
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下川排水樋管撤
去工事

東京都江戸川区 243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 2015/10/1 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 240,267,600 237,600,000 98.89%

Ｈ２７坂手築堤護岸工
事

茨城県常総市 159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

2015/10/1 新井土木（株） 茨城県常総市大房２７ 一般競争入札 有 147,582,000 139,320,000 94.40%

Ｈ２７大事沢下流砂防
堰堤改築工事

栃木県日光市 181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

2015/10/1 那須土木（株）
栃木県大田原市中央１
－１３－１０

一般競争入札 有 142,462,800 124,740,000 87.56%

Ｈ２７大谷川（針貝そ
の２）護岸工事

栃木県日光市 166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

2015/10/1 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 111,650,400 97,200,000 87.06%

Ｈ２７白州出張所砂防
整備工事

山梨県北杜市 ～ 山梨
県韮崎市

176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

2015/10/1 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 18,273,600 17,496,000 95.74%

Ｈ２７三栗谷排水樋管
改築工事

栃木県足利市 243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

2015/10/1 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 231,735,600 228,960,000 98.80%

手打沢下護岸工事 山梨県南巨摩郡身延町 176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

2015/10/1 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 257,742,000 228,636,000 88.71%

Ｈ２７手打沢護岸工事 山梨県南巨摩郡身延町 176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

2015/10/1 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 224,272,800 199,476,000 88.94%

Ｈ２７荒川下流管内船
着場維持浚渫工事

東京都江戸川区 150日間
河川しゅんせ
つ工事

荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2015/10/2 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

一般競争入札 有 89,683,200 82,620,000 92.12%

Ｈ２７上増田砂防堰堤
補強工事

群馬県安中市 175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 2015/10/2 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 121,629,600 108,000,000 88.79%

Ｈ２７大谷田地区堤防
整備工事

東京都足立区 146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 2015/10/2 坂田建設（株）
東京都墨田区緑４－２
１－２

一般競争入札 有 122,558,400 106,920,000 87.24%

関税中央分析所倉庫外
１件（１５）建築改修
その他工事

千葉県柏市 119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

2015/10/2 永井建設（株）
東京都葛飾区お花茶屋
１－３－５

一般競争入札 有 51,624,000 47,520,000 92.05%

Ｈ２７日光砂防施設整
備（その２）工事

栃木県日光市 172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

2015/10/5 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 61,495,200 57,024,000 92.73%

圏央道稲敷地区環境整
備（１）工事

茨城県稲敷市 ～ 茨城
県稲敷郡河内町

269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

2015/10/5 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

一般競争入札 有 119,080,800 116,640,000 97.95%

Ｈ２７寺尾町（２工
区）築堤工事

群馬県高崎市 172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 2015/10/5 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 138,898,800 123,552,000 88.95%

Ｈ２７稲築堤工事 茨城県取手市 169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

2015/10/5 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 72,144,000 64,800,000 89.82%

Ｈ２７四ツ木橋下流左
岸河岸再生工事

東京都葛飾区 177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 2015/10/6
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区九段北
４－２－２８

一般競争入札 有 214,963,200 198,720,000 92.44%

Ｈ２７・Ｈ２８十和築
堤工事

茨城県つくばみらい市 253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

2015/10/6 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 250,938,000 220,644,000 87.93%

Ｈ２７十和築堤工事 茨城県つくばみらい市 161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

2015/10/6 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 121,359,600 113,400,000 93.44%

Ｈ２７釜無川出張所砂
防整備工事

長野県諏訪郡富士見町
～ 山梨県北杜市

171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

2015/10/6 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 14,860,800 14,688,000 98.84%

Ｈ２７早川出張所砂防
整備工事

山梨県南アルプス市 ～
山梨県南巨摩郡早川町

171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

2015/10/6 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 19,375,200 17,820,000 91.97%

Ｈ２７国営ひたち海浜
公園建築改修工事

茨城県ひたちなか市 171日間 建築工事 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

2015/10/6 （株）小林工務店
東京都千代田区麹町２
－１４－２麹町Ｎ
Ｋビル

一般競争入札 有 43,210,800 39,852,000 92.23%

Ｈ２６大福田堤防強化
（上・下）工事

茨城県猿島郡五霞町 146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

2015/10/6 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 288,165,600 255,420,000 88.64%

保土ヶ谷バイパス環境
対策工事

神奈川県横浜市 177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

2015/10/6 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 171,104,400 165,240,000 96.57%

Ｈ２７栗橋東堤防強化
（下）工事

埼玉県久喜市 171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

2015/10/6 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 224,607,600 198,720,000 88.47%

