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Ｈ２６二の橋橋梁補修工
事

埼玉県本庄市 120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

2015/3/2 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 80,362,800 73,440,000 91.39%

Ｈ２６馬返崩壊地対策工
事

栃木県日光市 243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

2015/3/2 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 137,311,200 137,160,000 99.89%

岸谷交差点改良他工事 神奈川県横浜市 151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

2015/3/2 前田道路（株）
東京都品川区大崎１－１
１－３

一般競争入札 有 123,422,400 122,364,000 99.14%

安全衛生総合会館他（１
４）電気設備改修工事

東京都港区 332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

2015/3/3 （株）サンテック
東京都千代田区二番町３
－１３

一般競争入札 有 462,564,000 434,160,000 93.86%

安全衛生総合会館他（１
４）機械設備改修工事

東京都港区 332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

2015/3/3 オーク設備工業（株）
東京都千代田区神田須
田町２－２５－２

一般競争入札 有 496,692,000 446,040,000 89.80%

Ｈ２６国営ひたち海浜公園
機械設備改修工事

茨城県ひたちなか市 150日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2015/3/3 （株）大成設備工業
茨城県ひたちなか市後台
４５４－５

一般競争入札 有 81,054,000 72,684,000 89.67%

Ｈ２６太田地先水路整備
工事

茨城県神栖市 242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 2015/3/3 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 146,286,000 134,460,000 91.92%

金野井大橋他耐震補強・
補修工事

埼玉県春日部市 381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

2015/3/3 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 265,842,000 243,000,000 91.41%

Ｈ２６北須賀水路整備工
事

茨城県稲敷市 211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 2015/3/3 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３
－１

一般競争入札 有 129,297,600 118,800,000 91.88%

Ｈ２６穂波中央整正工事 茨城県稲敷市 203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 2015/3/3 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３－
１

一般競争入札 有 178,902,000 158,220,000 88.44%

Ｈ２６小山・国分寺管内交
通安全対策工事

栃木県足利市 119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

2015/3/3 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 136,004,400 118,800,000 87.35%

東京外環大泉ＪＣＴ（ＦＢラ
ンプ）鋼製橋脚工事

東京都練馬区 387日間 鋼橋上部工事
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

2015/3/4 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 298,857,600 275,400,000 92.15%

Ｈ２６圏央道白岡菖蒲地
区側道整備その３工事

埼玉県久喜市 118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

2015/3/4 （株）木下建設
埼玉県南埼玉郡宮代町
東姫宮２－１－２

一般競争入札 有 158,630,400 156,600,000 98.72%

Ｈ２６中丸川水門土砂撤
去工事

茨城県ひたちなか市 118日間
河川しゅんせつ
工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/3/4 松原建設（株） 茨城県稲敷市西代２８５２ 一般競争入札 有 62,737,200 56,700,000 90.38%

旭電線共同溝工事 神奈川県横浜市 393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

2015/3/4 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６－
５

一般競争入札 有 257,515,200 225,720,000 87.65%

鶴見地下道改良工事 神奈川県横浜市 180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

2015/3/4 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 112,568,400 110,700,000 98.34%

下川井遮音壁設置他工
事

神奈川県横浜市 118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

2015/3/4 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 92,275,200 89,640,000 97.14%

Ｈ２６羽生築堤護岸工事 茨城県常総市 298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

2015/3/5 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 243,334,800 221,400,000 90.99%

Ｈ２６古内地先災害復旧
工事

茨城県筑西市 330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

2015/3/5 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９
２－１

一般競争入札 有 106,077,600 94,358,520 88.95%

Ｈ２６東京外環準備他（そ
の２）工事

東京都練馬区 148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

2015/3/5 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 226,065,600 225,720,000 99.85%

Ｈ２６浅間北山麓砂防施
設整備（その２）工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 209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 2015/3/5 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 218,754,000 198,180,000 90.59%

