
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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ＨＨ・ＯＭ３期地区管理棟
建築他工事

長野県安曇野市 ～ 長野
県大町市

152日間 木造建築工事
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

2015/4/1 （株）アスピア
長野県松本市宮渕１－３
－３０

一般競争入札 有 92,761,200 86,616,000 93.38%

Ｈ２７久慈川下流管内維
持管理（その１）工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
那珂郡東海村

365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

2015/4/1 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３－
６－７

一般競争入札 有 50,468,400 47,736,000 94.59%

Ｈ２７久慈川下流管内維
持管理（その２）工事

茨城県常陸太田市 365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

2015/4/1 常陸建設（株）
茨城県常陸太田市三才
町６２０

一般競争入札 有 38,026,800 36,720,000 96.56%

Ｈ２７久慈川上流管内維
持管理（その２）工事

茨城県常陸太田市 365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

2015/4/1 （株）井坂組
茨城県常陸太田市大里
町３９７４

一般競争入札 有 40,003,200 38,772,000 96.92%

Ｈ２７水戸管内維持管理
（その１）工事

茨城県ひたちなか市 ～
茨城県東茨城郡大洗町

365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

2015/4/1 （株）鶴田組
茨城県那珂市菅谷４４５８
－７３

一般競争入札 有 47,185,200 44,820,000 94.99%

Ｈ２７水戸管内維持管理
（その２）工事

茨城県水戸市 365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

2015/4/1 （株）秋山工務店
茨城県水戸市渡里町１１
９９

一般競争入札 有 65,350,800 61,452,000 94.03%

Ｈ２７那珂管内維持管理
（その１）工事

茨城県水戸市 ～ 茨城県
那珂市

365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

2015/4/1 （株）瀧工務店
茨城県常陸大宮市富岡１
９１

一般競争入札 有 62,143,200 60,480,000 97.32%

Ｈ２７那珂管内維持管理
（その２）工事

茨城県常陸大宮市 ～ 茨
城県東茨城郡城里町

365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

2015/4/1 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井１
４５－６

一般競争入札 有 50,738,400 49,464,000 97.49%

Ｈ２７那珂川上流管内維
持管理工事

栃木県芳賀郡茂木町 ～
栃木県那須烏山市

365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

2015/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２－
６

一般競争入札 有 66,927,600 60,393,600 90.24%

Ｈ２７・２８日立国道維持
工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
高萩市

730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

2015/4/1 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１－
１１－３１

一般競争入札 有 264,351,600 259,200,000 98.05%

Ｈ２７・２８岩瀬国道維持
工事

茨城県笠間市 ～ 茨城県
桜川市

730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

2015/4/1 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 一般競争入札 有 199,346,400 195,480,000 98.06%

Ｈ２７・２８鹿嶋国道維持
工事

茨城県鹿嶋市 ～ 茨城県
潮来市

730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

2015/4/1 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３１
１－１

一般競争入札 有 227,664,000 226,800,000 99.62%

Ｈ２７岩淵管内左岸維持
管理工事

東京都足立区 365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 2015/4/1 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区東
浦和１－２１－３

一般競争入札 有 107,978,400 92,880,000 86.02%

Ｈ２７岩淵管内右岸維持
管理工事

東京都北区 365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 2015/4/1 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区東
浦和１－２１－３

一般競争入札 有 123,390,000 106,272,000 86.13%

Ｈ２７小名木川管内左岸
維持管理工事

東京都江戸川区 365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 2015/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 58,428,000 55,080,000 94.27%

Ｈ２７小名木川管内右岸
維持管理工事

東京都江東区 365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 2015/4/1 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 68,050,800 66,096,000 97.13%

Ｈ２７・２８代々木維持工
事

東京都特別区 730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

2015/4/1 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 307,314,000 302,400,000 98.40%

Ｈ２７・２８万世橋維持工
事

東京都特別区 730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

2015/4/1 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 261,640,800 259,200,000 99.07%

Ｈ２７・２８碓氷維持工事
群馬県安中市 ～ 群馬県
高崎市

730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 2015/4/1 神戸・タルヤ（共）
群馬県甘楽郡下仁田町
大字中小坂３１０６

一般競争入札 有 296,503,200 292,680,000 98.71%

Ｈ２７・２８桐生維持工事
群馬県伊勢崎市 ～ 群馬
県太田市

730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 2015/4/1 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 204,022,800 201,960,000 98.99%

