
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

Ｈ２７県道林長野原線
１工区新設工事

群馬県吾妻郡長野原町 304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

2015/6/1 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 127,450,800 115,560,000 90.67%

国道１６号町田立体他
照明設備工事

東京都町田市 304日間 電気設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2015/6/1 向陽電気工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－５

一般競争入札 有 174,711,600 152,280,000 87.16%

Ｈ２６江戸川管内土砂
改良工事

埼玉県吉川市 ～ 千葉
県流山市

273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 2015/6/1 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 221,875,200 196,560,000 88.59%

Ｈ２６東京外環準備他
（その４）工事

東京都 121日間 一般土木工事 東京外かく環状国道事務
東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2015/6/1 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 233,096,400 210,600,000 90.35%

埼玉県警察学校道場
（１５）建築改修その
他工事

埼玉県さいたま市 165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

2015/6/1 吾妻工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区浅間町２－４７－１

一般競争入札 有 75,848,400 74,844,000 98.68%

埼玉県警察機動隊本館
（１５）建築改修その
他工事

埼玉県朝霞市 151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

2015/6/1 （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 67,057,200 61,560,000 91.80%

Ｈ２７横浜国道管内共
同溝補修工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県川崎市

242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

2015/6/1 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

一般競争入札 有 68,083,200 58,860,000 86.45%

１５号東神奈川地区他
電線共同溝補修工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横浜市

241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

2015/6/2 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

一般競争入札 有 166,255,200 150,120,000 90.29%

Ｈ２７・２８日立国道
管内緑地管理工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

637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

2015/6/2 （株）松風園
茨城県ひたちなか市長
砂６２５－２

一般競争入札 有 33,015,600 26,654,400 80.73%

国道１６号町田立体改
良（その１３）工事

東京都町田市 205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

2015/6/3 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 286,070,400 270,000,000 94.38%

国道１６号町田立体壁
高欄設置他（その２）
工事

東京都町田市 195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

2015/6/3 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 183,913,200 179,280,000 97.48%

向島労基署（１５）機
械設備工事

東京都 302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

2015/6/3 （株）柿本商会
石川県金沢市藤江南２
－２８

一般競争入札 有 49,226,400 47,952,000 97.41%

Ｈ２７渋川国道出張所
構内整備工事

群馬県渋川市 72日間 建築工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2015/6/3 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４
１３－１

一般競争入札 有 11,782,800 10,800,000 91.66%

Ｈ２６忍排水樋管整備
工事

千葉県銚子市 241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

2015/6/4 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 181,332,000 170,640,000 94.10%

Ｈ２６塚本地先築堤工
事

千葉県銚子市 179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

2015/6/4 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 93,819,600 81,864,000 87.26%

Ｈ２７町道林長野原線
室沢橋下部工事

群馬県吾妻郡長野原町 300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

2015/6/5 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 165,898,800 156,600,000 94.39%

Ｈ２７甲府交通安全対
策工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南アルプス市

200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

2015/6/8 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 85,557,600 77,306,400 90.36%

圏央道神崎成田地区環
境整備工事

千葉県香取郡神崎町 ～
千葉県成田市

296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

2015/6/9 阿部建設（株） 千葉県旭市ニ５２８ 一般競争入札 有 265,140,000 233,064,000 87.90%

向島労基署（１５）エ
レベーター設備工事

東京都 296日間 機械設備工事 東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2015/6/9
（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 14,913,600 13,909,632 93.27%

館林税務署（１５）建
築改修その他工事

群馬県館林市 189日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2015/6/9 小野里工業（株）
群馬県前橋市下小出町
１－１－１２

一般競争入札 有 58,795,200 48,060,000 81.74%

圏央道幸手地区側道改
良その１０工事

埼玉県幸手市 197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

2015/6/11 （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 289,159,200 253,800,000 87.77%

平成２７年度国道２９
８号歩道舗装改修工事

埼玉県川口市 294日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2015/6/11 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

一般競争入札 有 96,606,000 85,320,000 88.32%

Ｈ２７桐生出張所庁舎
他建築改修工事

群馬県桐生市 126日間 建築工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/6/11 （株）サンビック
群馬県前橋市元総社町
１５１－５

通常型指名競争入札 19,774,800 16,178,400 81.81%

Ｈ２７峡南交通安全対
策工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

196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

2015/6/12 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 83,829,600 75,038,400 89.51%