Ｈ２６旗井堤外堤防強化
（下）工事

埼玉県加須市 179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

2015/3/5 サイレキ建設工業（株）
埼玉県加須市志多見１３
６１－１

一般競争入札 有 78,883,200 69,444,000 88.03%

Ｈ２６行徳橋下部工事 千葉県市川市 389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 2015/3/5 西武建設（株）
埼玉県所沢市くすのき台
１－１１－２

一般競争入札 有 737,272,800 660,960,000 89.65%

Ｈ２６神奈川・大磯管内交
通安全施設整備工事

神奈川県横浜市 148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

2015/3/5 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 220,028,400 214,920,000 97.68%

Ｈ２６高圧受変電設備工
事

東京都港区 148日間
受変電設備工
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

2015/3/5 （株）明興テクノス
鹿児島県鹿児島市小松
原１－１０－８

一般競争入札 有 30,196,800 27,000,000 89.41%

Ｈ２６浅間北山麓砂防施
設整備（その１）工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 208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 2015/3/6 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

一般競争入札 有 239,922,000 230,040,000 95.88%

Ｈ２６鹿見堂排水樋管
ゲート設備新設工事

神奈川県平塚市 378日間 機械設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/3/6 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 67,986,000 63,504,000 93.41%

東京税関大井出張所（１
４）電気設備改修その他
工事

東京都大田区 269日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/3/6 （有）ケイアンドアイ
東京都新宿区早稲田町７
７

一般競争入札 有 47,498,400 44,280,000 93.22%
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日立国道管内交通安全
工事

茨城県日立市 144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

2015/3/9 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

一般競争入札 有 49,777,200 45,360,000 91.13%

１６号新畑沢橋（上り）補
修工事

千葉県木更津市 235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

2015/3/9 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 145,238,400 133,920,000 92.21%

５１号長熊大橋補修工事 千葉県佐倉市 205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

2015/3/9 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 一般競争入札 有 144,936,000 129,600,000 89.42%

国道６号土浦ＢＰ中地区
他舗装工事

茨城県土浦市 205日間
アスファルト舗
装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/3/9 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９
０５

一般競争入札 有 70,804,800 69,120,000 97.62%

埼玉県警察学校第五生
徒寮（１４）建築改修その
他工事

埼玉県さいたま市 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

2015/3/10 （株）アーク・プランニング #N/A 一般競争入札 有 19,040,400 18,549,151 97.42%

成田空港合同（１４）建築
改修工事

千葉県成田市 234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

2015/3/10 古川建設（株）
千葉県柏市戸張１３７３－
５

一般競争入札 有 70,416,000 68,904,000 97.85%

国道３５７号稲毛海岸地
区改良工事

千葉県千葉市美浜区 265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

2015/3/10 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１８
－２１

一般競争入札 有 139,600,800 138,780,000 99.41%

Ｈ２６浅間南山麓砂防施
設整備（その２）工事

長野県佐久市 203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 2015/3/11 松本土建（株）
長野県松本市島立６３５
－１

一般競争入札 有 149,472,000 131,976,000 88.29%

Ｈ２６栗原川工事用道路
及び仁加又沢・香沢工事

群馬県沼田市 233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 2015/3/11 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 92,556,000 88,560,000 95.68%

Ｈ２６浅間南山麓砂防施
設整備（その１）工事

長野県小諸市 203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 2015/3/11 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町８
７８

一般競争入札 有 217,879,200 198,720,000 91.21%

Ｈ２６奥鬼怒工事用道路
斜面対策工事

栃木県日光市 203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

2015/3/11 （株）吉新組 栃木県日光市松原町８ 一般競争入札 有 142,149,600 129,168,000 90.87%

Ｈ２６精進湖入口交差点
改良他工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

203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

2015/3/11 秋山土建（株）
山梨県富士吉田市下吉
田２４１３

一般競争入札 有 222,210,000 216,000,000 97.21%

舞浜大橋耐震補強その１
工事

東京都江戸川区 373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

2015/3/11 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 257,450,400 257,040,000 99.84%

