
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
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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

圏央道猿島地区改良そ
の１２工事

茨城県　坂東市 183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

2016/3/1 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 293,673,600 259,956,000 88.52%

Ｈ２７東海地先築堤工
事

茨城県　神栖市 152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

2016/3/1 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 150,130,800 131,544,000 87.62%

国道５０号川島橋外補
修工事

茨城県　筑西市 91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

2016/3/1
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 127,450,800 113,400,000 88.98%

Ｈ２７南郷床固群法面
対策工事

群馬県　沼田市 213日間 法面処理工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2016/3/1 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－
１４－１４

一般競争入札 有 89,996,400 79,704,000 88.56%

Ｈ２７・２８草加高架
橋橋梁補修（その２）
工事

埼玉県　草加市 387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

2016/3/1
（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 282,322,800 249,480,000 88.37%

栃木税務署小山花垣宿
舎（１５）建築改修そ
の他工事

栃木県　小山市 335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

2016/3/2 （株）羽原工務店
茨城県龍ケ崎市川原代
町３９７５

一般競争入札 有 175,176,000 166,320,000 94.94%

東京国税局大崎倉庫
（１５）建築改修その
他工事

東京都　品川区 380日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/3/2 （株）冨士工
東京都品川区上大崎３
－３－１

一般競争入札 有 273,240,000 270,000,000 98.81%

Ｈ２７大房災害復旧工
事

茨城県　常総市 301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

2016/3/2 佐々木建設（株）
茨城県土浦市真鍋１－
１６－２４

通常型指名競争入札 有 160,120,800 144,504,000 90.25%

Ｈ２７湯沢工事用道路
保全工事

栃木県　日光市 243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

2016/3/2 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 102,945,600 101,217,600 98.32%

Ｈ２７滝向沢砂防堰堤
工事

栃木県　日光市 301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

2016/3/2 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 191,592,000 177,768,000 92.78%

Ｈ２７国道１７号桜木
大成電線共同溝路面復
旧工事

埼玉県　さいたま市 243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

2016/3/2
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 159,256,800 158,544,000 99.55%

Ｈ２７桐ヶ瀬災害復旧
工事

茨城県　下妻市 300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

2016/3/3 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ケ丘
１－２４０２－１

通常型指名競争入札 有 108,464,400 95,040,000 87.62%

圏央道猿島地区改良そ
の１１工事

茨城県　坂東市 181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

2016/3/3 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 294,159,600 261,900,000 89.03%

Ｈ２７華厳上流第一床
固工事

栃木県　日光市 242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

2016/3/3 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 123,886,800 116,748,000 94.24%

Ｈ２７大事沢崩壊地対
策工事

栃木県　日光市 494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

2016/3/3 （株）佐藤組
栃木県大田原市湯津上
１１４０

一般競争入札 有 201,344,400 183,600,000 91.19%

Ｈ２７花島町災害復旧
工事

茨城県　常総市 299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

2016/3/4
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

通常型指名競争入札 有 125,193,600 110,006,640 87.87%

Ｈ２７長塚災害復旧工
事

茨城県　下妻市 299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

2016/3/4 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

通常型指名競争入札 有 152,085,600 135,000,000 88.77%

Ｈ２７奥鬼怒第三砂防
堰堤改築工事

栃木県　日光市 241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

2016/3/4 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 77,846,400 74,304,000 95.45%

根小屋樋管新設工事 群馬県　高崎市 333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 2016/3/4 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 103,723,200 97,200,000 93.71%

Ｈ２７国営ひたち海浜
公園西口トイレ棟新営
他工事

茨城県　ひたちなか市 210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

2016/3/4 山金建設（株）
茨城県那珂市中台７６
７－２

一般競争入札 有 47,714,400 43,200,000 90.54%

Ｈ２７国道１６号堤根
他歩道舗装工事

千葉県　野田市 ～ 千
葉県　柏市

210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

2016/3/4 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 106,585,200 88,884,000 83.39%

横浜湘南道路藤沢改良
舗装工事

神奈川県　藤沢市 296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

2016/3/7 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 175,737,600 159,408,000 90.71%

