
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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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・
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予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２７鬼怒統管河川情
報設備更新工事

栃木県宇都宮市 137日間 通信設備工事 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

2015/11/2 （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 98,020,800 96,098,400 98.04%

中部横断向之沢橋梁下
部（その２）工事

山梨県南巨摩郡南部町 364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

2015/11/2 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

一般競争入札 有 244,576,800 217,080,000 88.76%

Ｈ２７仙波大橋他耐震
補強補修工事

埼玉県川越市 142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

2015/11/4
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 183,135,600 160,380,000 87.57%

Ｈ２７越本護岸工事 群馬県利根郡片品村 141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 2015/11/5 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 97,102,800 83,700,000 86.20%

Ｈ２７旗井堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 130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

2015/11/5
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 127,753,200 111,456,000 87.24%

越本第１４帯護岸工事 群馬県利根郡片品村 459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 2015/11/6 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 172,573,200 151,200,000 87.61%

Ｈ２７譲原地下水位計
設置工事

群馬県藤岡市 137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 2015/11/6
（株）フィスコーポ
レーション

群馬県前橋市上泉町１
３１

一般競争入札 有 15,638,400 14,256,000 91.16%
Ｈ２７千葉・酒々井管
内交通安全施設設置工
事

千葉県千葉市 ～ 千葉
県市原市

146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

2015/11/6 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 89,143,200 86,940,000 97.53%

Ｈ２７佐波堤防強化
（上）外工事

埼玉県加須市 129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

2015/11/6 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 73,591,200 64,260,000 87.32%

Ｈ２７宮ヶ瀬ダム情報
表示設備更新工事

神奈川県愛甲郡愛川町 143日間 通信設備工事 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

2015/11/9 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 73,029,600 64,044,000 87.70%

Ｈ２７鬼怒統管電源設
備工事

栃木県宇都宮市 130日間
受変電設備工
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

2015/11/9 サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－
６－３

一般競争入札 有 42,876,000 38,664,000 90.18%

Ｈ２７北浦浚渫工事 茨城県鉾田市 122日間
河川しゅんせ
つ工事

霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/11/9 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 118,692,000 116,640,000 98.27%

Ｈ２６川尻上流地区堤
防嵩上工事

茨城県神栖市 137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

2015/11/9 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 286,977,600 254,880,000 88.82%
Ｈ２７富士川砂防事務
所ＩＰネットワーク改
修工事

山梨県甲府市 111日間 通信設備工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/11/10 （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 26,362,800 23,198,400 88.00%

Ｈ２７片品川流域砂防
整備工事

群馬県利根郡片品村 ～
群馬県沼田市

128日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2015/11/11 角田建設工業（株）
群馬県利根郡片品村須
賀川７－１

一般競争入札 有 33,804,000 30,780,000 91.05%

Ｈ２７八ッ場ダム管内
工事用道路補修工事

群馬県吾妻郡長野原町 135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

2015/11/11 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

一般競争入札 有 31,579,200 28,944,000 91.66%

Ｈ２７船橋管内交通安
全施設設置工事

千葉県八千代市 ～ 千
葉県千葉市

141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

2015/11/11 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 166,255,200 162,000,000 97.44%

Ｈ２７弥兵衛堤防強化
（上）工事

埼玉県加須市 135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

2015/11/11 真下建設（株）
埼玉県本庄市日の出１
－５－７

一般競争入札 有 111,445,200 97,621,200 87.60%
国立感染症研究所村山
庁舎（Ｈ２７）外構整
備工事

東京都武蔵村山市 110日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/11/11
（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 13,737,600 12,830,955 93.40%

Ｈ２７多摩川是政樋管
渡河橋梁工事

東京都府中市 168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

2015/11/12 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 119,890,800 115,884,000 96.66%

中部横断角打橋下部工
事

山梨県南巨摩郡身延町 446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

2015/11/12 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

一般競争入札 有 596,538,000 529,200,000 88.71%

Ｈ２７荒川西区宝来下
（その２）築堤工事

埼玉県さいたま市 103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

2015/11/12 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 139,168,800 135,000,000 97.00%

北千葉道路松崎高架橋
Ｄランプ橋上部工事

千葉県成田市 230日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2015/11/13
宮地エンジニアリング
（株）

