
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

矢切北国分地区改良舗
装その１工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

300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 2016/1/5 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台３ー１２５

一般競争入札 有 284,504,400 250,344,000 87.99%

横浜第２合同庁舎外１
件（１５）建築改修そ
の他工事

神奈川県横浜市 450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

2016/1/5 （株）渡辺組
神奈川県横浜市中区南
仲通３－３１

一般競争入札 有 355,320,000 343,440,000 96.66%

１６号武蔵野橋下部他
改良工事

東京都昭島市 ～ 東京
都福生市

205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

2016/1/6 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 171,903,600 171,180,000 99.58%

１６号相模原市緑区橋
本電線共同溝工事

神奈川県相模原市 237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

2016/1/7
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 148,284,000 128,304,000 86.53%

上本郷（その１）電線
共同溝工事

千葉県松戸市 232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

2016/1/12 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区
社台３ー１２５

一般競争入札 有 290,217,600 258,444,000 89.05%

矢切堀之内遮音壁その
１工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

292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 2016/1/13 京成建設（株）
千葉県船橋市宮本４－
１７－３

一般競争入札 有 271,231,200 241,920,000 89.19%

Ｈ２７行徳橋下部（Ａ
２・Ｐ６）工事

千葉県市川市 439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 2016/1/15 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

一般競争入札 有 188,848,800 176,040,000 93.22%

朝霞公共職安（１５）
建築工事

埼玉県朝霞市 345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

2016/1/18 （株）本間組
新潟県新潟市中央区西
湊町通三ノ町３３００
－３

一般競争入札 有 301,536,000 277,560,000 92.05%

Ｈ２７船橋防災セン
ター外空調設備改修そ
の他工事

千葉県船橋市 ～ 千葉
県松戸市

66日間
暖冷房衛生設
備工事

関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2016/1/19 （株）瀧澤興業
千葉県市川市妙典３－
２３－１１

一般競争入札 有 16,934,400 15,552,000 91.84%

Ｈ２７松木川一号砂防
堰堤補強工事

栃木県日光市 163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

2016/1/19 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 66,517,200 60,588,000 91.09%

Ｈ２７木島低水護岸工
事

静岡県富士市 133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

2016/1/19 遠藤建設（株）
静岡県富士市蓼原５４
－７

一般競争入札 有 61,398,000 57,240,000 93.23%

大月バイパス花咲地区
改良工事

山梨県大月市 528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

2016/1/19 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 557,107,200 534,384,000 95.92%

Ｈ２７宮ヶ瀬ダム放流
警報設備更新工事

神奈川県相模原市 ～
神奈川県愛甲郡愛川町

190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

2016/1/21 （株）マルツ電波
福井県福井市豊島２－
７－４

一般競争入札 有 82,728,000 82,080,000 99.22%

Ｈ２７国道１２７号萩
生地区防災対策工事

千葉県富津市 253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

2016/1/21 グリーン産業（株）
新潟県新潟市中央区神
道寺２－２－１０

一般競争入札 有 58,935,600 55,080,000 93.46%

Ｈ２７小高整正工事 茨城県行方市 189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 2016/1/22 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 268,812,000 236,088,000 87.83%

宇都宮法務総合庁舎
（１５）電気設備工事

栃木県宇都宮市 693日間 電気設備工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2016/1/22 川北電気工業（株）
愛知県名古屋市中区栄
４－６－２５

一般競争入札 有 801,576,000 734,400,000 91.62%

中部横断自動車道　月
明川橋下部工事

長野県佐久市 427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

2016/1/22 北野建設（株）
長野県長野市県町５２
４

一般競争入札 有 553,910,400 491,940,000 88.81%

市川共同溝補強その６
工事

千葉県市川市 210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

2016/1/22 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 289,634,400 256,176,000 88.45%

朝霞公共職安（１５）
電気設備工事

埼玉県朝霞市 338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

2016/1/25 宮島電気工事（株）
群馬県高崎市下豊岡町
２８５

一般競争入札 有 79,239,600 75,060,000 94.73%

１６号相模原市橋本地
下道建設工事

神奈川県相模原市 424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

2016/1/25 （株）小島組
神奈川県厚木市栄町１
－２－２

一般競争入札 有 260,776,800 250,992,000 96.25%

宇都宮法務総合庁舎
（１５）建築工事

栃木県宇都宮市 688日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2016/1/27 （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 3,749,760,000 3,467,880,000 92.48%

Ｈ２７利根川上流河川
事務所古河第四宿舎敷
地整備工事

茨城県古河市 58日間 造園工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/1/27 （株）石塚造園
茨城県古河市諸川３５
９

一般競争入札 有 6,080,400 4,514,400 74.25%

Ｈ２７利根川上流河川
事務所杉戸宿舎外敷地
整備工事

埼玉県北葛飾郡杉戸町
～ 埼玉県さいたま市南
区

58日間 造園工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/1/27 （株）石塚造園
茨城県古河市諸川３５
９

一般競争入札 有 3,542,400 1,706,400 48.17%

朝霞公共職安（１５）
機械設備工事

埼玉県朝霞市 335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

2016/1/28 日管（株）
静岡県浜松市中区池町
２２０－４

一般競争入札 有 67,154,400 60,944,400 90.75%

朝霞公共職安（１５）
エレベーター設備工事

埼玉県朝霞市 335日間 機械設備工事 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

2016/1/28
（株）日立ビルシステ
ム

東京都千代田区神田美
土代町７

一般競争入札 有 12,218,000 11,770,880 96.34%
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Ｈ２７荒川下流堀切菖
蒲水門耐震対策工事

東京都葛飾区 787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 2016/1/29 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 274,525,200 273,240,000 99.53%


	競争（工事）