Ｈ２７八斗島河川維持（そ
の１）工事

埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
本庄市

365日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１－
５－７

一般競争入札 有 106,617,600 92,642,400 86.89%

Ｈ２７－Ｈ２８八斗島河川
維持（その２）工事

群馬県伊勢崎市 ～ 群馬
県太田市

730日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２－
１０－６

一般競争入札 有 117,115,200 102,924,000 87.88%

Ｈ２７・２８信州新町維持
工事

長野県長野市 ～ 長野県
大町市

730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

2015/4/1 （株）小池組
長野県長野市信州新町
里穂刈４－１

一般競争入札 有 198,234,000 196,560,000 99.16%

Ｈ２７・２８上田維持工事
長野県上田市 ～ 長野県
小諸市

730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

2015/4/1 （株）木下組
長野県佐久市中込３０８
－５

一般競争入札 有 239,241,600 232,200,000 97.06%

Ｈ２７・２８岡谷維持工事
長野県岡谷市 ～ 長野県
諏訪市

730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

2015/4/1 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 198,892,800 192,240,000 96.66%

Ｈ２７松本維持工事
長野県安曇野市 ～ 長野
県松本市

365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

2015/4/1 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６ 一般競争入札 有 139,622,400 121,932,000 87.33%

Ｈ２７あづみの公園維持
工事

長野県安曇野市 ～ 長野
県大町市

365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

2015/4/1 林業笠原造園（株）
長野県長野市三輪１０－
１５－７

一般競争入札 有 65,361,600 57,132,000 87.41%

Ｈ２７樹林地管理他工事 茨城県ひたちなか市 365日間 造園工事
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

2015/4/1 不二造園土木（株）
茨城県土浦市佐野子６５
５

一般競争入札 有 76,053,600 67,392,000 88.61%

Ｈ２７藤原ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町 365日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2015/4/1 須田建設（株）
群馬県利根郡みなかみ町
湯原４５

一般競争入札 有 20,952,000 20,520,000 97.94%

Ｈ２７相俣ダム維持工事 群馬県利根郡みなかみ町 365日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2015/4/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 17,820,000 17,712,000 99.39%

Ｈ２７薗原ダム維持工事 群馬県沼田市 365日間 維持修繕工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2015/4/1 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１７
５６－２

一般競争入札 有 27,842,400 27,000,000 96.97%

Ｈ２７潮来管内左岸河川
維持工事

茨城県潮来市 365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 2015/4/1 （株）沼田工務店 茨城県鉾田市札１４６－１ 一般競争入札 有 57,682,800 54,540,000 94.55%

Ｈ２７・２８国分寺管内維
持工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県小山市

730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

2015/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 288,543,600 286,200,000 99.19%

Ｈ２７・２８国分寺・小山管
内清掃作業

栃木県宇都宮市 ～ 栃木
県小山市

730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

2015/4/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 89,294,400 88,560,000 99.18%

Ｈ２７・２８矢板管内清掃
作業

栃木県矢板市 ～ 栃木県
さくら市

730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

2015/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２－
６

一般競争入札 有 29,386,800 28,620,000 97.39%
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Ｈ２７荒川上流光ケーブル
維持工事

埼玉県川越市 365日間 通信設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/4/1 （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 51,494,400 49,248,000 95.64%

Ｈ２７・２８・２９大宮維持工
事

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県川越市

1095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

2015/4/1 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１
９－１１

一般競争入札 有 287,312,400 286,200,000 99.61%

Ｈ２７・２８熊谷維持工事
埼玉県熊谷市 ～ 埼玉県
深谷市

730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

2015/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 212,317,200 210,600,000 99.19%

平成２７・２８年度国道２９
８号維持工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県川口市

730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

2015/4/1 （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 336,582,000 300,240,000 89.20%

Ｈ２７・２８安食管内維持
工事

千葉県成田市 ～ 千葉県
印旛郡栄町

730日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2015/4/1 栄産業（株） 千葉県印西市泉８１ 一般競争入札 有 144,201,600 131,868,000 91.45%

Ｈ２７・２８金江津管内維
持工事

茨城県稲敷郡河内町 730日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2015/4/1 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５０
－１８

