケ崎市川原代町
３９７５

一般競争入札 有 286,308,000 269,784,000 94.23%


