
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湯沢第三堰堤右
岸斜面対策工事

栃木県日光市 140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

2015/8/3 東武建設（株）
栃木県日光市大桑町１
３８

一般競争入札 有 77,068,800 68,904,000 89.41%

Ｈ２７多摩川宮内取水
施設撤去工事

神奈川県川崎市 302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

2015/8/3 人の森（株）
神奈川県海老名市中新
田１７６２

一般競争入札 有 106,045,200 99,252,000 93.59%

Ｈ２６名堤防強化
（上）工事

埼玉県羽生市 210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

2015/8/3 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻
区城南５－６－６

一般競争入札 有 158,209,200 139,644,000 88.27%

Ｈ２７関東管内電源設
備改修工事

神奈川県横須賀市 ～
埼玉県さいたま市

181日間
受変電設備工
事

関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2015/8/3 千代田電興（株）
東京都港区浜松町１－
１８－１０

一般競争入札 有 54,172,800 48,384,000 89.31%

Ｈ２７利根統薗原管内
放流警報設備工事

群馬県沼田市 235日間 通信設備工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2015/8/3 （株）イートラスト
新潟県長岡市北陽１－
５３－５４

一般競争入札 有 37,659,600 36,720,000 97.51%

中部横断自動車道　佐
久穂地区改良６工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

598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

2015/8/4 大日本土木（株）
岐阜県岐阜市宇佐南１
－６－８

一般競争入札 有 1,785,682,800 1,583,820,000 88.70%

田尻高谷改良その２５
工事

千葉県市川市 234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 2015/8/4 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 272,289,600 238,680,000 87.66%

堀之内地区改良その１
工事

千葉県市川市 240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 2015/8/4 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 175,597,200 160,380,000 91.33%

堀之内地区改良その２
工事

千葉県市川市 240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 2015/8/4 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 219,056,400 201,960,000 92.20%

Ｈ２７江戸川管内除塵
設備修繕工事

埼玉県三郷市 ～ 埼玉
県春日部市

220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 2015/8/4 宇野重工（株）
三重県松阪市大津町１
６０７－１

一般競争入札 有 279,428,400 265,680,000 95.08%

Ｈ２６稲戸井土砂整正
上流工事

茨城県取手市 ～ 埼玉
県加須市

178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

2015/8/4 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 291,016,800 255,960,000 87.95%

Ｈ２７荒川ロックゲー
ト設備修繕工事

東京都江戸川区 234日間 機械設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2015/8/4 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 233,787,600 229,932,000 98.35%

圏央道山崎地区改良そ
の６工事

茨城県猿島郡境町 239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

2015/8/5 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 226,357,200 203,904,000 90.08%

圏央道猿島地区改良そ
の８工事

茨城県坂東市 239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

2015/8/5 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 240,753,600 210,600,000 87.48%

Ｈ２７大沢川観測所水
位計他更新工事

群馬県吾妻郡草津町 86日間 通信設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2015/8/5 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

一般競争入札 有 11,361,600 11,016,000 96.96%
中部横断自動車道　前
山大沢地区工事用道路
１工事

長野県佐久市 232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

2015/8/6 （株）植木組
新潟県柏崎市新橋２－
８

一般競争入札 有 256,305,600 224,100,000 87.43%
Ｈ２７木更津出張所管
内交通安全施設設置工
事

千葉県木更津市 ～ 千
葉県安房郡鋸南町

238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

2015/8/6 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 79,704,000 68,580,000 86.04%

Ｈ２６槙野地地区基盤
整備工事

埼玉県幸手市 206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 2015/8/7 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 287,517,600 253,800,000 88.27%

飯原堤防強化対策（Ｈ
２６）工事

埼玉県川口市 237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 2015/8/7 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 179,560,800 170,640,000 95.03%

日の出町地区護岸改築
（Ｈ２６）工事

東京都足立区 175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 2015/8/7 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 232,156,800 203,256,000 87.55%
Ｈ２７日光砂防事務所
あかなぎ宿舎構内整備
その他工事

栃木県日光市 82日間 建築工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2015/8/10 （株）佐藤工務店
栃木県真岡市石島７８
６－１

通常型指名競争入札 0 17,744,400 12,636,000 71.21%
Ｈ２７柏維持修繕出張
所管内交通安全施設設
置工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県野田市

234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

2015/8/10 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

一般競争入札 有 97,934,400 96,120,000 98.15%

Ｈ２７下生井土砂掘削
工事

栃木県小山市 ～ 栃木
県下都賀郡野木町

234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

2015/8/10 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 270,453,600 242,136,000 89.53%

Ｈ２７部屋土砂掘削工
事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

234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

2015/8/10 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 282,355,200 248,331,852 87.95%

圏央道冨田地区改良そ
の５工事

茨城県坂東市 233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

2015/8/11 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

一般競争入札 有 218,419,200 191,592,000 87.72%

Ｈ２７須加工事用道路
工事

埼玉県行田市 233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

2015/8/11 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 274,320,000 254,534,400 92.79%