一般競争入札 有 103,852,800 99,360,000 95.67%

Ｈ２７・２８小見川管内維
持工事

千葉県香取市 ～ 千葉県
香取郡東庄町

730日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2015/4/1 ユタカ建設（株） 千葉県香取市佐原イ７６１ 一般競争入札 有 133,563,600 130,356,000 97.60%

Ｈ２７・２８銚子管内維持
工事

茨城県神栖市 ～ 千葉県
銚子市

730日間 維持修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2015/4/1 大勝建設（株） 茨城県神栖市波崎８８５０ 一般競争入札 有 83,646,000 79,920,000 95.55%

Ｈ２７貯水池周辺維持工
事

神奈川県相模原市緑区
～ 神奈川県愛甲郡清川
村

365日間 維持修繕工事
相模川水系広域ダム管理
事務所

神奈川県相模原市緑区
青山字南山2145-50

2015/4/1 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 97,210,800 97,200,000 99.99%

Ｈ２７多摩川下流維持管
理工事

東京都特別区 ～ 神奈川
県川崎市

365日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 99,057,600 96,120,000 97.03%

Ｈ２７多摩川中流維持管
理工事

東京都稲城市 365日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 98,258,400 92,880,000 94.53%

Ｈ２７多摩川上流維持管
理工事

東京都福生市 365日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２
－５

一般競争入札 有 94,068,000 85,320,000 90.70%

Ｈ２７鶴見川維持管理工
事

神奈川県横浜市 365日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/4/1 スバル興業（株）
東京都千代田区有楽町１
－１０－１

一般競争入札 有 86,853,600 85,320,000 98.23%

Ｈ２７相模川維持管理工
事

神奈川県平塚市 365日間 維持修繕工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/4/1 （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 51,796,800 47,422,800 91.56%

Ｈ２７江戸川上流河川維
持（その１）工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
埼玉県幸手市

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井９
５７－１

一般競争入札 有 125,128,800 113,400,000 90.63%

Ｈ２７江戸川上流河川維
持（その２）工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町
～ 埼玉県春日部市

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３３
０－６

一般競争入札 有 130,312,800 116,100,000 89.09%

Ｈ２７運河河川維持工事
千葉県野田市 ～ 千葉県
流山市

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３９
７

一般競争入札 有 104,803,200 92,664,000 88.42%

Ｈ２７江戸川河口河川維
持工事

千葉県市川市 ～ 東京都
江戸川区

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 85,579,200 78,840,000 92.13%

Ｈ２７松戸河川維持工事
千葉県流山市 ～ 千葉県
松戸市

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－６
－９

一般競争入札 有 112,222,800 98,064,000 87.38%

Ｈ２７中川河川維持工事
埼玉県吉川市 ～ 埼玉県
越谷市

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区東
浦和１－２１－３

一般競争入札 有 80,578,800 72,360,000 89.80%

Ｈ２７中川下流河川維持
工事

埼玉県八潮市 ～ 東京都
足立区

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 （株）ケイミックス
東京都港区虎ノ門２－２
－５

一般競争入札 有 65,653,200 57,132,000 87.02%

Ｈ２７三郷吉川河川維持
工事

埼玉県吉川市 ～ 埼玉県
三郷市

365日間 維持修繕工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/4/1 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 156,103,200 138,240,000 88.56%

Ｈ２７・２８・２９横浜国道管
内照明施設維持工事

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

1095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

2015/4/1 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６
－１７

一般競争入札 有 267,883,200 265,680,000 99.18%

Ｈ２７富士川上流維持工
事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県中央市

365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

2015/4/1 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町上野２６３９－１

一般競争入札 有 65,998,800 65,340,000 99.00%

Ｈ２７富士川上流維持第２
工事

山梨県甲斐市 ～ 山梨県
南アルプス市

365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

2015/4/1 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７－
１

一般競争入札 有 64,130,400 62,640,000 97.68%

Ｈ２７富士川中流維持工
事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

365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

2015/4/1 （株）高山工業所
山梨県南巨摩郡身延町
相又４９７－１

一般競争入札 有 68,709,600 66,420,000 96.67%

Ｈ２７富士川下流維持工
事

静岡県富士宮市 ～ 静岡
県富士市

365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

2015/4/1 （株）西尾組
静岡県富士市入山瀬２－
２－６

一般競争入札 有 55,598,400 54,432,000 97.90%

Ｈ２７笛吹川維持工事
山梨県笛吹市 ～ 山梨県
中央市

365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

2015/4/1 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－１
１－２２

一般競争入札 有 78,494,400 76,680,000 97.69%

Ｈ２７－Ｈ２８川俣河川維
持（その１）工事

埼玉県行田市 ～ 埼玉県
羽生市

730日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 147,150,000 130,680,000 88.81%