Ｈ２６昭和四阿建築他工
事

東京都立川市 203日間 建築工事
国営昭和記念公園事務
所

東京都立川市緑町3173 2015/3/11 砂川建設（株）
東京都立川市砂川町５－
１７－８

一般競争入札 有 164,700,000 160,380,000 97.38%

横浜税関本牧埠頭出張
所外１件（１４）機械設備
改修その他工事

神奈川県横浜市 263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

2015/3/12 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ町
上牧２３４４－１２

一般競争入札 有 91,800,000 88,560,000 96.47%

２０号八王子市追分交差
点改良他（その２）工事

東京都八王子市 140日間 鋼橋上部工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2015/3/13 （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 264,448,800 264,060,000 99.85%

Ｈ２６旗井明神堤防強化
（上・下）工事

埼玉県加須市 171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

2015/3/13 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３
０－６

一般競争入札 有 223,592,400 198,072,000 88.59%

東京外環中央ＪＣＴ北側ラ
ンプ改良工事

東京都三鷹市 1105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

2015/3/16

東京外環中央ＪＣＴ北側ラ
ンプ改良工事大林・大本
特定建設工事共同企業
体

#N/A 一般競争入札 有 33,001,052,400 30,000,240,000 90.91%

Ｈ２６空沢砂防堰堤工事 栃木県日光市 631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

2015/3/16 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５－
４

一般競争入札 有 194,119,200 173,880,000 89.57%

Ｈ２６・２７管内舗装修繕
工事

埼玉県春日部市 100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

2015/3/17 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 62,035,200 55,080,000 88.79%

２０号調布市東つつじヶ丘
道路改良工事

東京都調布市 197日間 一般土木工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2015/3/17 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 237,502,800 221,400,000 93.22%

Ｈ２６堤防強化土砂整正
工事

茨城県取手市 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

2015/3/17 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 269,233,200 239,544,000 88.97%

Ｈ２６青山地区舗装修繕
工事

東京都港区 136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

2015/3/17 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 170,661,600 154,440,000 90.49%

氷川橋改良（その２）工事 東京都練馬区 373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

2015/3/18 （株）大林組
東京都港区港南２－１５
－２

一般競争入札 有 2,169,212,400 2,157,840,000 99.48%

国道６号中村南電線共同
溝工事

茨城県土浦市 379日間
アスファルト舗
装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/3/18 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 239,965,200 212,544,000 88.57%

Ｈ２６荒川川越市古谷本
郷下（その１）築堤工事

埼玉県川越市 218日間 一般土木工事 荒川上流河川事務所
茨城県ひたちなか市馬渡
字大沼605-4

2015/3/18 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 143,672,400 129,600,000 90.21%

北千葉道路北須賀・押畑
地区改良その２工事

千葉県成田市 226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

2015/3/18 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

一般競争入札 有 248,551,200 220,104,000 88.55%

国道６号土浦ＢＰ新東橋
上部工事

茨城県土浦市 348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

2015/3/18 （株）北都鉄工
石川県白山市福留町５５
５番地

一般競争入札 有 295,228,800 286,200,000 96.94%
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潮来統計・情報センター
（１４）構内整備工事

茨城県潮来市 135日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
茨城県ひたちなか市馬渡
字大沼605-4

2015/3/18 日高見建設工業（株） 茨城県稲敷市桑山４０３ 一般競争入札 有 27,745,200 23,760,000 85.64%

２０号八王子市高尾電線
共同溝工事

東京都八王子市 347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

2015/3/19 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 276,987,600 243,972,000 88.08%

Ｈ２６下久保集水井（Ｄ－
１，５）工事

群馬県藤岡市 315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 2015/3/19 田畑建設（株） 群馬県藤岡市小林３２６ 一般競争入札 有 139,773,600 124,740,000 89.24%

Ｈ２６川越市小仙波地区
歩道整備工事

埼玉県川越市 225日間
アスファルト舗
装工事

大宮国道事務所
茨城県ひたちなか市馬渡
字大沼605-4

2015/3/19 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１３
－３１

一般競争入札 有 142,041,600 129,600,000 91.24%

Ｈ２６荒川川越市古谷本
郷下（その２）築堤工事

埼玉県川越市 167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

2015/3/19 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３
０－６

一般競争入札 有 267,397,200 236,628,000 88.49%

Ｈ２６北川辺地区盛土工
事

埼玉県加須市 103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

2015/3/19 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 259,113,600 230,040,000 88.78%