Ｈ２７小山戸町災害復
旧工事

茨城県　常総市 296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

2016/3/7 石橋建設工業（株）
群馬県太田市東本町５
３－５３

通常型指名競争入札 有 176,839,200 154,656,000 87.46%

Ｈ２７上野災害復旧工
事

茨城県　筑西市 296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

2016/3/7 いなば建設（株）
栃木県小山市大行寺１
２０５－３

通常型指名競争入札 有 129,794,400 112,968,000 87.04%

圏央道猿島地区改良そ
の１３工事

茨城県　坂東市 177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

2016/3/7 奥村組土木興業（株）
大阪府大阪市港区三先
１－１１－１８

一般競争入札 有 441,471,600 387,936,000 87.87%

Ｈ２７北千葉道路北須
賀・押畑地区改良その
３工事

千葉県　成田市 207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

2016/3/7 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 178,999,200 158,652,000 88.63%

下山地区護岸（その
１）工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

268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

2016/3/7 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４
７６－１

一般競争入札 有 279,979,200 247,860,000 88.53%
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下山地区護岸（その
２）工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

268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

2016/3/7 丹澤建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町市川大門２７９０

一般競争入札 有 279,806,400 250,344,000 89.47%

中部横断六郷ＩＣ改良
他工事

山梨県　西八代郡　市
川三郷町

389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

2016/3/7 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 283,640,400 252,720,000 89.10%

Ｈ２７－Ｈ２９北千葉
道路松崎高架橋Ｃラン
プ橋下部工事

千葉県　成田市 449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

2016/3/8 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 285,757,200 257,040,000 89.95%

Ｈ２７上山川災害復旧
工事

茨城県　結城市 295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

2016/3/8 菊地植木建設（株）
茨城県取手市桑原１１
０４

通常型指名競争入札 有 175,618,800 154,440,000 87.94%

Ｈ２７国道６号松戸隧
道交差点改良他工事

千葉県　松戸市 143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

2016/3/8 日進建設（株）
千葉県柏市篠籠田１４
５８－１２

一般競争入札 有 121,651,200 110,700,000 91.00%

圏央道山崎地区改良そ
の１０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

2016/3/8 岩田地崎建設（株）
北海道札幌市中央区北
２条東１７－２

一般競争入札 有 434,181,600 383,940,000 88.43%

Ｈ２７厚秦・さがみ改
良他工事

神奈川県　伊勢原市 ～
神奈川県　高座郡　寒
川町

237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

2016/3/8 （株）池田建設
神奈川県伊勢原市笠窪
４２１－２０

一般競争入札 有 183,308,400 163,371,600 89.12%

Ｈ２８取手地先水防演
習会場整備工事

茨城県　取手市 143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

2016/3/8 常総開発工業（株）
茨城県神栖市賀２１０
８－８

一般競争入札 有 104,295,600 90,288,000 86.57%

圏央道山崎地区改良そ
の９工事

茨城県　猿島郡　境町 175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

2016/3/9 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 426,373,200 377,136,000 88.45%

Ｈ２７下坪沢砂防堰堤
工事

栃木県　日光市 294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

2016/3/9 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

一般競争入札 有 188,967,600 169,560,000 89.73%

Ｈ２７中坪下沢砂防堰
堤工事

栃木県　日光市 294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

2016/3/9 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 194,778,000 179,280,000 92.04%

Ｈ２７中坪上沢砂防堰
堤工事

栃木県　日光市 294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

2016/3/9 榎本建設（株） 栃木県日光市松原町 一般競争入札 有 132,019,200 116,964,000 88.60%

横浜湘南道路藤沢地区
改良工事

神奈川県　藤沢市 750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

2016/3/10 （株）熊谷組
東京都新宿区津久戸町
２－１

一般競争入札 有 3,234,243,600 2,959,200,000 91.50%

佐野公共職安（Ｈ２
７）建築改修その他工
事

栃木県　佐野市 190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

2016/3/10 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 31,719,600 31,320,000 98.74%

圏央道常総地区排水整
備（１）他工事

茨城県　常総市 112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

2016/3/10 大昭建設（株）
茨城県龍ケ崎市１６８
６

一般競争入札 有 208,148,400 192,024,000 92.25%

Ｈ２７園内施設改修工
事

茨城県　ひたちなか市 112日間 造園工事 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

2016/3/10 （株）タナカ築庭
茨城県水戸市石川２－
４０７４－８

一般競争入札 有 43,113,600 39,420,000 91.43%

圏央道西泉田地区改良
その５工事

茨城県　猿島郡　境町 174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

2016/3/10 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

一般競争入札 有 415,584,000 377,784,000 90.90%

長野県警察学校（１
５）電気設備改修その
他工事

長野県　長野市 253日間 電気設備工事 長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-
3

2016/3/10 （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 70,848,000 67,932,000 95.88%

