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矢切北国分地区改良そ
の１工事

千葉県市川市 199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 2015/9/1 進和建設（株）
千葉県市原市白金町４
－５７

一般競争入札 有 156,513,600 155,520,000 99.37%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その１１）工事

神奈川県横浜市 546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

2015/9/1 （株）錢高組
大阪府大阪市西区西本
町２－２－１１

一般競争入札 有 1,095,001,200 1,025,676,000 93.67%

Ｈ２７管内改築区間改
良（その３）工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県横浜市

212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

2015/9/1 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 183,297,600 172,584,000 94.16%

圏央道幸手地区側道改
良その１１工事

埼玉県幸手市 115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

2015/9/1 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 205,902,000 180,900,000 87.86%

Ｈ２７羽刈堰制御設備
修繕工事

栃木県足利市 206日間 機械設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2015/9/1 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

一般競争入札 有 20,250,000 19,980,000 98.67%

Ｈ２７宇都宮国道道路
情報表示設備工事

栃木県矢板市 ～ 栃木
県下野市

206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

2015/9/1 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 131,673,600 114,372,000 86.86%

堀之内地区改良その３
工事

千葉県市川市 211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 2015/9/2 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 289,677,600 254,880,000 87.99%

皇宮警察本部大手待機
所（１５）建築その他
工事

東京都千代田区 575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

2015/9/2 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 912,816,000 839,160,000 91.93%

Ｈ２６荒川西区昭和外
築堤工事

埼玉県さいたま市 ～
埼玉県さいたま市

187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

2015/9/2 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 181,548,000 158,760,000 87.45%

Ｈ２７稲荷川上流崩壊
地対策工事

栃木県日光市 466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

2015/9/3 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 110,224,800 103,680,000 94.06%

Ｈ２６荒川桜区在家築
堤工事

埼玉県さいたま市 193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

2015/9/3 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 177,163,200 156,600,000 88.39%

Ｈ２７利根川上流ＣＣ
ＴＶ設備設置工事

埼玉県加須市 ～ 埼玉
県本庄市

200日間 通信設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/9/4
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 57,553,200 49,680,000 86.32%

甲府管内気象観測装置
改修工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県大月市

175日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2015/9/4 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 34,570,800 30,780,000 89.03%

圏央道坂東常総改良そ
の６工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

147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

2015/9/4 （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 280,864,800 252,180,000 89.79%

高崎安中中宿改良舗装
その２工事

群馬県安中市 188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 2015/9/4 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区京橋１－
１９－１１

一般競争入札 有 194,594,400 169,776,000 87.25%

Ｈ２７保土ヶ谷・厚木
管内交通安全対策他工
事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県厚木市

209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

2015/9/4 （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 232,318,800 204,876,000 88.19%

Ｈ２７墨田船着場整備
工事

東京都墨田区 206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 2015/9/7 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 298,792,800 262,440,000 87.83%

Ｈ２７圏央道白岡菖蒲
地区側道整備工事

埼玉県久喜市 175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

2015/9/7 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 187,250,400 166,212,000 88.76%

Ｈ２７第１排水門電気
通信設備移設工事

埼玉県加須市 200日間 通信設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/9/7 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 38,988,000 38,880,000 99.72%

圏央道坂東常総改良そ
の５工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

144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

2015/9/7 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

一般競争入札 有 283,791,600 248,400,000 87.53%

圏央道坂東常総改良そ
の２工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

144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

2015/9/7 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市
下長沼１１８－１

一般競争入札 有 281,134,800 245,916,000 87.47%

Ｈ２６俵瀬下流堤防強
化工事

埼玉県熊谷市 200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

2015/9/7
サイレキ建設工業
（株）

埼玉県加須市志多見１
３６１－１

一般競争入札 有 273,088,800 240,084,000 87.91%

Ｈ２７三郷排水機場耐
震対策工事

埼玉県三郷市 181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 2015/9/8 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 266,414,400 248,940,000 93.44%

Ｈ２７中ノ沢第二・第
三砂防堰堤工事

栃木県日光市 188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

2015/9/9 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 135,108,000 120,960,000 89.53%

圏央道坂東常総改良そ
の７工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

142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

2015/9/9 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 276,577,200 242,568,000 87.70%

Ｈ２７中津川橋他橋梁
補修工事

神奈川県厚木市 ～ 神
奈川県中郡大磯町

203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

2015/9/9 深井建設（株）
大阪府岸和田市下池田
町１－３－１５

一般競争入札 有 93,009,600 84,024,000 90.34%

国道１号二宮地区防災
対策工事

神奈川県中郡二宮町 113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

2015/9/9 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 99,100,800 85,860,000 86.64%

Ｈ２７金沢国道・小田
原管内交通安全対策他
工事

神奈川県横浜市 ～ 神
奈川県小田原市

204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

2015/9/9
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 222,328,800 216,000,000 97.15%