Ｈ２６代々木管内車両重
量計更新工事

東京都世田谷区 195日間 機械設備工事 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

2015/3/19 鎌長製衡（株） #N/A 一般競争入札 有 31,514,400 31,320,000 99.38%

Ｈ２６中妻築堤工事 茨城県常総市 354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

2015/3/20 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－２
－３３

一般競争入札 有 176,137,200 156,384,000 88.79%

Ｈ２６荒川西区宝来下（そ
の１）築堤工事

埼玉県さいたま市 306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

2015/3/20 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 212,544,000 187,920,000 88.41%

国道１６号町田立体ランプ
橋下部（その２）工事

東京都町田市 280日間 一般土木工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2015/3/20 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 227,588,400 204,120,000 89.69%

蒲田地区舗装（その５）他
工事

東京都大田区 371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

2015/3/20 （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 296,416,800 262,224,000 88.46%

真岡公共職安（１４）機械
設備改修その他工事

栃木県真岡市 126日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2015/3/20 藤井産業（株）
栃木県宇都宮市平出工
業団地４１－３

一般競争入札 有 40,100,400 34,020,000 84.84%

圏央道坂東ＩＣ改良その２
工事

茨城県坂東市 224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

2015/3/20 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－２
２－１

一般競争入札 有 268,466,400 243,000,000 90.51%

Ｈ２６・２７宮ヶ谷塔橋橋梁
補修工事

埼玉県さいたま市 109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

2015/3/23 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 90,093,600 88,560,000 98.30%

矢切堀之内改良その３工
事

千葉県市川市 277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 2015/3/23 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松
原通３－６９

一般競争入札 有 231,519,600 215,784,000 93.20%

山中湖自転車歩行者道
設置その５工事

山梨県南都留郡山中湖
村

277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

2015/3/23 タカムラ建設（株）
山梨県南都留郡山中湖
村山中８６２－１

一般競争入札 有 183,589,200 179,280,000 97.65%

２０号相模原市千木良路
面補修工事

神奈川県相模原市緑区 161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

2015/3/23 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 59,324,400 58,320,000 98.31%

Ｈ２６多摩川戸手地区プレ
ハブ作業所建築工事

神奈川県川崎市 137日間
プレハブ建築工
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

2015/3/23 大和リース（株）
大阪府大阪市中央区農
人橋２－１－３６

一般競争入札 有 42,806,800 42,091,840 98.33%

Ｈ２７増穂地区環境護岸
工事

山梨県南巨摩郡富士川
町

368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

2015/3/23 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－１
０－２７

一般競争入札 有 130,377,600 118,800,000 91.12%

Ｈ２７中部横断南部身延
改良保全工事

山梨県南巨摩郡身延町 374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

2015/3/23 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－１
０－２７

一般競争入札 有 247,384,800 228,420,000 92.33%

湾岸道路本牧地区２号橋
床版工事

神奈川県横浜市 161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

2015/3/23 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 125,182,800 118,800,000 94.90%

Ｈ２６広河原砂防堰堤改
築工事

山梨県南アルプス市 192日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/3/23 清水建設興業（株）
山梨県南アルプス市有野
３２９４

一般競争入札 有 97,124,400 87,480,000 90.07%

Ｈ２６大久保沢流木対策
工事

群馬県桐生市 261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

2015/3/24 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 108,108,000 96,336,000 89.11%

Ｈ２６岩城川砂防堰堤補
強工事

群馬県高崎市 188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 2015/3/24 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２－
４

一般競争入札 有 64,756,800 59,940,000 92.56%

矢切堀之内地区改良その
２工事

千葉県松戸市～千葉県
市川市

276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 2015/3/24 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１－
１６－１０

一般競争入札 有 259,999,200 246,240,000 94.71%

Ｈ２６管内防災その３工事 山梨県甲州市 276日間 法面処理工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2015/3/24 天野工業（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田１１７５－１