常陸河川国道（道路）
管内除草他工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県日立市

107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

2015/6/15 （株）木村工務店
茨城県石岡市若松１－
４－８

一般競争入札 有 21,772,800 19,548,000 89.78%

ＯＭ３期地区園路整備
他工事

長野県大町市 284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

2015/6/15 （株）信濃美植
長野県大町市平１２０
１

一般競争入札 有 70,675,200 62,640,000 88.63%

土浦税務署（１５）建
築改修その他工事

茨城県土浦市 183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

2015/6/15 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－
６－５

一般競争入札 有 113,292,000 109,080,000 96.28%

群馬県警察学校道場他
（１５）建築その他工
事

群馬県前橋市 259日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2015/6/15 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 502,092,000 469,800,000 93.57%

Ｈ２７法師大橋他橋梁
補修工事

群馬県利根郡みなかみ
町

192日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2015/6/16 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 113,896,800 102,924,000 90.37%

Ｈ２７圏央道桶川白岡
地区環境整備工事

埼玉県桶川市 ～ 埼玉
県南埼玉郡白岡町

288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

2015/6/17 （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 109,965,600 101,520,000 92.32%

国道４号杉戸地区他改
良工事

埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県北葛飾郡杉戸町

257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

2015/6/17 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

一般競争入札 有 264,222,000 235,440,000 89.11%
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国道４号幸手地区改良
その３工事

埼玉県幸手市 257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

2015/6/17 常盤工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３８

一般競争入札 有 234,262,800 209,520,000 89.44%

諏訪税務署（１５）建
築改修その他工事

長野県諏訪市 163日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2015/6/17 （株）三六組
長野県飯田市本町４－
７－２

一般競争入札 有 94,996,800 91,800,000 96.63%

群馬県警察学校道場他
（１５）電気設備工事

群馬県前橋市 257日間 電気設備工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2015/6/17 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町
２８５

一般競争入札 有 53,406,000 50,976,000 95.45%

Ｈ２７渡良瀬川管内光
ファイバーケーブル設
備維持工事

群馬県桐生市 ～ 栃木
県足利市

288日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/6/17
日本フィールド・エン
ジニアリング（株）

東京都品川区西五反田
１－１４－８

一般競争入札 有 36,104,400 34,020,000 94.23%

Ｈ２７常陸海浜公園非
常用電源設備工事

茨城県ひたちなか市 225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

2015/6/18 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

一般競争入札 有 33,156,000 29,160,000 87.95%

Ｈ２７常陸海浜公園光
ケーブル敷設工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県水戸市

225日間 通信設備工事 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

2015/6/18
和興エンジニアリング
（株）

東京都大田区平和島４
－１－２３

一般競争入札 有 50,479,200 45,900,000 90.93%

国道１６号町田立体舗
装（その２）工事

東京都町田市 286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

2015/6/19 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 216,691,200 196,020,000 90.46%

警視庁警察学校渡り廊
下（１５）建築改修そ
の他工事

東京都府中市 182日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/6/19 三幸建設工業（株）
東京都中央区築地４－
６－５

一般競争入札 有 69,984,000 69,660,000 99.54%

Ｈ２７国道１７号上尾
道路（２）その他電線
共同溝工事

埼玉県上尾市 ～ 埼玉
県さいたま市

277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

2015/6/22 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１
３－２７

一般競争入札 有 170,046,000 147,528,000 86.76%

Ｈ２７国道１７号上尾
道路（２）電線共同溝
工事

埼玉県上尾市 277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

2015/6/22 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 180,003,600 157,788,000 87.66%

Ｈ２７国道１６号川越
（２）電線共同溝その
２工事

埼玉県川越市 277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

2015/6/22
北川ヒューテック
（株）

石川県金沢市神田１－
１３－１

一般競争入札 有 201,312,000 175,824,000 87.34%

Ｈ２７・２８Ｒ１７浦
和緑地管理工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県戸田市

616日間 造園工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2015/6/23 （株）八廣園
埼玉県川口市西立野１
８７

一般競争入札 有 62,110,800 61,884,000 99.63%

国道１６号町田立体舗
装（その１）工事

東京都町田市 282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

2015/6/23 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 227,556,000 204,120,000 89.70%

会計検査院安中宿舎外
１件（１５）建築改修
その他工事

群馬県安中市 ～ 群馬
県藤岡市

129日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2015/6/23 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 31,136,400 28,674,000 92.09%