Ｈ２７渡良瀬遊水池出
張所機械設備改修その
他工事

埼玉県加須市 170日間
暖冷房衛生設
備工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2015/9/9 黒川設備工業（株）
埼玉県久喜市本町五丁
目一〇番４９号

一般競争入札 有 48,675,600 47,520,000 97.63%

中部横断自動車道　尾
垂橋下部工事

長野県佐久市 467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

2015/9/10 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 295,444,800 264,600,000 89.56%

中部横断自動車道　大
沢第二橋下部工事

長野県佐久市 371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

2015/9/10 （株）守谷商会
長野県長野市南千歳町
８７８

一般競争入札 有 203,374,800 178,200,000 87.62%

北長池貯留槽設置他工
事

長野県長野市 190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

2015/9/10 中野土建（株）
長野県中野市西２－５
－１１

一般競争入札 有 244,782,000 216,000,000 88.24%
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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

皇宮警察本部大手待機
所（１５）機械設備工
事

東京都千代田区 447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

2015/9/10 （株）朝日工業社
東京都港区浜松町１－
２５－７

一般競争入札 有 184,140,000 167,400,000 90.91%

Ｈ２７小高地区整正工
事

茨城県行方市 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 2015/9/10 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 245,062,800 215,784,000 88.05%

日本社会事業大学（Ｈ
２７）エレベーター設
備改修その他工事

東京都清瀬市 202日間 機械設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/9/10
三菱電機ビルテクノ
サービス（株）

東京都荒川区荒川７－
１９－１

一般競争入札 有 125,453,880 100,319,088 79.98%

中堤築堤護岸（Ｈ２
６）工事

東京都江戸川区 171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 2015/9/11 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 175,888,800 165,240,000 93.95%

Ｈ２７下久保工事用道
路及び集水井（Ｄ－
２）工事

群馬県藤岡市 202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 2015/9/11 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 135,712,800 123,120,000 90.72%

中部横断自動車道　宮
の入改良４工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

196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

2015/9/11 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 279,601,200 245,160,000 87.68%

Ｈ２７桑島町低水護岸
工事

栃木県宇都宮市 182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

2015/9/11 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 77,274,000 68,688,000 88.89%

Ｈ２７利根統相俣ダム
管理用制御処理設備改
造工事

群馬県利根郡みなかみ
町

171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

2015/9/11 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 8,434,800 8,208,000 97.31%

利根統藤原ダム管理用
制御処理設備改造工事

群馬県利根郡みなかみ
町

536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

2015/9/11 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 63,698,400 62,640,000 98.34%

圏央道常総つくば改良
その２工事

茨城県常総市 ～ 茨城
県つくば市

140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

2015/9/11 （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 281,696,400 257,040,000 91.25%

Ｈ２７江戸川河川事務
所外空調設備改修その
他工事

千葉県野田市 ～ 埼玉
県春日部市

168日間
暖冷房衛生設
備工事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/9/11 （株）ダイエックス
千葉県松戸市松戸新田
１２９－１

一般競争入札 有 21,330,000 19,224,000 90.13%

Ｈ２６江戸川河口予備
発電設備設置工事

東京都江戸川区 140日間
受変電設備工
事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2015/9/11 （株）有電社
東京都渋谷区千駄ケ谷
５－３３－８

一般競争入札 有 17,733,600 16,740,000 94.40%

Ｈ２６行田低水護岸根
固め製作工事

埼玉県羽生市 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

2015/9/11 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 178,286,400 155,844,000 87.41%

警視庁第八機動隊別館
（Ｈ２７）建築改修そ
の他工事

東京都新宿区 201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

2015/9/11
（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 143,424,000 142,560,000 99.40%

Ｈ２７宮ヶ瀬ダム水と
エネルギー館外機械設
備改修その他工事

神奈川県愛甲郡愛川町 168日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2015/9/14 須賀工業（株）
大阪府大阪市西区土佐
堀１－２－３０

一般競争入札 有 90,460,800 81,432,000 90.02%

Ｈ２７深沢・大薙山腹
工事

栃木県日光市 193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

2015/9/14 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 114,555,600 99,900,000 87.21%

圏央道坂東常総改良そ
の９工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

137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

2015/9/14 （株）増渕組
栃木県宇都宮市簗瀬町
２５００－１５

一般競争入札 有 280,951,200 246,240,000 87.65%

Ｈ２６行田低水護岸
（下流）工事

埼玉県行田市 198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

2015/9/14 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 293,338,800 259,200,000 88.36%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その１５）工事

神奈川県横浜市 260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

2015/9/14 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

一般競争入札 有 263,995,200 232,416,000 88.04%

Ｈ２７下館管内ＣＣＴ
Ｖ設備工事

栃木県真岡市 ～ 茨城
県常総市

186日間 通信設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2015/9/14 エフコム（株）
東京都港区新橋５－２
６－８