国道６号大和田拡幅茂
宮川橋下部（３）工事

茨城県日立市 267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

2015/10/7 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

一般競争入札 有 102,967,200 99,360,000 96.50%

Ｈ２７中野台地区低水
護岸工事

千葉県野田市 237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 2015/10/7 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 282,268,800 250,776,000 88.84%

華厳工事用仮設備設置
工事

栃木県日光市 170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

2015/10/7 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 93,916,800 86,400,000 92.00%

Ｈ２６原坪堤防強化
（下）工事

茨城県猿島郡五霞町 163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

2015/10/7 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 125,971,200 110,322,000 87.58%

３５７号湾岸千葉地区
舗装その４工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県千葉市

175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

2015/10/8 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 108,010,800 108,000,000 99.99%

Ｈ２７日光砂防事務所
庁舎外防水改修その他
工事

栃木県日光市 174日間 建築工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2015/10/8 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

通常型指名競争入札 0 30,996,000 28,620,000 92.33%

横浜税関港南台寮（Ｈ
２７）建築改修その他
工事

神奈川県横浜市 141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

2015/10/8 日本メックス（株）
東京都中央区入船３－
６－３

一般競争入札 有 58,557,600 55,944,000 95.54%

Ｈ２７常陸川水門外防
食工事

茨城県神栖市 168日間 塗装工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/10/9 （株）ナカボーテック
東京都中央区新川２－
５－２

一般競争入札 有 30,304,800 29,700,000 98.00%

Ｈ２７甲府管内ＣＣＴ
Ｖカメラ設置工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

174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

2015/10/9 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１
－５－４６

一般競争入札 有 42,444,000 41,796,000 98.47%
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Ｈ２７日立国道管内交
通安全施設工事

茨城県日立市 ～ 茨城
県高萩市

143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

2015/10/9 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 62,434,800 61,020,000 97.73%

Ｈ２７国分寺管内歩道
橋補修（その２）工事

栃木県宇都宮市 168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

2015/10/9 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 32,767,200 31,752,000 96.90%

Ｈ２７堅磐河道掘削工
事

茨城県常陸太田市 139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

2015/10/13 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５
－８１１－２

一般競争入札 有 178,891,200 156,924,000 87.72%

Ｈ２７荒川上流貯水池
機場受変電設備工事

埼玉県さいたま市 170日間
受変電設備工
事

荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2015/10/13 （株）正興電機製作所
福岡県福岡市博多区東
光２－７－２５

一般競争入札 有 113,486,400 99,360,000 87.55%

Ｈ２６西水元三丁目地
区堤防整備工事

東京都葛飾区 139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 2015/10/13 松井建設（株）
東京都中央区新川１－
１７－２２

一般競争入札 有 286,837,200 258,228,000 90.03%

Ｈ２６北小岩一丁目地
区堤防整備（その３）
工事

東京都江戸川区 139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 2015/10/13 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 219,704,400 216,000,000 98.31%

Ｈ２７五十里ダム流木
止設置工事

栃木県日光市 73日間 維持修繕工事 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

2015/10/13 斉藤建設（株）
栃木県日光市鬼怒川温
泉大原坂の下８７２－
４

一般競争入札 有 13,219,200 11,340,000 85.78%

Ｈ２７相俣ダム法面補
修工事

群馬県利根郡みなかみ
町

149日間 法面処理工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2015/10/13 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 37,864,800 37,800,000 99.83%

Ｈ２７八潮水門耐震対
策工事

埼玉県八潮市 534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 2015/10/14 荒木建設工業（株）
埼玉県さいたま市大宮
区天沼町１－４７６－
２

一般競争入札 有 240,354,000 235,440,000 97.96%

堀之内地区改良その４
工事

千葉県市川市 169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 2015/10/14 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 295,228,800 264,600,000 89.63%

Ｈ２７豊野－赤川除雪
作業

長野県長野市 ～ 長野
県上水内郡信濃町

168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

2015/10/15 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

一般競争入札 有 71,971,200 65,556,000 91.09%

Ｈ２７湯西川ダム発電
所関連土木工事

栃木県日光市 106日間 一般土木工事 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

2015/10/15 （株）阿部工務店
栃木県日光市湯西川９
７４

一般競争入札 有 14,148,000 13,932,000 98.47%

Ｈ２７久蔵口山腹工事 栃木県日光市 281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

2015/10/15 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 97,588,800 89,640,000 91.85%

Ｈ２７昭和整備工事
東京都立川市 ～ 東京
都昭島市

137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 2015/10/15 西武造園（株）
東京都豊島区南池袋２
－３０－１１