Ｈ２７川俣河川維持（その
２）工事

群馬県邑楽郡千代田町
～ 群馬県邑楽郡明和町

365日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 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 246,520,800 224,640,000 91.12%

Ｈ２７大利根河川維持（そ
の１）工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉県
久喜市

365日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 161,460,000 142,560,000 88.29%

Ｈ２７目吹河川維持（その
２）工事

茨城県坂東市 ～ 茨城県
守谷市

365日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４３２
－２

一般競争入札 有 92,340,000 81,648,000 88.42%

Ｈ２７藤岡河川維持（その
１）工事

栃木県栃木市 ～ 栃木県
小山市

365日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

一般競争入札 有 59,864,400 52,056,000 86.96%

Ｈ２７古河河川維持（その
１）工事

茨城県古河市 ～ 茨城県
猿島郡境町

365日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/1 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３１
８－１

一般競争入札 有 103,258,800 91,260,000 88.38%

Ｈ２７西浦和管内左岸維
持管理工事

埼玉県さいたま市 365日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/4/1 （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 235,537,200 208,440,000 88.50%

Ｈ２７西浦和管内右岸維
持管理工事

埼玉県さいたま市 365日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/4/1 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１－
３－３４

一般競争入札 有 162,464,400 144,720,000 89.08%
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Ｈ２７越辺川管内維持管
理工事

埼玉県東松山市 365日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/4/1 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 163,166,400 145,800,000 89.36%

Ｈ２７入間川管内維持管
理工事

埼玉県川越市 365日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/4/1 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７０５
－２

一般競争入札 有 109,404,000 108,000,000 98.72%

Ｈ２７熊谷管内上流維持
管理工事

埼玉県熊谷市 365日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/4/1 （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 111,801,600 96,984,000 86.75%

Ｈ２７熊谷管内下流維持
管理工事

埼玉県熊谷市 365日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/4/1 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 125,733,600 110,484,000 87.87%

Ｈ２７・２８氏家管内維持
管理工事

栃木県宇都宮市 730日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2015/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２－
６

一般競争入札 有 146,685,600 128,088,000 87.32%

Ｈ２７・２８石井管内維持
管理工事

栃木県宇都宮市 730日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2015/4/1 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２－
６

一般競争入札 有 157,312,800 137,916,000 87.67%

Ｈ２７・２８水海道管内維
持管理工事

茨城県常総市 730日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2015/4/1 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市長
渡呂２５２

一般競争入札 有 165,553,200 155,520,000 93.94%

Ｈ２７・２８藤代管内維持
管理工事

茨城県取手市 730日間 維持修繕工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2015/4/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 167,270,400 165,240,000 98.79%

Ｈ２７土浦管内右岸河川
維持工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
土浦市

365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 2015/4/1 天海建設（株）
茨城県稲敷市桑山７３３
－１

一般競争入札 有 64,065,600 60,372,000 94.23%

Ｈ２７潮来管内右岸河川
維持工事

茨城県潮来市 ～ 千葉県
香取市

365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 2015/4/1 （株）茂木工務店 茨城県潮来市辻６６－３ 一般競争入札 有 69,044,400 68,040,000 98.55%

Ｈ２７麻生管内河川維持
工事

茨城県行方市 ～ 茨城県
小美玉市

365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 2015/4/1 軍司建設（株）
茨城県潮来市水原４７６
－７

一般競争入札 有 63,136,800 57,888,000 91.69%

Ｈ２７波崎管内河川維持
工事

茨城県神栖市 ～ 千葉県
香取市

365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 2015/4/1 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１
－１

一般競争入札 有 77,932,800 76,680,000 98.39%

Ｈ２７鉾田管内左岸河川
維持工事

茨城県鉾田市 ～ 茨城県
鹿嶋市

365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 2015/4/1 藤枝建設（株） 茨城県鉾田市札６７０－４ 一般競争入札 有 64,616,400 60,480,000 93.60%

Ｈ２７鉾田管内右岸河川
維持工事

茨城県行方市 ～ 茨城県
鉾田市

365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 2015/4/1 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３
－１

