
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

宇都宮法務総合庁舎
（１５）機械設備工事

栃木県宇都宮市 683日間
暖冷房衛生設
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

2016/2/1 斎久工業（株）
東京都千代田区大手町
２－６－２

一般競争入札 有 1,037,556,000 959,040,000 92.43%

Ｈ２７薗原ダムクレス
トゲート点検歩廊外更
新工事

群馬県沼田市 354日間 機械設備工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/2/1
（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 75,891,600 75,600,000 99.62%

Ｈ２７国道１７号熊谷
（２）電線共同溝工事

埼玉県熊谷市 273日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/2/1 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 159,159,600 141,264,000 88.76%

Ｈ２７・２８国道４号
春日部（２）電線共同
溝工事

埼玉県春日部市 393日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/2/1 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

一般競争入札 有 238,960,800 210,384,000 88.04%

Ｈ２７・２８国道１６
号川越（１）電線共同
溝工事

埼玉県川越市 365日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/2/1 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－１

一般競争入札 有 177,562,800 156,384,000 88.07%

Ｈ２７平川第三砂防堰
堤工事用道路工事

群馬県沼田市 273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 2016/2/1 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 94,705,200 88,560,000 93.51%

１号下末吉電線共同溝
路面復旧工事

神奈川県横浜市 179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

2016/2/1 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 121,284,000 105,840,000 87.27%

Ｈ２７入間川鹿飼樋管
改築工事

埼玉県比企郡川島町 783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

2016/2/2 （株）奥村組
大阪府大阪市阿倍野区
松崎町２－２－２

一般競争入札 有 1,250,478,000 1,137,996,000 91.00%

田尻高谷遮音壁その２
工事

千葉県市川市 272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 2016/2/2 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 265,831,200 249,480,000 93.85%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その６）工事

神奈川県横浜市 423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

2016/2/2 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 220,179,600 194,940,000 88.54%

田尻高谷遮音壁その３
工事

千葉県市川市 272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 2016/2/2 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 228,171,600 212,760,000 93.25%

中部横断中野地区改良
工事

山梨県南巨摩郡南部町 392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

2016/2/3 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 283,618,800 250,020,000 88.15%

東京国税局行徳寮（１
５）建築改修その他工
事

千葉県市川市 414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

2016/2/4 大翔建設（株）
東京都葛飾区奥戸２－
４０－６

一般競争入札 有 207,684,000 202,500,000 97.50%

国道３５７号東品川電
線共同溝路面復旧工事

東京都品川区 176日間
アスファルト
舗装工事

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

2016/2/4 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 195,264,000 169,020,000 86.56%

Ｈ２７釈迦堤防強化
（下）工事

茨城県猿島郡五霞町 143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

2016/2/5 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 125,550,000 110,700,000 88.17%

Ｈ２７須加堤防強化工
事

埼玉県行田市 128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

2016/2/8 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 167,410,800 146,340,000 87.41%

Ｈ２７川妻堤防強化
（上）工事

茨城県猿島郡五霞町 123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

2016/2/8 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 68,515,200 59,184,000 86.38%

中部横断入ノ沢川橋下
部他工事

山梨県南巨摩郡身延町 296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

2016/2/8 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

一般競争入札 有 235,267,200 207,144,000 88.05%

大月バイパス大月第二
トンネル工事

山梨県大月市 403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

2016/2/8 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 941,371,200 827,280,000 87.88%

五十里ダム取水放流設
備新設工事

栃木県日光市 1144日間 機械設備工事 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

2016/2/9 豊国工業（株）
広島県東広島市西条町
御薗宇６４００－３

一般競争入札 有 1,534,496,400 1,380,240,000 89.95%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その９）工事

神奈川県横浜市 413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

2016/2/12 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 273,369,600 240,840,000 88.10%

Ｈ２７大渡戸災害復旧
工事

茨城県結城郡八千代町 292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

2016/2/12 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 416,275,200 366,552,000 88.06%