一般競争入札 有 62,424,000 59,292,000 94.98%

管内トンネル補修工事
山梨県大月市～山梨県
都留市

276日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2015/3/24 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－１
４－１４

一般競争入札 有 79,725,600 78,624,000 98.62%

２０号他橋梁補修工事
山梨県大月市～山梨県
甲州市

276日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2015/3/24 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 164,851,200 155,304,000 94.21%
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Ｈ２６昭和光ケーブル敷設
工事

東京都立川市～東京都
福生市

98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 2015/3/24 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８－
３３

一般競争入札 有 19,213,200 17,366,400 90.39%

Ｈ２７中部横断身延六郷
改良保全工事

山梨県南巨摩郡身延町
～山梨県西八代郡市川
三郷町

373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

2015/3/24 昭和建設（株）
山梨県甲州市塩山熊野８
０－１

一般競争入札 有 243,302,400 219,780,000 90.33%

山崎地区他改良工事
神奈川県足柄下郡箱根
町～神奈川県伊勢原市

190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

2015/3/24 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪４
２１－２０

一般競争入札 有 127,407,600 118,411,200 92.94%

圏央道稲敷地区側道整
備その他工事

茨城県牛久市～茨城県
稲敷市

282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

2015/3/24 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１９
０５

一般競争入札 有 278,510,400 253,800,000 91.13%

Ｈ２６受変電設備（Ｂ－３）
改修工事

茨城県ひたちなか市 247日間
受変電設備工
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

2015/3/25 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－１
８－１０

一般競争入札 有 47,638,800 45,360,000 95.22%

新４号柳橋・大和田改良
舗装工事

茨城県古河市 275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

2015/3/25 光洋建設（株） 栃木県小山市喜沢６８９ 一般競争入札 有 119,696,400 106,380,000 88.87%

Ｈ２６古ヶ崎浄化施設ポン
プ設備修繕工事

千葉県松戸市 250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 2015/3/25 新菱工業（株）
東京都千代田区神田多
町２－９－２

一般競争入札 有 69,800,400 65,880,000 94.38%

矢切堀之内改良その４工
事

千葉県松戸市 275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 2015/3/25 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 214,477,200 207,576,000 96.78%

ＨＨ３期地区園路整備他
（その１）工事

長野県安曇野市 327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

2015/3/25 （株）楽東苑
長野県長野市松代町大
室６４０番１

一般競争入札 有 88,279,200 87,480,000 99.09%

ＨＨ３期地区園路整備他
（その２）工事

長野県安曇野市 310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

2015/3/25 （株）信濃美植 長野県大町市平１２０１ 一般競争入札 有 75,610,800 74,196,000 98.13%

Ｈ２６硯田舗装修繕工事
群馬県沼田市～群馬県
利根郡みなかみ町

169日間
アスファルト舗
装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2015/3/25 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 118,314,000 104,328,000 88.18%

国道１２７号富浦地区改
良舗装工事

千葉県南房総市 278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

2015/3/25 奥村建設（株）
千葉県安房郡鋸南町下
佐久間９７９

一般競争入札 有 94,878,000 89,748,000 94.59%

Ｈ２７品木ダム浚渫工事 群馬県吾妻郡中之条町 310日間
河川しゅんせつ
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

2015/3/25 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３－
７－１

一般競争入札 有 267,537,600 236,520,000 88.41%

Ｈ２６京浜管内ＣＣＴＶ設備
更新工事

神奈川県横浜市～東京
都特別区

189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

2015/3/25 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－２
９－２０

一般競争入札 有 44,517,600 38,577,600 86.66%

３５７号東京港トンネル遠
方制御設備工事

東京都品川区 341日間 機械設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2015/3/25 （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 149,590,800 138,348,000 92.48%

Ｈ２６鶴見第４宿舎屋上防
水改修工事

神奈川県横浜市 97日間 建築工事 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

2015/3/25 石井建設工業（株）
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３８－３０

通常型指名競争入札 4,687,200 4,320,000 92.17%

圏央道柳橋高架橋上部そ
の３工事

茨城県つくば市 275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

2015/3/25 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 298,188,000 275,400,000 92.36%