一般競争入札 有 59,875,200 55,404,000 92.53%

Ｈ２７桐生管内維持管理
工事

群馬県桐生市 ～ 群馬県
太田市

365日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/4/1 坂本建設（株）
群馬県桐生市広沢町４－
２０３５－１

一般競争入札 有 91,206,000 76,680,000 84.07%

Ｈ２７足利管内左岸維持
管理工事

栃木県足利市 365日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/4/1 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 97,729,200 84,240,000 86.20%

Ｈ２７足利管内右岸維持
管理工事

栃木県足利市 ～ 群馬県
太田市

365日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/4/1 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８９
２－１

一般競争入札 有 95,450,400 83,558,520 87.54%

Ｈ２７佐野河川管内右岸
維持管理工事

群馬県館林市 ～ 群馬県
邑楽郡板倉町

365日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/4/1 潮田建設（株）
栃木県小山市駅東通り２
－３９－１１

一般競争入札 有 122,104,800 104,274,000 85.40%

平成２７年度烏・神流川維
持工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
藤岡市

365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 2015/4/1 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０－
３３

一般競争入札 有 111,175,200 99,360,000 89.37%

Ｈ２７・２８代々木道路清
掃作業

東京都特別区 730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

2015/4/1
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７
－４

一般競争入札 有 177,314,400 174,960,000 98.67%

Ｈ２７・２８万世橋道路清
掃作業

東京都特別区 730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

2015/4/1
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 117,363,600 116,640,000 99.38%

Ｈ２７・２８　２０号道路維
持工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市緑区

730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

2015/4/1 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－１
４－１６

一般競争入札 有 226,886,400 198,536,400 87.50%

Ｈ２７・２８千葉維持工事
千葉県千葉市 ～ 千葉県
市原市

730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

2015/4/1 （株）ニューテック康和
東京都北区中里２－９－
５

一般競争入札 有 454,550,400 409,860,000 90.17%

Ｈ２７・２８酒々井維持工
事

千葉県成田市 ～ 千葉県
印旛郡酒々井町

730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

2015/4/1 （株）ニューテック康和
東京都北区中里２－９－
５

一般競争入札 有 329,659,200 294,840,000 89.44%

Ｈ２７・２８船橋維持工事
千葉県千葉市 ～ 千葉県
市川市

730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

2015/4/1 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 469,076,400 429,840,000 91.64%

Ｈ２７柏・船橋道路清掃作
業

千葉県千葉市 ～ 千葉県
市川市

365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

2015/4/1
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７
－４

一般競争入札 有 43,243,200 42,660,000 98.65%

Ｈ２７利根統光ケーブル設
備維持工事

群馬県沼田市 365日間 通信設備工事
利根川ダム統合管理事務
所

群馬県前橋市元総社町
593-1

2015/4/1 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１－
２３－１５

一般競争入札 有 11,437,200 11,340,000 99.15%

Ｈ２７五十里ダム管内維
持工事

栃木県日光市 365日間 維持修繕工事
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

2015/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９７
４

一般競争入札 有 27,874,800 24,775,200 88.88%

Ｈ２７川俣ダム管内維持
工事

栃木県日光市 365日間 維持修繕工事
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

2015/4/1 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９７
４

一般競争入札 有 27,432,000 24,418,800 89.02%

Ｈ２７川治ダム管内維持
工事

栃木県日光市 365日間 維持修繕工事
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

2015/4/1 （株）栗山山本建設 栃木県日光市日向２４４ 一般競争入札 有 28,198,800 24,840,000 88.09%

Ｈ２７湯西川ダム管内維
持工事

栃木県日光市 365日間 維持修繕工事
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

2015/4/1 （株）栗山山本建設 栃木県日光市日向２４４ 一般競争入札 有 28,447,200 25,920,000 91.12%

Ｈ２７品木ダム管内補修
工事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡中之条町

365日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2015/4/1 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 14,396,400 14,256,000 99.02%

Ｈ２７二瀬ダム維持管理
工事

埼玉県秩父市 365日間 維持修繕工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2015/4/1 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町２
９－２１

一般競争入札 有 28,425,600 27,648,000 97.26%

Ｈ２７昭和自然資源管理
その他工事

東京都立川市 ～ 東京都
昭島市

365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 2015/4/1 日産緑化（株）
東京都千代田区内神田３
－１６－９