圏央道冨田地区改良そ
の６工事

茨城県坂東市 232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

2015/8/12 （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 211,507,200 185,328,000 87.62%

田尻高谷改良その２６
工事

千葉県市川市 232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 2015/8/12 （株）テクト
千葉県銚子市新生町１
－４０－１８

一般競争入札 有 290,595,600 255,830,400 88.04%

田尻高谷改良その２７
工事

千葉県市川市 232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 2015/8/12 （株）テクト
千葉県銚子市新生町１
－４０－１８

一般競争入札 有 283,845,600 248,184,000 87.44%

圏央道冨田地区改良そ
の４工事

茨城県坂東市 231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

2015/8/13 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 235,623,600 213,300,000 90.53%

Ｈ２７浦和管内交通安
全対策工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県さいたま市南区

230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

2015/8/14 大成ロテック（株）
東京都中央区京橋３－
１３－１

一般競争入札 有 167,475,600 145,800,000 87.06%
警視庁第六機動隊本館
（１５）建築改修その
他工事

東京都品川区 221日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/8/17 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 134,568,000 129,600,000 96.31%

Ｈ２７中島揚水機場ポ
ンプ設備工事

埼玉県幸手市 221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 2015/8/17 （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 66,819,600 63,180,000 94.55%

Ｈ２７飯原堤防強化対
策工事

埼玉県川口市 227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 2015/8/17 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 287,982,000 287,280,000 99.76%

亀有管内他道路情報表
示板無停電化工事

東京都特別区 196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

2015/8/17 宝電設工業（株）
東京都文京区千石４－
１６－２

一般競争入札 有 84,661,200 83,581,200 98.72%

Ｈ２６柿ノ木地区堤防
整備工事

埼玉県草加市 195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 2015/8/18
（株）ケイワールド日
清

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

一般競争入札 有 124,545,600 110,700,000 88.88%
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成田国際空港警備隊待
機寮他（１５）建築改
修工事

千葉県成田市 213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

2015/8/18
（株）シミズ・ビルラ
イフケア

東京都中央区京橋２－
９－２

一般競争入札 有 115,236,000 113,400,000 98.41%

本町地区ほか交通安全
対策工事

東京都特別区 194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

2015/8/19 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 162,129,600 162,000,000 99.92%

Ｈ２７東京国道管内街
渠桝取付管補修工事

東京都特別区 218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

2015/8/20 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 185,025,600 181,440,000 98.06%

国道１号虎ノ門ほか電
線共同溝歩道復旧工事

東京都港区 203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

2015/8/20 大成ロテック（株）
東京都中央区京橋３－
１３－１

一般競争入札 有 132,624,000 113,724,000 85.75%

中部横断法洗沢川橋下
部他（その２）工事

山梨県南巨摩郡身延町 468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

2015/8/20 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４
７６－１

一般競争入札 有 288,576,000 257,580,000 89.26%

日本橋地区ほか交通安
全対策工事

東京都特別区 193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

2015/8/20 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

一般競争入札 有 212,716,800 210,600,000 99.00%

Ｈ２７昭和給水管改修
他工事

東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

192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 2015/8/21 （株）日比谷アメニス
東京都港区三田４－７
－２７

一般競争入札 有 162,378,000 159,840,000 98.44%

Ｈ２６東海地先築堤工
事

茨城県神栖市 154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

2015/8/21 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 84,553,200 73,440,000 86.86%

Ｈ２７二瀬ダム大洞川
進入路（その２）工事

埼玉県秩父市 220日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2015/8/24 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 292,852,800 283,392,000 96.77%

平成２７年度北首都国
道通信設備設置工事

埼玉県草加市 189日間 通信設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2015/8/24
富士通ネットワークソ
リューションズ（株）

神奈川県川崎市川崎区
日進町７－１

一般競争入札 有 47,142,000 44,280,000 93.93%

圏央道五霞ＩＣ改良他
その８工事

茨城県猿島郡五霞町 123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

2015/8/24 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 248,151,600 234,360,000 94.44%

Ｈ２７大宮国道道路情
報表示設備設置工事

埼玉県草加市 ～ 埼玉
県春日部市

214日間 通信設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2015/8/24 コイト電工（株）
神奈川県横浜市戸塚区
前田町１００

一般競争入札 有 99,900,000 86,616,000 86.70%
１６号相模原市中央区
富士見自転車道整備
（その３）工事

神奈川県相模原市 220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

2015/8/24 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 255,722,400 224,424,000 87.76%

Ｈ２７奥鬼怒工事用道
路工事

栃木県日光市 108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

2015/8/24 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

一般競争入札 有 66,193,200 58,320,000 88.11%

中部横断椿川橋上部工
事

山梨県南巨摩郡身延町 798日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2015/8/25
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 1,989,802,800 1,780,920,000 89.50%
平成２７年度国道２９
８号情報提供設備設置
工事