Ｈ２７・２８国道１６
号入間地区舗装工事

埼玉県　入間市 355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

2016/3/10 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 222,004,800 199,476,000 89.85%

Ｈ２７管内改築区間改
良（その４）工事

神奈川県　横浜市 ～
神奈川県　藤沢市

234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

2016/3/11 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 95,752,800 89,640,000 93.62%

日本橋室町三丁目地下
歩道その１工事

東京都　中央区 719日間 一般土木工事 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

2016/3/11 佐藤工業（株）
東京都中央区日本橋本
町４－１２－１９

一般競争入札 有 963,954,000 939,600,000 97.47%

Ｈ２７清新町上中堤築
堤護岸工事

東京都　江戸川区 326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 2016/3/11 （株）中山組
北海道札幌市東区北１
９条東１－１－１

一般競争入札 有 184,269,600 162,000,000 87.91%

八王子南バイパス館第
一トンネル工事

東京都　八王子市 1110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

2016/3/14
八王子南バイパス館第
一トンネル工事大林・
西武特定建設工事共同

東京都港区港南２－１
５－２

一般競争入札 有 12,476,106,000 12,430,800,000 99.64%

奈川渡２号トンネル
（その１）工事

長野県　松本市 1078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

2016/3/14 （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 3,378,315,600 3,076,704,000 91.07%

圏央道常総地区排水整
備（２）他工事

茨城県　常総市 ～ 茨
城県　つくば市

108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

2016/3/14 樋口土木（株）
茨城県稲敷郡阿見町住
吉２－３－１９

一般競争入札 有 214,898,400 194,400,000 90.46%

２０号調布（２）共同
溝他工事

東京都　特別区 ～ 東
京都　調布市

1081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

2016/3/14
２０号調布（２）共同
溝他工事安藤・間・若
築特定建設工事共同企

東京都港区赤坂６－１
－２０

一般競争入札 有 7,961,306,400 7,223,040,000 90.73%

豊島税務署外１件（１
５）建築改修その他工
事

東京都　豊島区 289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

2016/3/14 （株）メイユウビルド
東京都豊島区池袋２－
５９－２クレール池袋
７０２

一般競争入札 有 265,918,600 263,518,192 99.10%
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東京国税局大蔵寮（１
５）建築改修その他工
事

東京都　世田谷区 323日間 建築工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/3/14 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 208,764,000 201,960,000 96.74%

Ｈ２７清新町下中堤築
堤護岸工事

東京都　江戸川区 323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 2016/3/14 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 167,734,800 159,840,000 95.29%

Ｈ２７ひたち海浜公園
放送設備改修工事

茨城県　ひたちなか市 323日間 通信設備工事 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

2016/3/14 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 91,195,200 87,480,000 95.93%

東京外環中央ＪＣＴ北
側ランプ函渠工事

東京都　三鷹市 1105日間 一般土木工事 東京外かく環状国道事務所
東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2016/3/15
東京外環中央ＪＣＴ北
側ランプ函渠工事戸
田・淺沼特定建設工事

東京都中央区京橋１－
７－１

一般競争入札 有 16,601,857,200 15,044,400,000 90.62%

圏央道つくば地区排水
整備他工事

茨城県　つくば市 107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

2016/3/15 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 193,708,800 172,692,000 89.15%

圏央道坂東地区排水整
備他工事

茨城県　坂東市 ～ 茨
城県　常総市

107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

2016/3/15 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市
絹の台２－２－３

一般競争入札 有 191,840,400 177,228,000 92.38%

Ｈ２７細代町災害復旧
工事

茨城県　つくばみらい
市

288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

2016/3/15 松丸工業（株）
茨城県守谷市百合ケ丘
１－２４０２－１

通常型指名競争入札 有 106,336,800 89,532,000 84.20%

Ｈ２７・Ｈ２８国道３
５７号寒川大橋耐震補
強補修その２工事

千葉県　千葉市 367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

2016/3/15 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３５

一般競争入札 有 245,970,000 230,796,000 93.83%

圏央道弓田地区改良そ
の４工事

茨城県　坂東市 230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

2016/3/15 北都建設工業（株）
茨城県土浦市虫掛３４
９１

一般競争入札 有 178,308,000 157,140,000 88.13%

永井地区改良その３工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

275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 2016/3/15 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 221,626,800 199,260,000 89.91%