一般競争入札 有 159,710,400 148,122,000 92.74%

Ｈ２７武蔵維持管理工事
埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

365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 2015/4/1 （株）内田緑化興業
埼玉県さいたま市緑区東
浦和１－２１－３

一般競争入札 有 111,218,400 102,600,000 92.25%
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Ｈ２７・２８神奈川維持工
事

神奈川県横浜市 730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

2015/4/1 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１５

一般競争入札 有 264,610,800 259,200,000 97.96%

Ｈ２７・２８金沢維持工事
神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県横須賀市

730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

2015/4/1 東建設（株）
神奈川県横須賀市池上３
－２－６

一般競争入札 有 238,474,800 232,200,000 97.37%

Ｈ２７・２８大磯維持工事 神奈川県中郡大磯町 730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

2015/4/1 （株）エス・ケイ・ディ
神奈川県平塚市四之宮１
－８－５６

一般競争入札 有 175,683,600 173,880,000 98.97%

Ｈ２７・２８保土ヶ谷維持工
事

神奈川県横浜市 730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

2015/4/1 （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 476,863,200 430,920,000 90.37%

Ｈ２７・２８・２９横浜国道道
路清掃作業

神奈川県横浜市 ～ 神奈
川県川崎市

1095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

2015/4/1
新日本ロードメンテナンス
（株）

東京都世田谷区玉川台２
－１－１５

一般競争入札 有 166,363,200 156,600,000 94.13%

Ｈ２７・Ｈ２８日立岩瀬国道
照明維持工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
桜川市

722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

2015/4/9 イガラシ綜業（株）
茨城県日立市幸町２－９
－２

一般競争入札 有 27,324,000 26,460,000 96.84%

Ｈ２７利根砂防光ケーブル
整備工事

群馬県渋川市 357日間 通信設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2015/4/9
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 26,038,800 23,706,000 91.04%

Ｈ２７八ッ場ダム右岸地区
管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町
～ 群馬県吾妻郡東吾妻
町

235日間 維持修繕工事 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

2015/4/9 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 36,946,800 36,288,000 98.22%

Ｈ２７八ッ場ダム左岸地区
管内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 235日間 維持修繕工事 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

2015/4/9 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１１

一般競争入札 有 36,644,400 35,640,000 97.26%

Ｈ２７・２８長野国道管内
道路照明維持工事

長野県長野市 ～ 長野県
上田市

722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

2015/4/9 （株）ユアーテクノ
長野県松本市大字和田３
９６７－１８

一般競争入札 有 79,812,000 73,980,000 92.69%

圏央道茨城地区道路予
定地管理工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県坂東市

357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

2015/4/9 （株）青木建設
茨城県猿島郡五霞町山
王山２７８－１

一般競争入札 有 94,813,200 86,940,000 91.70%

圏央道他埼玉地区道路
予定地管理工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉県
幸手市

357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

2015/4/9 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－１
－２０

一般競争入札 有 94,111,200 93,420,000 99.27%

平成２７・２８年度国道２９
８号照明設備維持工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
川口市

722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

2015/4/9 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 62,985,600 62,640,000 99.45%

Ｈ２７東京外環環境整備
工事

東京都練馬区 ～ 東京都
三鷹市

357日間 維持修繕工事
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

2015/4/9 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 232,081,200 220,320,000 94.93%

Ｈ２７・２８大月道路維持
工事

山梨県大月市 ～ 山梨県
上野原市

722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

2015/4/9 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

一般競争入札 有 225,288,000 224,640,000 99.71%

Ｈ２７・２８甲府道路維持
工事

山梨県甲府市 ～ 山梨県
北杜市

722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

2015/4/9 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１－
４－１０

一般競争入札 有 221,216,400 221,184,000 99.99%

Ｈ２７・２８峡南道路維持
工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県南巨摩郡南部
町

722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

2015/4/9 （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 185,446,800 183,600,000 99.00%

Ｈ２７・２８大和道路維持
工事

山梨県大月市 ～ 山梨県
甲州市

722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

2015/4/9 日本道路建装（株）
山梨県大月市笹子町黒
野田６６７－１

一般競争入札 有 197,445,600 195,480,000 99.00%

Ｈ２７西の洲甘田入地区
整備外工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城県
行方市

357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 2015/4/9 高橋建設（株）
茨城県行方市繁昌３５３
－１

