
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
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一般競争入札・

指名競争入札の別
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の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

Ｈ２７利根ダム庁舎空
調設備他改修工事

群馬県前橋市 120日間
暖冷房衛生設
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

2015/12/1
パナソニックＥＳファ
シリティエンジニアリ
ング（株）

群馬県前橋市古市町１
－５０－１４

通常型指名競争入札 0 29,538,000 29,160,000 98.72%

Ｈ２７二瀬ダム管内整
備工事

埼玉県秩父市 120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

2015/12/2 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

一般競争入札 有 57,650,400 56,829,600 98.58%

国道１６号町田立体標
識設置他工事

神奈川県横浜市都筑区
～ 東京都町田市

120日間 一般土木工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2015/12/2 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－
２０－２８

一般競争入札 有 166,244,400 143,640,000 86.40%

Ｈ２７荒川西区上江橋
上流築堤工事

埼玉県さいたま市 181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

2015/12/2 伊藤組土建（株）
北海道札幌市中央区北
４条西４－１

一般競争入札 有 273,240,000 241,704,000 88.46%

Ｈ２７楢沢上流砂防堰
堤補強外工事

群馬県多野郡神流町 ～
群馬県多野郡上野村

113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 2015/12/3 黒沢建設（株）
群馬県多野郡神流町大
字生利１７１１－２

一般競争入札 有 106,660,800 94,932,000 89.00%

Ｈ２７鶴見川元宮耐震
堤防工事

神奈川県横浜市鶴見区 174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

2015/12/3 （株）淺沼組
大阪府大阪市天王寺区
東高津町１２ー６

一般競争入札 有 426,276,000 377,892,000 88.65%

圏央道利根川護岸その
２工事

茨城県猿島郡五霞町 180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

2015/12/3 （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 217,706,400 192,672,000 88.50%

Ｈ２７鬼怒統ネット
ワーク設備工事

栃木県宇都宮市 ～ 栃
木県日光市

111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

2015/12/4 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 25,909,200 25,488,000 98.37%

二瀬ダム堤体維持補修
工事

埼玉県秩父市 390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

2015/12/4 （株）熊谷組
東京都新宿区津久戸町
２－１

一般競争入札 有 171,784,800 163,728,000 95.31%

国道５１号北千葉地区
改良舗装その２工事

千葉県四街道市 118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

2015/12/4 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 117,428,400 116,640,000 99.33%

圏央道利根川護岸その
３工事

茨城県猿島郡境町 176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

2015/12/7 （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 210,837,600 185,760,000 88.11%

Ｈ２７御前山環境整備
工事

茨城県東茨城郡城里町 113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

2015/12/8 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村白
方５３８－２

一般競争入札 有 63,644,400 56,700,000 89.09%

Ｈ２７長野原地区外管
内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 113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

2015/12/9 中島建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原畑８８８－１
１

一般競争入札 有 15,908,400 15,120,000 95.04%

国道６号堅倉地区舗装
修繕工事

茨城県小美玉市 82日間
アスファルト
舗装工事

常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2015/12/9 小松崎工業（株）
茨城県石岡市貝地２－
１４－２

一般競争入札 有 19,904,400 18,306,000 91.97%

Ｈ２７十四番地区波浪
対策工事

茨城県潮来市 188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 2015/12/9 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７
２６－２

一般競争入札 有 209,314,800 183,492,000 87.66%

国土地理院（Ｈ２７）
建築改修その他工事

茨城県つくば市 204日間 建築工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2015/12/9 （株）三共建設
茨城県つくば市春日２
－２４－３

一般競争入札 有 73,872,000 66,009,600 89.36%

日本社会事業大学（１
５）電気設備改修工事

東京都清瀬市 140日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2015/12/10 新生テクノス（株）
東京都港区芝公園２－
４－１

一般競争入札 有 124,848,000 113,400,000 90.83%

Ｈ２７押付地区盛土撤
去工事

茨城県北相馬郡利根町 106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

2015/12/10 福智建設工業（株）
茨城県龍ヶ崎市新町４
４３８－８

一般競争入札 有 50,673,600 44,604,000 88.02%

Ｈ２７川原湯地区外管
内整備工事

群馬県吾妻郡長野原町 111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

2015/12/11 （株）シノ
群馬県吾妻郡長野原町
川原湯１４７

一般競争入札 有 15,584,400 15,120,000 97.02%

Ｈ２７利根川下流部高
水敷掘削工事

千葉県香取郡東庄町 102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

2015/12/14 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 40,899,600 37,260,000 91.10%

Ｈ２７新巻放流警報表
示設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町

101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

2015/12/15 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 10,951,200 10,800,000 98.62%