圏央道坂東弓田地区跨
道橋上部その２工事

茨城県坂東市 219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

2015/3/25 （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 250,516,800 225,288,000 89.93%

圏央道坂東ＩＣ改良その１
工事

茨城県坂東市 219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

2015/3/25
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－２
４－１６

一般競争入札 有 269,740,800 243,000,000 90.09%

圏央道坂東つくば改良工
事

茨城県坂東市～茨城県
常総市

219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

2015/3/25 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 251,758,800 222,264,000 88.28%

Ｈ２６宇都宮国道道路照
明灯改修（その２）工事

栃木県宇都宮市～栃木
県小山市

278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

2015/3/25 （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 77,317,200 70,740,000 91.49%

Ｈ２６早川上流工事用道
路（その２）工事

山梨県南巨摩郡早川町
～山梨県南アルプス市

278日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/3/25 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六科
１１８６

一般競争入札 有 155,206,800 143,640,000 92.55%

Ｈ２６春木川第二砂防堰
堤改築工事

山梨県南巨摩郡早川町 252日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/3/25 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町
遅沢２３４８

一般競争入札 有 94,273,200 91,800,000 97.38%

１６号八王子市中野地区
改良（その３）工事

東京都八王子市 355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

2015/3/26 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１
４－１６

一般競争入札 有 171,039,600 151,740,000 88.72%

２０号八王子市並木町
（２）電線共同溝路面復旧
工事

東京都八王子市 249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

2015/3/26 東京鋪装工業（株）
東京都千代田区外神田２
－４－４

一般競争入札 有 175,932,000 162,000,000 92.08%

Ｈ２７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 2015/3/26 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和区
岸町５－７－１１

一般競争入札 有 272,862,000 236,304,000 86.60%

Ｈ２６高沢川第五砂防堰
堤改築工事

群馬県沼田市 305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 2015/3/26 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７
５６－２

一般競争入札 有 138,067,200 122,040,000 88.39%

Ｈ２６多摩川南六郷高潮
堤防工事

東京都大田区 363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

2015/3/26 （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 216,410,400 196,020,000 90.58%
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久慈川下流管内維持修
繕工事

茨城県那珂市 340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

2015/3/26 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目
町５１７

一般競争入札 有 39,182,400 36,504,000 93.16%

国道６号上稲吉舗装修繕
工事

茨城県かすみがうら市 188日間
アスファルト舗
装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/3/26 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 58,168,800 53,244,000 91.53%

Ｈ２６横浜２４６号舗装補
修工事

神奈川県横浜市～神奈
川県横浜市青葉区

280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

2015/3/26 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 68,742,000 59,940,000 87.20%

臨海船着場整備（Ｈ２６）
工事

東京都江戸川区 340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 2015/3/26 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 298,976,400 266,112,000 89.01%

３５７号東京港トンネル大
井地区他改良舗装工事

東京都品川区 365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

2015/3/26 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 184,312,800 172,584,000 93.64%

Ｈ２７中部横断富沢南部
改良保全工事

山梨県南巨摩郡南部町 371日間 一般土木工事 甲府河川国道事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/3/26 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１－
２２

一般競争入札 有 133,304,400 129,600,000 97.22%

渚電線共同溝３工事 長野県松本市 311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

2015/3/26 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 225,342,000 205,200,000 91.06%

圏央道神崎成田地区排
水整備他工事

千葉県成田市～千葉県
香取郡神崎町

274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

2015/3/26 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

一般競争入札 有 228,571,200 201,960,000 88.36%

Ｈ２６釜無川岩岳沢谷止
工工事

長野県諏訪郡富士見町 249日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/3/26 松本土建（株）
長野県松本市島立６３５
－１

一般競争入札 有 115,905,600 109,080,000 94.11%

Ｈ２６稲又砂防堰堤改築
工事

山梨県南巨摩郡早川町 260日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/3/26 （株）八木沢興業
山梨県南巨摩郡身延町
上八木沢９８

一般競争入札 有 109,263,600 100,440,000 91.92%

Ｈ２７八王子南バイパス予
定地管理工事

東京都八王子市 370日間 一般土木工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2015/3/27 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 220,179,600 200,880,000 91.23%