一般競争入札 有 171,914,400 153,900,000 89.52%

Ｈ２７上武道路他環境整
備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬県
渋川市

357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 2015/4/9 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 76,896,000 75,168,000 97.75%

Ｈ２７・２８道路照明維持
工事

東京都特別区 722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

2015/4/9 東照工業（株）
東京都渋谷区東２－２６
－１７

一般競争入札 有 120,279,600 116,640,000 96.97%

Ｈ２７首都国道管内道路
管理その他工事

東京都葛飾区 ～ 千葉県
松戸市

357日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/4/9 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 185,889,600 167,400,000 90.05%

Ｈ２７早川出張所管内砂
防整備工事

山梨県南巨摩郡早川町
～ 山梨県南アルプス市

174日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/4/9 早邦建設（株）
山梨県南巨摩郡早川町
高住６４５－２７

一般競争入札 有 18,619,200 17,928,000 96.29%

Ｈ２７釜無川出張所管内
砂防整備工事

山梨県北杜市 ～ 長野県
諏訪郡富士見町

174日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/4/9 富士島建設（株）
山梨県韮崎市富士見３－
７－２９

一般競争入札 有 18,684,000 18,360,000 98.27%

Ｈ２７白州出張所管内砂
防整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨県
韮崎市

174日間 維持修繕工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/4/9 道村建設（株）
山梨県北杜市白州町白
須７－１

一般競争入札 有 19,526,400 19,440,000 99.56%

Ｈ２７荒川秋ヶ瀬仮置土整
備工事

埼玉県さいたま市 353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

2015/4/13 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１１８
－１

一般競争入札 有 245,775,600 217,080,000 88.32%
Ｈ２７・２８大宮国道管内
道路清掃作業（大宮・熊
谷）

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県熊谷市

715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

2015/4/16
日本ロード・メンテナンス
（株）

東京都港区芝浦４－１７
－４

一般競争入札 有 88,160,400 83,160,000 94.33%

平成２７年度利根高浜維
持工事

茨城県石岡市 ～ 茨城県
稲敷市

349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

2015/4/17 大平建設（株） 茨城県笠間市鯉渕６３４０ 一般競争入札 有 11,890,800 11,340,000 95.37%

Ｈ２７・２８春日部緑地管
理工事

埼玉県春日部市 ～ 埼玉
県越谷市

683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

2015/4/17
埼玉グリーンサービス
（株）

埼玉県川口市安行４９７
－７

一般競争入札 有 176,742,000 163,080,000 92.27%

Ｈ２７・２８上田緑地管理
工事

長野県上田市 ～ 長野県
小諸市

610日間 造園工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/4/20 文吾林造園（株）
長野県飯田市北方３８８３
－３

一般競争入札 有 82,404,000 81,000,000 98.30%

圏央道柳橋高架橋上部そ
の４工事

茨城県つくば市 263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

2015/4/20 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 285,908,400 253,800,000 88.77%

Ｈ２７上尾道路さいたま上
尾地区環境整備工事

埼玉県さいたま市 ～ 埼
玉県上尾市

252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

2015/4/20
日本ハイウエイ・サービス
（株）

東京都新宿区西新宿６－
６－３

一般競争入札 有 113,832,000 100,656,000 88.43%
Ｈ２７圏央道桶川北本地
区道路排水設備設置工
事

埼玉県桶川市 133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

2015/4/20 （株）電業社機械製作所
東京都大田区大森北１－
５－１

一般競争入札 有 40,100,400 39,960,000 99.65%

Ｈ２７・２８甲府管内道路
清掃作業

山梨県甲府市 711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

2015/4/20 道路技術サービス（株）
富山県射水市橋下条５２
７

一般競争入札 有 95,990,400 94,716,000 98.67%

Ｈ２６新篠ノ井橋他橋梁補
修工事

長野県長野市 ～ 長野県
千曲市

191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

2015/4/22 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 191,203,200 187,920,000 98.28%



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

綾瀬水門等耐震対策（Ｈ２
７）工事

東京都葛飾区 338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 2015/4/22 ＳＭＣシビルテクノス（株）
東京都新宿区新宿５－１
５－５

一般競争入札 有 294,894,000 258,660,000 87.71%

永井地区改良その２工事 群馬県利根郡みなかみ町 237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 2015/4/22 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 298,360,800 267,300,000 89.59%

