
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
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契約の相手方の
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の実施
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Ｈ２７久慈川上流管内
維持管理（その３）工
事

茨城県常陸太田市 ～
茨城県那珂市

335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

2015/5/1 増子建設（株）
茨城県常陸大宮市南町
２６７

一般競争入札 有 90,828,000 86,400,000 95.12%

Ｈ２７土浦管内中岸河
川維持補修工事

茨城県かすみがうら市
～ 茨城県土浦市

335日間 維持修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/5/1 （株）伊藤建設
茨城県稲敷郡美浦村谷
中１４番地

一般競争入札 有 59,583,600 51,840,000 87.00%

平成２７年度那珂導水
路管内維持工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県東茨城郡茨城町

335日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2015/5/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１
１９９

一般競争入札 有 20,098,800 19,224,000 95.65%

Ｈ２７・２８千葉・木
更津管内緑地管理工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県木更津市

669日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2015/5/1 千葉造園土木（株）
千葉県千葉市稲毛区黒
砂台２－１２－７

一般競争入札 有 63,774,000 55,728,000 87.38%

Ｈ２７構内緑地管理工
事

千葉県松戸市 273日間 造園工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2015/5/1 （株）石芳園
千葉県市川市堀之内５
－３－１

一般競争入札 有 9,752,400 7,776,000 79.73%

Ｈ２７水府青柳歩道橋
製作工事

茨城県水戸市 323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

2015/5/7 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

一般競争入札 有 75,243,600 68,688,000 91.29%

Ｈ２７金花山１号橋下
部工事

群馬県吾妻郡長野原町 329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

2015/5/7 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

一般競争入札 有 247,914,000 235,440,000 94.97%

古間改良３他工事 長野県上水内郡信濃町 207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

2015/5/7 （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 287,388,000 262,872,000 91.47%

ＨＨ・ＯＭ林地管理他
工事

長野県安曇野市 ～ 長
野県大町市

253日間 造園工事 国営アルプスあづみの公
長野県安曇野市穂高牧
149-12

2015/5/7 （株）信州グリーン
長野県松本市大字島立
７１３

一般競争入札 有 88,581,600 81,842,400 92.39%

Ｈ２７渡良瀬川足尾地
区砂防整備工事

栃木県日光市 222日間 法面処理工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/5/7 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 56,052,000 50,652,000 90.37%

横須賀港湾合同庁舎
（１５）建築改修その
他工事

神奈川県横須賀市 146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

2015/5/7 堀建設（株）
神奈川県横須賀市金谷
３－４－５

一般競争入札 有 27,572,400 27,108,000 98.32%

Ｈ２７小塚山他植栽工
事

千葉県市川市 ～ 東京
都江戸川区

309日間 造園工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/5/11 千葉造園土木（株）
千葉県千葉市稲毛区黒
砂台２－１２－７

一般競争入札 有 83,300,400 70,092,000 84.14%

Ｈ２７・２８岩瀬国道
管内緑地管理工事

茨城県結城市 ～ 茨城
県筑西市

658日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/5/12 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

一般競争入札 有 48,751,200 43,200,000 88.61%

Ｈ２７・２８鹿嶋国道
管内緑地管理工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県潮来市

658日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/5/12 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

一般競争入札 有 41,709,600 35,640,000 85.45%

気象研究所（１５）電
気設備改修その他工事

茨城県つくば市 261日間 電気設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2015/5/13 （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 435,996,000 399,600,000 91.65%

Ｈ２７荒川河口橋補修
その１工事

東京都江東区 323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

2015/5/13 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 279,903,600 261,360,000 93.38%

Ｈ２６荒川河口橋補修
その３工事

東京都江戸川区 323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

2015/5/13 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 275,043,600 263,412,000 95.77%

上武道路日輪寺関根改
良工事

群馬県前橋市 291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 2015/5/14 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 196,786,800 192,240,000 97.69%

新三国トンネル改良そ
の３工事

新潟県南魚沼郡湯沢町 215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 2015/5/14 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 193,406,400 173,880,000 89.90%

鬼怒川橋外橋梁補修工
事

栃木県宇都宮市 225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

2015/5/14 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 96,184,800 96,120,000 99.93%

Ｈ２６荒川西区西遊馬
中築堤工事

埼玉県さいたま市 214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

2015/5/15 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 275,346,000 241,812,000 87.82%

Ｈ２７川原湯地区代替
地他整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 321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

2015/5/15 美才治・清水（共）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－９
７

一般競争入札 有 230,169,600 216,000,000 93.84%

Ｈ２７上期江戸川管内
光ケーブル維持工事

埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県北葛飾郡杉戸町

138日間 通信設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/5/15 東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３
－１９－２

一般競争入札 有 13,057,200 11,826,000 90.57%

上武道路田口改良その
２工事

群馬県前橋市 214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 2015/5/15 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 169,236,000 153,144,000 90.49%