Ｈ２７塚本地先築堤工事 千葉県銚子市 248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 2015/3/27 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 251,445,600 223,560,000 88.91%

田尻高谷改良その２３工
事

千葉県市川市 217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 2015/3/27 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

一般競争入札 有 248,335,200 222,480,000 89.59%

上武道路上細井改良その
６工事

群馬県前橋市 263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 2015/3/27 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 148,564,800 133,920,000 90.14%

Ｈ２６目吹河川防災ステー
ション整備工事

千葉県野田市 157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

2015/3/27 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３
０－６

一般競争入札 有 248,810,400 220,536,000 88.64%

中堤築堤（Ｈ２６）工事 東京都江戸川区 339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 2015/3/27 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３－
７－１

一般競争入札 有 2,013,843,600 1,824,120,000 90.58%

中部横断自動車道　大沢
橋下部２工事

長野県佐久市 364日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/3/27 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

一般競争入札 有 206,172,000 183,276,000 88.89%

Ｈ２７中部横断自動車道
敷地管理工事

長野県佐久市～長野県
南佐久郡佐久穂町

370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

2015/3/27 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

一般競争入札 有 104,446,800 92,556,000 88.62%

５０号小山地区路面補修
工事

栃木県小山市 187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

2015/3/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１
９－１１

一般競争入札 有 166,028,400 146,556,000 88.27%

Ｈ２６白河内工事用道路
法面処理（その２）工事

山梨県南巨摩郡早川町 270日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/3/27 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 78,192,000 69,012,000 88.26%

田尻高谷改良その２４工
事

千葉県市川市 214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 2015/3/30 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

一般競争入札 有 246,510,000 222,156,000 90.12%

田尻高谷遮音壁その１工
事

千葉県市川市 305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 2015/3/30 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

一般競争入札 有 279,925,200 252,180,000 90.09%

那珂川上流管内維持修
繕工事

栃木県芳賀郡茂木町 92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

2015/3/30 （株）野澤實業
栃木県宇都宮市瑞穂３－
７－９

一般競争入札 有 22,701,600 19,980,000 88.01%

国道５１号神宮橋補修工
事

茨城県潮来市 367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

2015/3/30 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１
１－１

一般競争入札 有 170,078,400 150,120,000 88.27%

国道５０号河和田高架橋
耐震補強工事

茨城県水戸市 367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

2015/3/30 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１
１－１

一般競争入札 有 191,073,600 183,600,000 96.09%

Ｈ２６田母沢上流砂防堰
堤改築（その２）工事

栃木県日光市 245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

2015/3/30 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２－
６

一般競争入札 有 73,915,200 67,392,000 91.17%

上武道路上細井改良その
５工事

群馬県前橋市 351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 2015/3/30 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 177,843,600 160,920,000 90.48%

上武道路上細井改良その
７工事

群馬県前橋市 336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 2015/3/30 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 155,001,600 140,184,000 90.44%



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
総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

上武道路日輪寺改良その
５工事

群馬県前橋市 260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 2015/3/30 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 281,707,200 250,452,000 88.91%

１６号相模原市中央区富
士見自転車道整備（その
２）工事

神奈川県相模原市中央
区

367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

2015/3/30 北川ヒューテック（株）
石川県金沢市神田１－１
３－１

一般競争入札 有 271,198,800 239,760,000 88.41%

１６号相模原市中央区清
新自転車道整備（その３）
工事

神奈川県相模原市中央
区

215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

2015/3/30 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１－
１２－８

一般競争入札 有 164,851,200 143,856,000 87.26%

圏央道環境整備その４工
事

千葉県木更津市～千葉
県市原市

245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

2015/3/30 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

一般競争入札 有 95,850,000 95,580,000 99.72%

Ｈ２６明和梅原地区下流
築堤工事

群馬県邑楽郡明和町 367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

2015/3/30 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 258,562,800 229,932,000 88.93%

圏央道西泉田地区改良そ
の３工事

茨城県猿島郡境町 270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

2015/3/30 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 285,325,200 260,280,000 91.22%