Ｈ２７長野国道管内路面
標示工事

長野県長野市 160日間 塗装工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/4/23 矢木コーポレーション（株）
長野県長野市真島町川
合２０３６

一般競争入札 有 45,576,000 44,280,000 97.16%

Ｈ２７日光砂防施設整備
（その１）工事

栃木県日光市 160日間 維持修繕工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2015/4/23 船生建設（株）
栃木県塩谷郡塩谷町大
字船生３４３４－４

一般競争入札 有 63,871,200 57,024,000 89.28%

Ｈ２６千住新橋（下り）耐震
補強工事

東京都足立区 311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

2015/4/24 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１２
－２０

一般競争入札 有 280,562,400 248,400,000 88.54%

平成２７年度共同溝維持
工事

東京都特別区 342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

2015/4/24
日本ユーティリティサブ
ウェイ（株）

東京都中央区日本橋小
伝馬町１１－９

一般競争入札 有 86,335,200 83,160,000 96.32%

平成２７・２８年度国道２９
８号草加・八潮地区緑地
管理工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉県
八潮市

707日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2015/4/24 （株）前島植物園 埼玉県川口市安行１１４０ 一般競争入札 有 102,783,600 96,120,000 93.52%

国道１６号町田立体地下
歩道昇降設備工事

東京都町田市 308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

2015/4/27 （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 88,678,800 81,000,000 91.34%

Ｈ２７大原間舗装工事 栃木県那須塩原市 322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

2015/4/27 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－１
９－１１

一般競争入札 有 146,426,400 128,520,000 87.77%

Ｈ２７圏央道県道東松山
桶川線舗装工事

埼玉県北本市 ～ 埼玉県
桶川市

186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

2015/4/27 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７
－２７

一般競争入札 有 129,762,000 112,644,000 86.81%
Ｈ２７利根川下流河川事
務所車庫棟新営その他工
事

千葉県香取市 339日間 建築工事 利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原イ4149 2015/4/27 進和建設（株）
千葉県市原市白金町４－
５７

一般競争入札 有 298,728,000 289,440,000 96.89%

Ｈ２７守谷管内河川維持
（その１）工事

千葉県柏市 ～ 千葉県我
孫子市

339日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/4/27 （株）石浜建設 千葉県柏市泉町１１－１６ 一般競争入札 有 67,629,600 58,104,000 85.92%

国道５１号洲崎交差点他
改良工事

茨城県潮来市 ～ 茨城県
鹿嶋市

241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

2015/4/28 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７１
－１

一般競争入札 有 147,236,400 133,920,000 90.96%

Ｈ２７川俣管内堤防強化
維持工事

埼玉県羽生市 ～ 埼玉県
行田市

338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

2015/4/28 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 219,726,000 194,400,000 88.47%

Ｈ２７・２８酒々井管内緑
地管理工事

千葉県佐倉市 ～ 千葉県
成田市

672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

2015/4/28 ＪＦＥ東日本ジーエス（株）
神奈川県川崎市川崎区
水江町５－５

一般競争入札 有 21,999,600 18,878,400 85.81%

Ｈ２７・２８万世橋緑地管
理工事

東京都特別区 701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

2015/4/30 みかど造園（株）
千葉県千葉市花見川区
幕張本郷６－２１－１１

一般競争入札 有 122,061,600 105,084,000 86.09%

Ｈ２７大利根管内堤防強
化維持工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉県
久喜市

336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

2015/4/30 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町１
５９

一般競争入札 有 125,096,400 109,620,000 87.63%

Ｈ２７目吹守谷管内堤防
強化維持工事

千葉県野田市 ～ 茨城県
取手市

336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

2015/4/30 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５３
－５３

一般競争入札 有 147,603,600 129,060,000 87.44%

平成２７・２８年度国道２９
８号戸田・さいたま地区緑
地管理工事

埼玉県戸田市 ～ 埼玉県
さいたま市

701日間 造園工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2015/4/30 （株）庭研
埼玉県川口市南前川１－
１２－２２

一般競争入札 有 98,388,000 84,024,000 85.40%

Ｈ２６北小岩一丁目地区
堤防整備（その２）工事

東京都江戸川区 209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 2015/4/30 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－５
－１６

一般競争入札 有 283,986,000 250,560,000 88.23%


	競争（工事）