一般競争入札 有 24,861,600 21,384,000 86.01%

Ｈ２７木津内地区他基
盤整備工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町
～ 埼玉県春日部市

167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 2015/9/15 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 287,625,600 264,600,000 91.99%

圏央道坂東常総改良そ
の８工事

茨城県坂東市 ～ 茨城
県常総市

136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

2015/9/15 大木建設（株）
東京都江東区亀戸４－
２２－１

一般競争入札 有 278,456,400 255,960,000 91.92%

Ｈ２７小高地区管路敷
設工事

茨城県行方市 198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 2015/9/15 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２
０９７－３８

一般競争入札 有 185,932,800 170,640,000 91.78%

Ｈ２７江川地区低水護
岸工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
埼玉県幸手市

190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 2015/9/16 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 223,830,000 196,560,000 87.82%

Ｈ２７樋橋堤防強化対
策工事

茨城県下妻市 184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

2015/9/16 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 84,315,600 73,407,600 87.06%

北千葉道路松崎高架橋
Ｄランプ橋下部他その
２工事

千葉県成田市 197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

2015/9/16 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 204,843,600 189,000,000 92.27%

３５７号東京港トンネ
ルラジオ再放送設備工
事

東京都品川区 197日間 通信設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2015/9/16 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

一般競争入札 有 78,256,800 70,092,000 89.57%

Ｈ２７平沼地先護岸他
補修工事

茨城県つくばみらい市
～ 茨城県下妻市

184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

2015/9/16 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

一般競争入札 有 64,681,200 55,080,000 85.16%

Ｈ２７千葉国道情報設
備設置工事

千葉県四街道市 ～ 千
葉県印旛郡酒々井町

190日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2015/9/17 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 172,519,200 149,256,000 86.52%

Ｈ２６鶴見川市場下町
耐震堤防工事

神奈川県横浜市 190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

2015/9/17 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

一般競争入札 有 284,806,800 253,584,000 89.04%
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Ｈ２７管内標識設置ほ
か工事

東京都特別区 187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

2015/9/17 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

一般競争入札 有 90,979,200 83,160,000 91.41%

さがみ縦貫相模原地区
改良（その６）工事

神奈川県相模原市 190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

2015/9/17 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 167,389,200 149,040,000 89.04%

Ｈ２７大月第一トンネ
ルラジオ再放送設備設
置他改修工事

山梨県大月市 196日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2015/9/17
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 64,476,000 60,156,000 93.30%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
仮橋設置他工事

神奈川県横浜市 196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

2015/9/17 亀井工業（株）
神奈川県茅ヶ崎市南湖
１－４－２５

一般競争入札 有 131,803,200 118,800,000 90.13%

Ｈ２７中津川橋取付階
段整備他工事

神奈川県厚木市 196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

2015/9/17 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 103,280,400 90,180,000 87.32%

さがみ縦貫相模原地区
改良（その７）工事

神奈川県相模原市 190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

2015/9/17 （株）寿組
神奈川県相模原市緑区
葉山島３１５

一般競争入札 有 178,664,400 158,760,000 88.86%

Ｈ２７荒川下流河川敷
放送設備他設置工事

東京都北区 164日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2015/9/18 （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 83,149,200 82,598,400 99.34%

Ｈ２７江戸川管内ＣＣ
ＴＶ設備工事

千葉県野田市 ～ 埼玉
県春日部市

164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 2015/9/18 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

一般競争入札 有 80,794,800 71,280,000 88.22%

Ｈ２７多摩川堰一丁目
低水護岸工事

神奈川県川崎市 189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

2015/9/24 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

一般競争入札 有 263,217,600 235,440,000 89.45%

Ｈ２７利根川下流管内
ＣＣＴＶ設備工事

茨城県取手市 186日間 通信設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2015/9/24 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

一般競争入札 有 65,869,200 58,752,000 89.19%

Ｈ２６忍排水樋管遠方
監視操作設備工事

千葉県銚子市 ～ 茨城
県神栖市

189日間 機械設備工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2015/9/24 （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 65,458,800 59,400,000 90.74%

Ｈ２７二瀬ダム選択取
水遠方操作装置設置工
事

埼玉県秩父市 189日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-
1

2015/9/24
（株）ＩＨＩインフラ
システム

大阪府堺市堺区大浜西
町３

一般競争入札 有 48,708,000 48,600,000 99.78%

Ｈ２７二瀬ダム土砂搬
出等工事

埼玉県秩父市 189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

2015/9/24 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 186,462,000 184,680,000 99.04%