圏央道環境整備その５
工事

千葉県市原市 ～ 千葉
県香取郡多古町

318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

2015/5/18 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 211,194,000 200,880,000 95.12%

Ｈ２７管内改築区間改
良（その２）工事

神奈川県高座郡寒川町
～ 神奈川県厚木市

317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

2015/5/19 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 213,904,800 190,080,000 88.86%

Ｈ２７管内改築区間管
理（その２）工事

神奈川県高座郡寒川町
～ 神奈川県厚木市

317日間 造園工事 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

2015/5/19 藤造園建設（株）
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢中町６番７号

一般競争入札 有 54,021,600 46,720,800 86.49%

国道５１号潮来ＢＰ跨
道橋下部他工事

茨城県潮来市 219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

2015/5/20 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 236,120,400 212,760,000 90.11%

Ｈ２６玉川高架橋補修
工事

東京都世田谷区 254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

2015/5/20 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 162,183,600 153,360,000 94.56%

下妻法務総合（１５）
建築改修その他工事

茨城県下妻市 148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

2015/5/20 （株）飯塚工務店
茨城県土浦市荒川沖５
００－３

一般競争入札 有 42,649,200 42,519,600 99.70%

Ｈ２７管内改築区間改
良（その１）工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県藤沢市

316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

2015/5/20 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 201,592,800 181,980,000 90.27%

東関道当間靱負線跨道
橋下部工事

茨城県鉾田市 315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

2015/5/21 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 187,034,400 172,800,000 92.39%
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Ｈ２６鬼怒川ダム連携
施設ゲート修繕工事

栃木県日光市 132日間 機械設備工事 鬼怒川ダム統合管理事務
栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2015/5/21 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町
御薗宇６４００－３

一般競争入札 有 30,358,800 29,160,000 96.05%

横浜湘南道路藤沢オン
ランプ橋下部他改良工
事

神奈川県藤沢市 302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

2015/5/21 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

一般競争入札 有 265,010,400 236,844,000 89.37%

Ｈ２６明和梅原地区上
流築堤工事

群馬県邑楽郡明和町 217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

2015/5/22 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４番地

一般競争入札 有 204,714,000 180,360,000 88.10%

東関道潮来鉾田環境整
備（１）工事

茨城県潮来市 ～ 茨城
県行方市

314日間 維持修繕工事 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

2015/5/22 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 120,981,600 105,840,000 87.48%

Ｈ２７つくば阿見外環
境整備工事

茨城県牛久市 ～ 茨城
県土浦市

314日間 維持修繕工事 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

2015/5/22 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 117,180,000 102,924,000 87.83%

横須賀港湾合同庁舎
（１５）電気設備改修
その他工事

神奈川県横須賀市 217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

2015/5/22 高野電気工業（株）
東京都葛飾区奥戸６－
１１－２

一般競争入札 有 42,822,000 32,210,814 75.22%

Ｈ２７管内改築区間管
理（その１）工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県藤沢市

314日間 造園工事 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

2015/5/22 （株）田口園芸
神奈川県相模原市横山
台２－１３－１６

一般競争入札 有 85,395,600 75,060,000 87.90%

新芝川排水機場樋管耐
震対策（Ｈ２６）工事

埼玉県川口市 249日間 維持修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2015/5/25 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ケ谷戸４８９番地

一般競争入札 有 71,992,800 71,280,000 99.01%

中部横断自動車道　佐
久穂千代里地区基盤整
備２工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

189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

2015/5/25 （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 223,603,200 196,776,000 88.00%

３５７号東京港トンネ
ル坑内舗装工事

東京都品川区 311日間
セメント・コ
ンクリート舗
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

2015/5/25 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 298,566,000 261,900,000 87.72%

Ｈ２７関守左岸護岸他
整備工事

群馬県みどり市 ～ 群
馬県桐生市

204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

2015/5/25 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 113,421,600 98,820,000 87.13%

Ｈ２７相模川鹿見堂排
水樋管改築工事

神奈川県平塚市 365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

2015/5/26 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 439,916,400 399,060,000 90.71%

Ｈ２７・２８代々木緑
地管理工事

東京都特別区 674日間 造園工事 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

2015/5/27 （株）昭和造園
東京都杉並区和泉４－
４２－３３

一般競争入札 有 153,792,000 131,976,000 85.81%

Ｈ２７・２８横浜国道
東地区緑地管理工事

神奈川県横浜市 659日間 造園工事 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

2015/5/28 横浜植木（株）
神奈川県横浜市南区唐
沢１５

一般競争入札 有 145,519,200 120,744,000 82.97%

３５７号東京港トンネ
ル臨海副都心地区舗装
工事

東京都江東区 ～ 東京
都品川区

307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

2015/5/29 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 262,872,000 231,012,000 87.88%

Ｈ２６大谷川（関ノ沢
地区）護岸工事

栃木県日光市 201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

2015/5/29 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

一般競争入札 有 109,630,800 95,796,000 87.38%


	競争（工事）