一般競争入札 有 158,846,400 139,536,000 87.84%

警視庁第八機動隊（１
５）電気設備改修工事

東京都新宿区 167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

2015/10/15 （有）ケイアンドアイ
東京都新宿区早稲田町
７７

一般競争入札 有 29,905,200 29,052,000 97.15%

Ｈ２７荒川あきがせ緊
急用船着場整備工事

埼玉県さいたま市 153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

2015/10/15
（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 165,078,000 154,440,000 93.56%

Ｈ２７東京外環環境整
備（その２）工事

東京都練馬区 ～ 東京
都三鷹市

167日間 維持修繕工事 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

2015/10/16 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 277,808,400 270,000,000 97.19%

Ｈ２７荒川西遊馬地区
河川防災ステーション
整備工事

埼玉県さいたま市 161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

2015/10/16 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 227,437,200 199,800,000 87.85%

Ｈ２７滑川第三十四床
固工工事

群馬県高崎市 158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 2015/10/19 （株）佐藤建設工業
群馬県渋川市小野子１
５７９番地

一般競争入札 有 161,514,000 144,180,000 89.27%

成田国際空港警備隊
（１５）電気設備改修
工事

千葉県成田市 148日間 電気設備工事 東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2015/10/19
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 66,592,800 65,880,000 98.93%

平成２７年度川崎国道
多摩宿舎Ａ棟構内整備
工事

神奈川県川崎市 163日間 建築工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2015/10/19 （株）正建
神奈川県相模原市麻溝
台７－１３－１９

通常型指名競争入札 0 35,218,800 33,480,000 95.06%

Ｈ２７古河中田地区築
堤工事

茨城県古河市 144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

2015/10/19 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 284,893,200 251,100,000 88.14%

Ｈ２７横利根川護岸補
強工事

千葉県香取市 ～ 茨城
県稲敷市

150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 2015/10/20 松原建設（株）
茨城県稲敷市西代２８
５２

一般競争入札 有 72,446,400 63,288,000 87.36%

Ｈ２７多摩川五反田川
放水路樋門築造工事

神奈川県川崎市 1252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

2015/10/20 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 1,985,947,200 1,899,504,000 95.65%

Ｈ２７画像蓄積装置設
置工事

千葉県野田市 132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 2015/10/20 富士通（株）
東京都港区東新橋１丁
目５番２号

一般競争入札 有 62,521,200 55,620,000 88.96%

有明の丘基幹的広域防
災拠点施設（１５）建
築改修その他工事

東京都江東区 162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

2015/10/20
（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 195,480,000 186,840,000 95.58%

Ｈ２７京浜河川情報伝
達設備更新工事

神奈川県横浜市 157日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2015/10/20 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 19,159,200 18,900,000 98.65%

国道６号千代田石岡Ｂ
Ｐ外改良工事

茨城県かすみがうら市
～ 茨城県石岡市

156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

2015/10/21 （株）木村工務店
茨城県石岡市若松１－
４－８

一般競争入札 有 61,581,600 50,760,000 82.43%

Ｈ２６今上地区堤防整
備工事

千葉県野田市 131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 2015/10/21 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

一般競争入札 有 157,690,800 143,208,000 90.82%

Ｈ２７松木山腹（松木
口）工事

栃木県日光市 156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

2015/10/21 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 89,575,200 83,268,000 92.96%

Ｈ２７滑川第３６帯工
外工事

群馬県高崎市 155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 2015/10/22 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 142,711,200 131,760,000 92.33%

Ｈ２７多摩川宮沢町帯
工工事

東京都昭島市 155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

2015/10/22 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 295,120,800 262,332,000 88.89%

Ｈ２７田尻地区矢板防
食他工事

千葉県市川市 161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 2015/10/22 （株）吉田組
兵庫県姫路市広畑区正
門通３－６－２

一般競争入札 有 120,506,400 113,400,000 94.10%

Ｈ２７　２０号ＣＣＴ
Ｖ設備改修工事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

161日間 通信設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2015/10/22
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 16,610,400 14,148,000 85.18%
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Ｈ２７多摩川戸手地区
堤防整備工事

神奈川県川崎市 154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

2015/10/23 宮内建設（株）
神奈川県横浜市緑区鴨
居４－６３－５

一般競争入札 有 278,931,600 247,104,000 88.59%

Ｈ２７相模川新田排水
樋管改築工事

神奈川県平塚市 159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

2015/10/23 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 125,874,000 124,556,400 98.95%

Ｈ２７トンネル非常警
報設備設置工事

神奈川県伊勢原市 ～
神奈川県足柄上郡山北
町

144日間 通信設備工事 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

2015/10/23 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 97,232,400 85,860,000 88.30%