平成２６年度神根排水ポ
ンプ設備更新工事

埼玉県川口市 336日間 機械設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2015/3/30 （株）鶴見製作所
大阪府大阪市鶴見区鶴
見４－１６－４０

一般競争入札 有 66,614,400 63,720,000 95.65%

水戸環境整備工事 茨城県水戸市 333日間
アスファルト舗
装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/3/30 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１－
７－１

一般競争入札 有 91,767,600 82,836,000 90.27%

中部横断自動車道　臼田
橋上部工事

長野県佐久市 361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

2015/3/30 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝３
－１３－３

一般競争入札 有 361,108,800 325,274,400 90.08%

Ｈ２６大原間舗装工事 栃木県那須塩原市 214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

2015/3/30 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 186,170,400 164,160,000 88.18%

Ｈ２６雀宮電線共同溝工
事

栃木県宇都宮市 214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

2015/3/30 光洋建設（株） 栃木県小山市喜沢６８９ 一般競争入札 有 110,484,000 100,440,000 90.91%

新宿南口地区舗装工事 東京都新宿区 332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

2015/3/31 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１
４－１６

一般競争入札 有 264,373,200 244,728,000 92.57%

東品川電線共同溝その３
工事

東京都品川区 345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

2015/3/31 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１３
－２７

一般競争入札 有 123,573,600 116,640,000 94.39%

Ｈ２６国道１９号・２０号橋
梁補修他工事

長野県長野市～長野県
塩尻市

213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

2015/3/31 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 158,068,800 157,680,000 99.75%

Ｈ２６松本管内舗装修繕
工事

長野県松本市～長野県
安曇野市

183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

2015/3/31 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－１
－１７

一般競争入札 有 94,132,800 82,296,000 87.43%

Ｈ２６岡谷管内舗装修繕
工事

長野県岡谷市～長野県
諏訪市

213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

2015/3/31 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 155,584,800 136,728,000 87.88%

Ｈ２６高田歩道融雪設備
工事

長野県長野市 244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

2015/3/31 （株）北條組
長野県長野市大字村山３
４８－１

一般競争入札 有 134,481,600 123,120,000 91.55%

水郷大橋補修工事 千葉県香取市 262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

2015/3/31 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０
－１８

一般競争入札 有 98,571,600 97,632,000 99.05%

Ｈ２６明和江口地区築堤
工事

群馬県邑楽郡明和町 366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

2015/3/31 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町２
－１－１

一般競争入札 有 254,242,800 225,720,000 88.78%

千葉国道照明施設改修
工事

千葉県柏市～千葉県船
橋市

335日間 電気設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2015/3/31 東神電気工業（株）
東京都中央区銀座１－１
１－３

一般競争入札 有 81,734,400 81,000,000 99.10%

３５７号湾岸千葉地区照
明施設工事

千葉県千葉市中央区～
千葉県千葉市美浜区

335日間 電気設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2015/3/31 （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 140,432,400 123,660,000 88.06%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（そ
の８）工事

神奈川県横浜市 213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

2015/3/31 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 296,449,200 266,760,000 89.99%

山清路防災改良他工事 長野県東筑摩郡生坂村 335日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/3/31 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村５
５２３

一般競争入札 有 105,073,200 102,168,000 97.24%

中部横断自動車道　小海
千代里地区基盤整備４工
事

長野県南佐久郡小海町 244日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/3/31 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

一般競争入札 有 274,622,400 244,080,000 88.88%

中部横断自動車道　佐久
穂地区改良５工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

335日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/3/31 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－１
－１７

一般競争入札 有 267,721,200 237,330,000 88.65%

中部横断自動車道　佐久
町ＩＣ改良５工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

360日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/3/31 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 227,685,600 203,040,000 89.18%

中部横断自動車道　北沢
橋床版工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

360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

2015/3/31 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 251,478,000 227,880,000 90.62%

中部横断自動車道　宮の
入橋上部工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

360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

2015/3/31 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 一般競争入札 有 363,592,800 335,124,000 92.17%
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