永井地区改良その４工
事

群馬県　利根郡　みな
かみ町 ～ 新潟県　南
魚沼郡　湯沢町

275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 2016/3/15 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 280,530,000 246,132,000 87.74%

Ｈ２７尾坂地区護岸工
事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

288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

2016/3/15 池原工業（株）
群馬県吾妻郡東吾妻町
大字原町１６０

一般競争入札 有 89,974,800 85,860,000 95.43%

気象衛星センター（１
５）機械設備改修その
他工事

東京都　清瀬市 198日間
暖冷房衛生設
備工事

甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2016/3/16
ジョンソンコントロー
ルズ（株）

東京都渋谷区笹塚１－
５０－１笹塚ＮＡビル

一般競争入札 有 206,928,000 172,800,000 83.51%

Ｈ２７黒駒災害復旧工
事

茨城県　下妻市 287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

2016/3/16 （株）柳沢工務店 茨城県筑西市乙２４９ 通常型指名競争入札 有 85,222,800 72,900,000 85.54%

Ｈ２７片蓋川砂防施設
整備工事

群馬県　吾妻郡　嬬恋
村

259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 2016/3/16 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

一般競争入札 有 126,500,400 112,320,000 88.79%

国道２０号橋梁補修工
事

山梨県　甲州市 287日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/16 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 59,270,400 51,786,000 87.37%

国道６号（下り）市毛
電線共同溝外工事

茨城県　日立市 ～ 茨
城県　水戸市

228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

2016/3/17 地崎道路（株）
東京都港区港南２－１
３－３１

一般競争入札 有 176,234,400 154,440,000 87.63%

荒川河口橋右岸取付歩
道橋下部工事

東京都　江東区 167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 2016/3/17 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 64,940,400 62,640,000 96.46%

上武道路上細井改良そ
の９工事

群馬県　前橋市 278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 2016/3/17 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 274,471,200 253,800,000 92.47%

Ｈ２８中部横断南部身
延改良保全工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

379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

2016/3/17 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 245,548,800 216,756,000 88.27%

Ｈ２８中部横断富沢南
部改良保全工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町

379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

2016/3/17 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 254,955,600 232,200,000 91.07%

南烏山宿舎浴室改修工
事

東京都　世田谷区 105日間 建築工事 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

2016/3/17 （株）鈴木工務店
東京都小金井市本町６
－１０－２３

通常型指名競争入札 有 4,989,600 3,780,000 75.76%

Ｈ２７綾瀬川放水路連
絡水門（水路部）耐震
対策工事

埼玉県　八潮市 378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 2016/3/18 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 119,556,000 105,840,000 88.53%

上武道路上細井改良そ
の８工事

群馬県　前橋市 319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 2016/3/18 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 225,072,000 202,500,000 89.97%

上武道路日輪寺改良そ
の６工事

群馬県　前橋市 347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 2016/3/18 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 279,936,000 258,336,000 92.28%

上武道路関根・田口改
良工事

群馬県　前橋市 227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 2016/3/18 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 225,277,200 202,500,000 89.89%

Ｈ２８笛吹川維持工事
山梨県　笛吹市 ～ 山
梨県　中央市

378日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/18 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

一般競争入札 有 93,571,200 90,720,000 96.95%
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国道２０号舗装修繕工
事

山梨県　大月市 285日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/18 日東建設（株）
山梨県甲府市朝日２－
１３－４

一般競争入札 有 80,524,800 73,980,000 91.87%

新笹子トンネル他補修
工事

山梨県　甲州市 ～ 山
梨県　都留市

285日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/18
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 130,896,000 113,940,000 87.05%

Ｈ２７万沢地区防災対
策工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町

285日間 法面処理工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/18 四谷建設（株）
山梨県甲斐市竜王１２
７８－１

一般競争入札 有 69,962,400 64,260,000 91.85%

Ｈ２８大月バイパス花
咲地区改良工事

山梨県　大月市 378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

2016/3/18 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

一般競争入札 有 143,888,400 138,240,000 96.07%

Ｈ２８中部横断身延六
郷改良保全工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町 ～ 山梨県　西八
代郡　市川三郷町