東京都中央区日本橋富
沢町９－１９

一般競争入札 有 264,330,000 235,116,000 88.95%

旧警視庁第二機動隊
（１５）構内整備工事

東京都墨田区 138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

2015/11/13 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 185,436,000 181,440,000 97.85%

Ｈ２６釜無川出張所非
常用発電装置設置工事

長野県諏訪郡富士見町 129日間
受変電設備工
事

富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2015/11/17 （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 26,816,400 26,190,000 97.66%

Ｈ２７利根川左岸水防
拠点工事

埼玉県加須市 135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

2015/11/17 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 190,069,200 166,860,000 87.79%

Ｈ２７二瀬ダム水質監
視設備改修工事

埼玉県秩父市 134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

2015/11/18 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

一般競争入札 有 16,750,800 16,740,000 99.94%

Ｈ２７霞ヶ浦ＣＣＴＶ
設備整備工事

茨城県稲敷郡美浦村 ～
茨城県かすみがうら市

130日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/11/19 田中電気（株）
東京都千代田区外神田
１－１５－１３

一般競争入札 有 26,060,400 22,680,000 87.03%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その１２）工事

神奈川県横浜市 498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

2015/11/19 （株）安藤・間
東京都港区虎ノ門２－
２－５

一般競争入札 有 1,133,146,800 1,016,280,000 89.69%

東京外環中央ＪＣＴ北
側ランプ工事

東京都三鷹市 854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

2015/11/20
東京外環中央ＪＣＴ北
側ランプ工事鹿島・竹
中土木特定建設工事共

東京都港区赤坂２ー１
４－２７

一般競争入札 有 18,425,804,400 14,860,800,000 80.65%

Ｈ２７大山地区浚渫外
工事

茨城県稲敷郡美浦村 126日間
河川しゅんせ
つ工事

霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/11/20 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 82,317,600 73,008,000 88.69%
Ｈ２７常陸川閘門部上
流水門外ゲート設備修
繕工事

茨城県神栖市 122日間 機械設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/11/24
（株）ＩＨＩインフラ
建設

東京都江東区東陽７－
１－１

一般競争入札 有 33,793,200 30,240,000 89.49%

国道２４６号渋谷駅東
口歩道橋架替工事

東京都渋谷区 857日間 鋼橋上部工事 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

2015/11/24
国道２４６号渋谷駅東
口歩道橋架替工事東
急・ＪＦＥ特定建設工

東京都渋谷区渋谷１－
１６－１４

一般競争入札 有 2,648,872,800 2,407,104,000 90.87%

中部横断富沢ＩＣラン
プ跨道橋下部工事

山梨県南巨摩郡南部町 372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

2015/11/24 国際建設（株）
山梨県甲府市塩部４－
１５－５

一般競争入札 有 230,655,600 203,040,000 88.03%
２０号調布市飛田給・
府中市白糸台電線共同
溝（その２）工事

東京都調布市 ～ 東京
都府中市

462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

2015/11/24 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

一般競争入札 有 277,614,000 247,320,000 89.09%

Ｈ２７管内交通安全施
設整備工事

神奈川県相模原市 ～
東京都八王子市

128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

2015/11/24 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

一般競争入札 有 112,590,000 99,684,000 88.54%
２０号調布市飛田給・
府中市白糸台電線共同
溝工事

東京都調布市 461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

2015/11/25 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 269,967,600 237,600,000 88.01%
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日本社会事業大学学生
寮（Ｈ２７）建築改修
その他工事

東京都清瀬市 126日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/11/25
（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 179,820,000 163,836,000 91.11%

中部横断自動車道　下
平第一橋上部工事

長野県佐久市 485日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2015/11/25 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 一般競争入札 有 575,596,800 510,948,000 88.77%

大月バイパス抑止杭他
工事

山梨県大月市 309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

2015/11/26 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 125,982,000 118,800,000 94.30%

Ｈ２７古河中田新田地
区築堤工事

茨城県古河市 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

2015/11/27 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 266,414,400 235,008,000 88.21%

Ｈ２７秋山川築堤護岸
工事

栃木県佐野市 177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

2015/11/30 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 142,354,800 124,740,000 87.63%


	競争（工事）