五井（その１）電線共
同溝工事

千葉県市原市 160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

2015/10/23 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 239,198,400 208,980,000 87.37%

Ｈ２７荒川西区川越線
下流上築堤工事

埼玉県さいたま市 154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

2015/10/23
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 237,816,000 211,896,000 89.10%

Ｈ２７笹目水門耐震対
策工事

埼玉県戸田市 151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 2015/10/26 岩倉建設（株）
北海道札幌市中央区南
１条西７－１６－２

一般競争入札 有 187,077,600 166,104,000 88.79%

Ｈ２７高崎管内ＣＣＴ
Ｖ設備工事

群馬県太田市 ～ 群馬
県伊勢崎市

141日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2015/10/26 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 30,272,400 26,460,000 87.41%

Ｈ２７横浜国道管内被
監視制御装置設置工事

神奈川県横浜市 151日間 通信設備工事 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

2015/10/26 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－５７

一般競争入札 有 57,445,200 56,916,000 99.08%

二ツ木（その２）電線
共同溝工事

千葉県松戸市 157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

2015/10/26
（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 233,928,000 201,960,000 86.33%

Ｈ２６釈迦堤防強化
（上）工事

茨城県猿島郡五霞町 154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

2015/10/26 中原建設（株）
埼玉県川口市柳崎５－
２－３３

一般競争入札 有 105,559,200 94,500,000 89.52%

Ｈ２７遅沢川下流護岸
工事

群馬県吾妻郡長野原町 150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 2015/10/27 東光建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字横壁５０１

一般競争入札 有 119,804,400 114,480,000 95.56%

Ｈ２６葛和田堤防強化
工事

埼玉県熊谷市 150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

2015/10/27 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 260,614,800 229,284,000 87.98%

Ｈ２６大野堤防強化工
事

埼玉県熊谷市 150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

2015/10/27 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 274,816,800 248,400,000 90.39%

Ｈ２７荒川太郎右衛門
自然再生工事

埼玉県桶川市 149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

2015/10/27 （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 122,742,000 106,920,000 87.11%

Ｈ２７遅沢川上流護岸
工事

群馬県吾妻郡長野原町 149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 2015/10/28 都建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字長野原１３６９－
１

一般競争入札 有 151,318,800 143,640,000 94.93%

Ｈ２７鶴見川矢向護岸
改良工事

神奈川県横浜市 149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

2015/10/28
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区九段北
４－２－２８

一般競争入札 有 240,030,000 212,209,200 88.41%

動物医薬品検査所空調
動物舎（１５）建築改
修その他工事

東京都国分寺市 121日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/10/28
（株）アーク・プラン
ニング

岡山県岡山市北区表町
１－５－１

一般競争入札 有 15,260,400 14,595,471 95.64%

舞浜地区改良工事 千葉県浦安市 154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 2015/10/29 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 125,982,000 110,160,000 87.44%

中部横断桑柄沢川橋他
下部工事

山梨県南巨摩郡身延町 398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

2015/10/29 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

一般競争入札 有 227,804,400 200,556,000 88.04%

千葉県警察第一機動隊
外１件（Ｈ２７）建築
改修その他工事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県千葉市

153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

2015/10/29 古川建設（株）
千葉県柏市戸張１３７
３－５

一般競争入札 0 94,938,480 85,307,520 89.87%

１号小和田電線共同溝
工事

神奈川県茅ヶ崎市 154日間
アスファルト
舗装工事

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

2015/10/29
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 179,020,800 154,440,000 86.27%

Ｈ２６平井高潮堤防工
事

東京都江戸川区 153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 2015/10/30 松本建設（株）
富山県砺波市千保２９
７

一般競争入札 有 133,380,000 132,840,000 99.60%

Ｈ２７横壁地区代替地
他整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 336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

2015/10/30 東光建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字横壁５０１

一般競争入札 有 112,233,600 108,000,000 96.23%

根岸樋管撤去工事 群馬県藤岡市 110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 2015/10/30 塚越土建（株）
群馬県藤岡市中栗須１
１６－２

一般競争入札 有 16,318,800 16,200,000 99.27%

Ｈ２７拝島橋耐震補強
工事

東京都昭島市 153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

2015/10/30 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 116,629,200 113,940,000 97.69%

Ｈ２７吉野橋他補修工
事

神奈川県相模原市 153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

2015/10/30
ショーボンド建設
（株）

東京都中央区日本橋箱
崎町７－８

一般競争入札 有 169,484,400 165,240,000 97.50%

Ｈ２７大野上流堤防強
化工事

埼玉県熊谷市 147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

2015/10/30 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 287,431,200 253,044,000 88.04%


	競争（工事）