国道６号旭高架橋下部
補修その２工事

茨城県日立市 275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

2015/6/24 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 155,066,400 136,296,000 87.90%

Ｈ２６多摩川殿町高潮
堤防工事

神奈川県川崎市 250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

2015/6/24 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 276,112,800 252,180,000 91.33%

東京外環中央ＪＣＴ北
側Ａランプシールド工
事

東京都三鷹市 860日間 一般土木工事 東京外かく環状国道事務
東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2015/6/24

東京外環中央ＪＣＴ北
側Ａランプシールド工
事清水・竹中土木特定
建設工事共

東京都中央区京橋２－
１６－１－１０

一般競争入札 有 17,188,653,600 15,411,600,000 89.66%

東京外環中央ＪＣＴ北
側Ｈランプシールド工
事

東京都三鷹市 860日間 一般土木工事 東京外かく環状国道事務
東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2015/6/24

東京外環中央ＪＣＴ北
側Ｈランプシールド工
事清水・竹中土木特定
建設工事共

東京都中央区京橋二丁
目１６番１－１０
号

一般競争入札 有 11,026,800,000 9,903,600,000 89.81%

Ｈ２７山中湖自転車歩
行者道設置その６工事

山梨県南都留郡山中湖
村

281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

2015/6/24 （株）大森工務所
山梨県富士吉田市とき
わ台１－４－５

一般競争入札 有 117,914,400 115,560,000 98.00%

Ｈ２７管内橋梁補修そ
の１工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県北杜市

250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

2015/6/24 小林建設（株）
山梨県南アルプス市有
野２７２４

一般競争入札 有 73,526,400 71,820,000 97.68%

八幡海岸（その３）電
線共同溝工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県市原市

159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

2015/6/24 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 196,786,800 170,640,000 86.71%

Ｈ２７大月バイパス排
水路設置他工事

山梨県大月市 267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

2015/6/25 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 157,982,400 140,400,000 88.87%

群馬県警察学校道場他
（１５）機械設備工事

群馬県前橋市 249日間
暖冷房衛生設
備工事

長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2015/6/25 コーエィ（株）
群馬県前橋市上小出町
１－９－１２

一般競争入札 有 38,955,600 34,452,000 88.44%

職業リハビリテーショ
ンセンター（１５）建
築改修その他工事

埼玉県所沢市 248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

2015/6/26
（株）イズミ・コンス
トラクション

東京都中央区日本橋小
網町１－５

一般競争入札 有 333,720,000 327,240,000 98.06%

北品川電線共同溝工事 東京都 255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

2015/6/29 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 128,120,400 110,160,000 85.98%

Ｈ２７宮ヶ瀬ダム堆積
土砂搬出工事

神奈川県相模原市 ～
神奈川県愛甲郡清川村

123日間 一般土木工事 相模川水系広域ダム管理
神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2015/6/29 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 78,548,400 71,280,000 90.75%

国道６号土浦ＢＰ上高
津高架橋上部（２）工
事

茨城県土浦市 519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

2015/6/30
（株）横河住金ブリッ
ジ

千葉県船橋市山野町２
７

一般競争入札 有 482,868,000 426,816,000 88.39%

国道２５４号東池袋
（２）ほか電線共同溝
歩道復旧その３工事

東京都 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

2015/6/30 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 237,178,800 213,408,000 89.98%
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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
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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

Ｈ２７国道１６号入間
地区舗装工事

埼玉県入間市 269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

2015/6/30 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－
３－７

一般競争入札 有 127,558,800 111,024,000 87.04%

Ｈ２７鶴見川末広町河
道掘削工事

神奈川県横浜市 241日間
河川しゅんせ
つ工事

京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/6/30 あおみ建設（株）
東京都港区海岸３－１
８－２１

一般競争入札 有 283,262,400 251,100,000 88.65%

Ｈ２７東京国道管内道
路照明灯設置工事

東京都 244日間 電気設備工事 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

2015/6/30 宝生工業（株）
東京都中央区日本橋蛎
殻町１－３２－９

一般競争入札 有 159,472,800 142,020,000 89.06%

Ｈ２７品川管内道路照
明灯設置工事

東京都 244日間 電気設備工事 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

2015/6/30 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２
６－１７

一般競争入札 有 288,090,000 278,640,000 96.72%