378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

2016/3/18 齋藤建設（株）
山梨県甲府市青沼２－
１１－２２

一般競争入札 有 247,827,600 217,080,000 87.59%

Ｈ２７富士川上流部堤
防舗装工事

山梨県　西八代郡　市
川三郷町 ～ 山梨県
甲斐市

196日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/18 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

一般競争入札 有 65,718,000 57,780,000 87.92%

Ｈ２７行徳橋下部（Ｐ
３・Ｐ４）工事

千葉県　市川市 738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 2016/3/22 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

一般競争入札 有 1,591,596,000 1,587,600,000 99.75%

Ｈ２７山戸内災害復旧
工事

茨城県　常総市 281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

2016/3/22 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

通常型指名競争入札 有 160,596,000 142,668,000 88.84%

さがみ縦貫相模原地区
改良（その８）工事

神奈川県　相模原市 253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

2016/3/22 （株）アコック
神奈川県相模原市橋本
６－２７－７

一般競争入札 有 192,412,800 169,560,000 88.12%

岩ノ鼻砂防堰堤改築工
事

栃木県　日光市 192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

2016/3/22 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 77,014,800 67,154,400 87.20%

Ｈ２７後田築堤工事 千葉県　我孫子市 100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

2016/3/22 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 60,868,800 53,352,000 87.65%

圏央道弓田地区改良そ
の３工事

茨城県　坂東市 223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

2016/3/22 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

一般競争入札 有 246,790,800 221,400,000 89.71%

Ｈ２７年度国道６号千
代田石岡ＢＰ東田中改
良工事

茨城県　石岡市 343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

2016/3/22 東亜興業（株）
茨城県石岡市東石岡２
－５－７

一般競争入札 有 97,264,800 86,400,000 88.83%

Ｈ２７荒川川越市古谷
本郷上築堤工事

埼玉県　川越市 210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

2016/3/22 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻
区城南５－６－６

一般競争入札 有 271,490,400 238,356,000 87.80%

Ｈ２８富士川上流維持
第２工事

山梨県　甲斐市 ～ 山
梨県　南アルプス市

374日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/22 （株）新光土木
山梨県甲斐市竜王２４
７６－１

一般競争入札 有 62,812,800 61,884,000 98.52%

Ｈ２７五十里ダム下流
管理用道路災害復旧工
事

栃木県　日光市 192日間 一般土木工事 鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2016/3/22 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 131,738,400 120,528,000 91.49%

Ｈ２７・２８上尾道路
桶川北本地区調整池工
事

埼玉県　桶川市 374日間 一般土木工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/3/22 （株）高橋土建
埼玉県川越市小ヶ谷１
１８－１

一般競争入札 有 194,605,200 170,640,000 87.69%

Ｈ２７荒川西区西遊馬
下築堤工事

埼玉県　さいたま市 174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

2016/3/22 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 189,561,600 165,780,000 87.45%

Ｈ２７荒川西区二ツ宮
下築堤工事

埼玉県　さいたま市 321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

2016/3/22 川村建設（株）
埼玉県幸手市西関宿３
３０－６

一般競争入札 有 285,390,000 250,128,000 87.64%

Ｈ２７・２８国道４号
幸手（３）電線共同溝
工事

埼玉県　幸手市 315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

2016/3/22 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 194,691,600 170,640,000 87.65%

国道１３９号舗装修繕
工事

山梨県　都留市 281日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/22 山英建設（株）
山梨県都留市法能宮原
中野２５０４

一般競争入札 有 70,329,600 69,120,000 98.28%

Ｈ２８河口部浚渫工事
茨城県　神栖市 ～ 千
葉県　銚子市

238日間
河川しゅんせ
つ工事

利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/3/22 （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 252,687,600 237,600,000 94.03%

Ｈ２７荒川第四砂防堰
堤工事用道路工事

山梨県　南アルプス市 280日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/3/22 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

一般競争入札 有 178,362,000 176,040,000 98.70%

Ｈ２７富士川堤防舗装
工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町 ～ 山梨県　南巨
摩郡　南部町

192日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/22 日東建設（株）
山梨県甲府市朝日２－
１３－４

一般競争入札 有 52,142,400 45,576,000 87.41%

Ｈ２７中部横断身延地
区他改良工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町 ～ 山梨県　南巨
摩郡　身延町