Ｈ２７激特・若宮戸築
堤（その１）工事

茨城県常総市 180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

2016/2/12 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新
町１８０

通常型指名競争入札 0 280,972,800 247,266,000 88.00%

Ｈ２７・２８国道３５
７号舞浜大橋（山側）
橋梁補修工事

千葉県浦安市 259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

2016/2/15 （株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２
７

一般競争入札 有 98,668,800 89,100,000 90.30%

日本橋税務署（１５）
機械設備改修工事

東京都中央区 409日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2016/2/15 浦安工業（株）
東京都墨田区錦糸２－
８－７

一般競争入札 有 156,060,000 145,152,000 93.01%

Ｈ２７外野本田堤防強
化（下）工事

埼玉県加須市 227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

2016/2/16 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 187,466,400 164,106,000 87.54%

Ｈ２７大越樋ノ口堤防
強化（上・下）工事

埼玉県加須市 131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

2016/2/16 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 74,887,200 65,880,000 87.97%
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川俣ダム管理用制御処
理設備更新工事

栃木県日光市 1505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

2016/2/16 富士電機（株）
東京都品川区大崎１－
１１－２

一般競争入札 有 142,117,200 117,720,000 82.83%

Ｈ２７根本川樋管開閉
装置等修繕工事

千葉県香取市 308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

2016/2/16 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 19,850,400 19,764,000 99.56%

日本橋税務署（１５）
電気設備改修工事

東京都中央区 407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

2016/2/17 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－
２２－１

一般競争入札 有 148,176,000 135,000,000 91.11%

Ｈ２７導水路修繕工事 神奈川県相模原市 196日間 維持修繕工事 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

2016/2/17 （株）山善
神奈川県愛甲郡清川村
煤ヶ谷３０４１

一般競争入札 有 60,706,800 52,920,000 87.17%

新三国トンネル工事
群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 新潟県南魚沼郡
湯沢町

1406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 2016/2/18 （株）フジタ
東京都渋谷区千駄ケ谷
４－２５－２

一般競争入札 有 4,689,846,000 4,233,600,000 90.27%

Ｈ２７水海道高野町災
害復旧工事

茨城県常総市 363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

2016/2/18 （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 359,596,800 318,600,000 88.60%

Ｈ２７中三坂災害復旧
工事

茨城県常総市 363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

2016/2/18 （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 383,994,000 349,056,000 90.90%

Ｈ２７五十里ダム局舎
建築改修工事

栃木県日光市 194日間 建築工事 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

2016/2/18 柴田工業（株）
栃木県宇都宮市駒生町
８０５－３

通常型指名競争入札 0 18,284,400 17,820,000 97.46%

宇都宮法務総合庁舎
（１５）エレベーター
設備工事

栃木県宇都宮市 665日間 機械設備工事 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

2016/2/19
（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 136,818,000 117,712,800 86.04%

Ｈ２７大前第８帯護岸
工事

群馬県吾妻郡嬬恋村 313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 2016/2/19 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 122,893,200 111,456,000 90.69%

Ｈ２７大前護岸工事 群馬県吾妻郡嬬恋村 313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 2016/2/19 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 114,253,200 102,600,000 89.80%

利根統藤原ダム配線路
改修工事

群馬県利根郡みなかみ
町

392日間 電気設備工事 利根川ダム統合管理事務
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/2/19 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 61,614,000 55,080,000 89.40%

Ｈ２７激特・若宮戸築
堤（その２）工事

茨城県常総市 180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

2016/2/19 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

通常型指名競争入札 0 274,611,600 240,354,000 87.53%

Ｈ２７利根砂防情報通
信設備改修工事

群馬県渋川市 38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 2016/2/19 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