Ｈ２７勝山橋補修他工
事

千葉県安房郡鋸南町 189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

2015/9/24 瀧上工業（株）
愛知県名古屋市中川区
清川町２－１

一般競争入札 有 131,716,800 131,220,000 99.62%

Ｈ２７常陸川水門外塗
装工事

茨城県神栖市 182日間 塗装工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/9/25 （株）サトウ塗工社
茨城県水戸市笠原町９
７５－３

一般競争入札 有 99,306,000 99,079,200 99.77%

Ｈ２７本牧地区道路照
明灯設置工事

神奈川県横浜市 172日間 電気設備工事 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

2015/9/25 日本建電（株）
東京都中野区沼袋１－
１７－９

一般競争入札 有 68,288,400 64,800,000 94.89%

Ｈ２７池の沢第二砂防
堰堤工事

山梨県南巨摩郡早川町 641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

2015/9/25 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 380,732,400 369,144,000 96.96%

皇宮警察本部大手待機
所他（１５）電気設備
その他工事

東京都千代田区 432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

2015/9/25 （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 214,920,000 208,440,000 96.98%

Ｈ２７六角整正工事 茨城県稲敷市 174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 2015/9/25 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 275,043,600 242,676,000 88.23%

Ｈ２７千葉国道ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

千葉県南房総市 ～ 千
葉県安房郡鋸南町

179日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2015/9/28 （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 175,910,400 152,280,000 86.57%

Ｈ２７常陸管内ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県鹿嶋市

179日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/9/28 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

一般競争入札 有 119,048,400 111,240,000 93.44%

Ｈ２７日暮沢三号砂防
堰堤工事

群馬県桐生市 399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

2015/9/28 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 179,398,800 162,000,000 90.30%

Ｈ２７下期江戸川管内
光ケーブル維持工事

千葉県野田市 ～ 埼玉
県川越市

185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 2015/9/28
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 10,627,200 9,774,000 91.97%

Ｈ２７栗橋北地盤改良
工事

埼玉県久喜市 170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

2015/9/28 中原建設（株）
埼玉県川口市柳崎５－
２－３３

一般競争入札 有 291,351,600 254,880,000 87.48%

Ｈ２７浅川平山築堤護
岸工事

神奈川県高座郡寒川町 178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

2015/9/29 古久根建設（株）
東京都文京区音羽１－
１－１

一般競争入札 有 288,802,800 254,556,000 88.14%

Ｈ２７相模川寒川第二
排水樋管改築工事

神奈川県高座郡寒川町 265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

2015/9/29
（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 264,330,000 235,936,800 89.26%

１６号八王子市中野地
区改良（その２）工事

東京都八王子市 212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

2015/9/29 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 597,607,200 540,000,000 90.36%

手打沢上護岸工事 山梨県南巨摩郡身延町 178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

2015/9/29 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

一般競争入札 有 283,802,400 254,880,000 89.81%

Ｈ２７栗橋東地盤改良
工事

埼玉県久喜市 168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

2015/9/29 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 202,932,000 182,520,000 89.94%

Ｈ２６戸ヶ崎地区低水
護岸工事

埼玉県三郷市 152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 2015/9/30 戸邊建設（株）
千葉県野田市中野台３
９７

一般競争入札 有 216,032,400 189,864,000 87.89%

Ｈ２７西関宿（五霞）
地区堤防整備工事

茨城県猿島郡五霞町 152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 2015/9/30 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 264,772,800 232,200,000 87.70%

東京外環大泉地区改良
（その１）工事

東京都練馬区 274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

2015/9/30 戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－
７－１

一般競争入札 有 1,708,160,400 1,517,724,000 88.85%

Ｈ２７水戸国道管内交
通安全施設工事

茨城県水戸市 ～ 茨城
県ひたちなか市

152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

2015/9/30 （株）アコオ
茨城県水戸市谷津町細
田１－１２

一般競争入札 有 184,021,200 159,526,800 86.69%

Ｈ２７土浦国道管内交
通安全施設工事

茨城県土浦市 ～ 茨城
県石岡市

152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

2015/9/30 ライナー建設（株）
茨城県下妻市堀篭１４
７１－１

一般競争入札 有 56,592,000 52,380,000 92.56%
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Ｈ２７岩瀬国道管内交
通安全施設工事

茨城県桜川市 ～ 茨城
県筑西市

152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

2015/9/30 ライナー建設（株）
茨城県下妻市堀篭１４
７１－１

一般競争入札 有 59,464,800 55,620,000 93.53%

中部横断向之沢橋梁上
部工事

山梨県南巨摩郡南部町 548日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2015/9/30
ＪＦＥエンジニアリン
グ（株）

神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

一般競争入札 有 1,137,283,200 1,060,560,000 93.25%

Ｈ２７下馬整正工事 茨城県稲敷市 159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 2015/9/30 水郷建設（株）
茨城県潮来市上戸２０
１３

一般競争入札 有 130,766,400 116,640,000 89.20%


	競争（工事）