埼玉県八潮市 ～ 埼玉
県三郷市

188日間 通信設備工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2015/8/25 名古屋電機工業（株）
愛知県名古屋市中川区
横堀町１－３６

一般競争入札 有 53,762,400 46,461,600 86.42%

Ｈ２７江戸川管内ゲー
ト設備改良工事

埼玉県越谷市 ～ 千葉
県柏市

199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 2015/8/25 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 73,580,400 68,904,000 93.64%

中部横断不動沢地区改
良工事

山梨県南巨摩郡身延町 948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

2015/8/26 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 2,339,668,800 2,167,560,000 92.64%

圏央道坂東常総改良そ
の４工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

156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

2015/8/26 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市
絹の台２－２－３

一般競争入札 有 282,646,800 247,860,000 87.69%

Ｈ２７空港北トンネル
外道路排水設備工事

東京都特別区 218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

2015/8/26 （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 225,633,600 204,120,000 90.47%

Ｈ２７品川管内ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

東京都品川区 187日間 通信設備工事 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

2015/8/26
東芝通信インフラシス
テムズ（株）

大阪府大阪市中央区本
町４－２－１２

一般競争入札 有 73,764,000 64,368,000 87.26%

１６号相模原市相生電
線共同溝路面復旧工事

神奈川県相模原市 187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

2015/8/26 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 143,629,200 135,000,000 93.99%

Ｈ２７中島地区基盤整
備工事

埼玉県幸手市 177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 2015/8/27 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

一般競争入札 有 183,038,400 165,240,000 90.28%

圏央道坂東常総改良そ
の３工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

155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

2015/8/27 （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 281,847,600 250,020,000 88.71%

圏央道常総つくば改良
その３工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

155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

2015/8/27 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２
０９７－３８

一般競争入札 有 280,551,600 245,138,400 87.38%

Ｈ２７下生井土砂整正
工事

栃木県小山市 ～ 埼玉
県加須市

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

2015/8/27 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 231,627,600 204,120,000 88.12%

Ｈ２７北千葉導水路第
二導水路区間補修工事

千葉県柏市 ～ 千葉県
流山市

154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

2015/8/28 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

一般競争入札 有 49,723,200 49,680,000 99.91%

Ｈ２７宇都宮国道ＣＣ
ＴＶ設備工事

栃木県那須郡那須町 ～
栃木県矢板市

210日間 通信設備工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2015/8/28 （株）日立国際電気
東京都千代田区外神田
４－１４－１

一般競争入札 有 183,254,400 159,840,000 87.22%

Ｈ２７小武川導流堤工
事

山梨県韮崎市 207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

2015/8/31 小林建設（株）
山梨県南アルプス市有
野２７２４

一般競争入札 有 237,330,000 219,240,000 92.38%

Ｈ２７黒桂河内第四砂
防堰堤工事

山梨県南巨摩郡早川町 390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

2015/8/31 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

一般競争入札 有 203,331,600 192,240,000 94.55%

Ｈ２７吉屋地区堤防整
備工事

埼玉県吉川市 182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 2015/8/31 （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 103,302,000 90,936,000 88.03%

圏央道常総つくば改良
その４工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

151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

2015/8/31 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 284,364,000 249,480,000 87.73%

Ｈ２７渡良瀬土砂掘削
工事

栃木県栃木市 ～ 栃木
県小山市

213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

2015/8/31 （株）片柳建設
栃木県佐野市関川町８
９２－１

一般競争入札 有 289,018,800 254,271,852 87.98%

圏央道幸手地区側道改
良その１２工事

埼玉県幸手市 116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

2015/8/31 日鋪建設（株）
東京都世田谷区池尻２
－１１－３

一般競争入札 有 274,665,600 250,560,000 91.22%

田尻地区改良その１工
事

千葉県市川市 207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 2015/8/31 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 242,524,800 237,600,000 97.97%

Ｈ２７渡良瀬土砂整正
工事

栃木県小山市 ～ 茨城
県猿島郡五霞町

213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

2015/8/31 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 272,538,000 239,760,000 87.97%
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Ｈ２７部屋土砂整正工
事

栃木県小山市 ～ 埼玉
県加須市

213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

2015/8/31 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 275,637,600 242,676,000 88.04%
Ｈ２７渡良瀬川管内
ネットワーク設備設置
工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県足利市

207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

2015/8/31 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

一般競争入札 有 88,257,600 86,400,000 97.90%

Ｈ２７渡良瀬川管内Ｃ
ＣＴＶ設備設置工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県足利市

207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

2015/8/31
三菱電機システムサー
ビス（株）

東京都世田谷区太子堂
４－１－１

一般競争入札 有 43,102,800 38,880,000 90.20%


	競争（工事）