Ｈ２７通信設備監視制
御装置設置工事

千葉県野田市 ～ 埼玉
県三郷市

101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 2015/12/15 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 39,236,400 38,880,000 99.09%
Ｈ２７道の駅「こも
ち」便所改修その他工
事

群馬県渋川市 183日間 建築工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2015/12/15 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４
１３－１

一般競争入札 有 69,487,200 68,796,000 99.01%

Ｈ２７川原湯地区橋梁
上部工工事

群馬県吾妻郡長野原町 289日間 鋼橋上部工事 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

2015/12/16 （株）北都鉄工
石川県白山市福留町５
５５番地

一般競争入札 有 120,960,000 108,000,000 89.29%

Ｈ２７横利根水門取付
護岸補修外工事

茨城県稲敷市 ～ 千葉
県香取市

196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

2015/12/17 石井工業（株）
千葉県香取市佐原口２
０９７－３８

一般競争入札 有 54,248,400 52,920,000 97.55%

矢切堀之内電線共同溝
その４工事

千葉県市川市 288日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/17 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 252,698,400 221,400,000 87.61%

Ｈ２７横浜国道管内Ｃ
ＣＴＶ設置工事

神奈川県足柄下郡箱根
町

104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

2015/12/18 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

一般競争入札 有 38,102,400 37,800,000 99.21%
埼玉県警察学校第五生
徒寮（１５）機械設備
改修その他工事

埼玉県さいたま市 147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

2015/12/18 アートテクノ（株）
東京都小金井市桜町２
－１１－１３

一般競争入札 有 32,551,200 30,078,000 92.40%

矢切堀之内電線共同溝
その３工事

千葉県市川市 287日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/18
日瀝道路・ニチレキ
（共）

東京都千代田区九段北
４－３－２９

一般競争入札 有 222,285,600 199,800,000 89.88%

矢切堀之内電線共同溝
その１工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

298日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/21 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 294,030,000 257,148,000 87.46%

田尻高谷電線共同溝そ
の１工事

千葉県市川市 298日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/21 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 269,200,800 235,224,000 87.38%

矢切堀之内電線共同溝
その２工事

千葉県市川市 284日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/21 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

一般競争入札 有 290,606,400 260,280,000 89.56%

Ｈ２７沖宿地区自然再
生整備工事

茨城県土浦市 176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 2015/12/21 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 181,947,600 165,240,000 90.82%

Ｈ２７鉾田出張所排水
設備改修工事

茨城県鉾田市 95日間
暖冷房衛生設
備工事

霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2015/12/21 （株）大成設備工業
茨城県ひたちなか市後
台４５４－５

一般競争入札 有 4,903,200 4,752,000 96.92%

八ッ場ダム金井宿舎排
水設備改修工事

群馬県渋川市 85日間
暖冷房衛生設
備工事

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

2015/12/21 富沢設備（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町
岩下６３９

一般競争入札 有 4,838,400 4,752,000 98.21%

田尻高谷電線共同溝そ
の２工事

千葉県市川市 330日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/21
（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 256,694,400 224,100,000 87.30%

堀之内歩道橋設置工事 千葉県市川市 314日間 鋼橋上部工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/22
（株）巴コ－ポレ－
ション

東京都中央区勝どき４
－５－１７

一般競争入札 有 230,256,000 208,656,000 90.62%
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塩嶺大橋床版他工事 長野県岡谷市 191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

2015/12/22 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 283,953,600 254,880,000 89.76%

Ｈ２７宇都宮国道管内
区画線設置工事

栃木県佐野市 ～ 栃木
県足利市

82日間 塗装工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2015/12/24 交安興業（株）
栃木県下都賀郡壬生町
大字壬生甲１１５２

一般競争入札 有 11,782,800 10,800,000 91.66%

田尻高谷電線共同溝そ
の４工事

千葉県市川市 295日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/24 大有建設（株）
愛知県名古屋市中区金
山５－１４－２

一般競争入札 有 278,823,600 243,000,000 87.15%

Ｈ２７加茂地先護岸補
修工事

茨城県かすみがうら市 95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 2015/12/25 （株）菱木土建
茨城県潮来市釜谷４６
４－１

一般競争入札 有 24,602,400 24,300,000 98.77%

Ｈ２７荒川熊谷市久下
築堤工事

埼玉県熊谷市 158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

2015/12/25 初雁興業（株）
埼玉県川越市鯨井１７
０５－２

一般競争入札 有 208,882,800 184,680,000 88.41%

田尻高谷電線共同溝そ
の３工事

千葉県市川市 326日間
アスファルト
舗装工事

首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2015/12/25 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 289,569,600 255,744,000 88.32%


	競争（工事）