一般競争入札 有 65,782,800 63,180,000 96.04%

湘南海上保安署（１
５）電気設備工事

神奈川県藤沢市 370日間 電気設備工事 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

2016/2/24 扶桑電機（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜２－１２－８

一般競争入札 有 71,323,200 66,960,000 93.88%

Ｈ２７ワミ沢右岸下流
崩壊地対策工事

栃木県日光市 219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

2016/2/24 東興ジオテック（株）
東京都港区芝２－１４
－５

一般競争入札 有 82,274,400 75,600,000 91.89%

Ｈ２７激特・前河原築
堤工事

茨城県下妻市 190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

2016/2/24 （株）山中組
栃木県小山市大字間々
田１５６７

通常型指名競争入札 0 254,534,400 228,290,400 89.69%

湘南海上保安署（１
５）建築工事

神奈川県藤沢市 369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

2016/2/25 （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 319,032,000 313,200,000 98.17%

Ｈ２７国道１４号検見
川跨道橋（上り）補修
工事

千葉県千葉市 218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

2016/2/25 大勝建設（株）
大阪府大阪市生野区中
川西１－８－４

一般競争入札 有 171,612,000 158,760,000 92.51%

圏央道冨田地区改良そ
の８工事

茨城県坂東市 187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

2016/2/26 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 282,463,200 247,968,000 87.79%

Ｈ２７圏央道東松山桶
川線改良舗装工事

埼玉県北本市 ～ 埼玉
県桶川市

248日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/2/26 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 259,826,400 227,988,000 87.75%

２０号日野市多摩平
（２）電線共同溝路面
復旧工事

東京都日野市 248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

2016/2/26 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

一般競争入札 有 142,884,000 127,440,000 89.19%

Ｈ２７八日町地下駐車
場機械設備修繕工事

東京都八王子市 217日間 機械設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/2/26 ＪＦＥテクノス（株）
神奈川県横浜市鶴見区
末広町２－１

一般競争入札 有 15,303,600 14,796,000 96.68%

１６号堀口電線共同溝
工事

神奈川県横浜市 399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

2016/2/26 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

一般競争入札 有 169,689,600 147,744,000 87.07%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その１３）工事

神奈川県横浜市 396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

2016/2/29 （株）森本組
大阪府大阪市中央区南
本町２－６－１２

一般競争入札 有 351,194,400 308,880,000 87.95%

日本橋税務署（１５）
建築改修その他工事

東京都中央区 395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

2016/2/29 東急建設（株）
東京都渋谷区渋谷１－
１６－１４

一般競争入札 有 1,299,262,600 1,263,598,192 97.26%

１６号八王子市中野地
区他改良舗装工事

東京都八王子市 214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

2016/2/29 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 198,212,400 173,664,000 87.62%
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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

千葉地方合同庁舎（Ｈ
２７）機械設備改修そ
の他工事

千葉県千葉市 395日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-
1

2016/2/29 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ
町上牧２３４４－１２

一般競争入札 有 145,692,000 142,560,000 97.85%

２０号八王子市追分交
差点改良他（その３）
工事

東京都八王子市 151日間 鋼橋上部工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田
町4-3-13

2016/2/29 （株）エム・テック
埼玉県さいたま市浦和
区高砂３－７－２

一般競争入札 有 158,349,600 158,328,000 99.99%

Ｈ２７ひたち海浜公園
内照明設備改修工事

茨城県ひたちなか市 31日間 電気設備工事 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

2016/2/29 （株）つくば電気通信
茨城県土浦市並木４－
４－４６

一般競争入札 有 18,964,800 15,336,000 80.87%

Ｈ２７・２８草加高架
橋橋梁補修（その１）
工事

埼玉県草加市 354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

2016/2/29
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 258,433,200 223,236,000 86.38%

Ｈ２７・２８草加高架
橋橋梁補修（その３）
工事

埼玉県草加市 350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

2016/2/29
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 201,441,600 173,642,400 86.20%

２４６号愛甲（２）電
線共同溝工事

神奈川県厚木市 396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

2016/2/29 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 236,012,400 205,200,000 86.94%


	競争（工事）