281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

2016/3/22 井上建設（株）
山梨県南巨摩郡富士川
町小室２３１２

一般競争入札 有 249,987,600 219,888,000 87.96%

Ｈ２７中部横断上向沢
川橋下部他工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

281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

2016/3/22 （株）飯塚工業
山梨県笛吹市御坂町井
之上１５１１

一般競争入札 有 223,419,600 198,720,000 88.94%

Ｈ２７中部横断下田原
地区改良工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

281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

2016/3/22 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 286,567,200 250,700,400 87.48%
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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・

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

上武道路上細井改良そ
の１０工事

群馬県　前橋市 272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 2016/3/23 本田建設（株）
群馬県邑楽郡大泉町中
央２－１５－１

一般競争入札 有 252,946,800 222,890,400 88.12%

上武道路日輪寺改良そ
の７工事

群馬県　前橋市 222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 2016/3/23 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 178,135,200 156,600,000 87.91%

Ｈ２７・Ｈ２８国道３
５７号寒川大橋耐震補
強補修その１工事

千葉県　千葉市 359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

2016/3/23 ライト工業（株）
東京都千代田区九段北
４－２－３５

一般競争入札 有 264,632,400 263,520,000 99.58%

Ｈ２８富士川中流維持
工事

山梨県　南巨摩郡　南
部町 ～ 山梨県　南巨
摩郡　身延町

373日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/23 （株）高山工業所
山梨県南巨摩郡身延町
相又４９７－１

一般競争入札 有 65,642,400 64,260,000 97.89%

Ｈ２８富士川下流維持
工事

静岡県　富士宮市 ～
静岡県　富士市

373日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/23 鈴与建設（株）
静岡県静岡市清水区松
原町５－１７

一般競争入札 有 66,474,000 63,720,000 95.86%

Ｈ２７荒川桜区宿築堤
工事

埼玉県　さいたま市 166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

2016/3/23 （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 139,784,400 122,040,000 87.31%

Ｈ２７荒川西区西遊馬
上築堤工事

埼玉県　さいたま市 121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

2016/3/23 （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 112,816,800 98,280,000 87.11%

上武道路日輪寺改良そ
の８工事

群馬県　前橋市 191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 2016/3/23 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 161,773,200 141,372,000 87.39%

Ｈ２７大谷川（関ノ沢
地区その１）護岸工事

栃木県　日光市 191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

2016/3/23 小島土建（株）
栃木県塩谷郡塩谷町風
見１１８８

一般競争入札 有 94,813,200 83,484,000 88.05%

Ｈ２７大谷川（関ノ沢
地区その２）護岸工事

栃木県　日光市 176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

2016/3/23 東武建設（株）
栃木県日光市大桑町１
３８

一般競争入札 有 97,891,200 85,428,000 87.27%

Ｈ２８八王子南バイパ
ス他予定地管理工事

東京都　八王子市 280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

2016/3/23 成友興業（株）
東京都あきる野市草花
１１４１－１

一般競争入札 有 179,377,200 160,704,000 89.59%

１６号昭島市松原地区
改良舗装（その１）工
事

東京都　昭島市 314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

2016/3/23 成友興業（株）
東京都あきる野市草花
１１４１－１

一般競争入札 有 222,447,600 204,984,000 92.15%

Ｈ２７新石下災害復旧
工事

茨城県　常総市 279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

2016/3/24 菊地植木建設（株）
茨城県取手市桑原１１
０４

通常型指名競争入札 有 223,603,200 193,320,000 86.46%

２０号府中市本宿路面
補修工事

東京都　府中市 221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

2016/3/24 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

一般競争入札 有 87,328,800 81,000,000 92.75%

Ｈ２７春木川第二砂防
堰堤改築他工事

山梨県　南巨摩郡　早
川町

312日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/3/24 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町
遅沢２３４８

一般競争入札 有 115,441,200 113,400,000 98.23%

新４号小山地区道路整
備工事

栃木県　小山市 160日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2016/3/24 光洋建設（株）
栃木県小山市喜沢６８
９

一般競争入札 有 61,009,200 52,704,000 86.39%

Ｈ２７釜無川笹野崩壊
地対策工事

長野県　諏訪郡　富士
見町

362日間 法面処理工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/3/24 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 149,558,400 149,040,000 99.65%

Ｈ２７波崎管内護岸補
修工事

茨城県　神栖市 313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 2016/3/24 （株）森内建設
茨城県潮来市堀之内１
２９６

一般競争入札 有 30,769,200 28,512,000 92.66%

Ｈ２８富士川上流維持
工事

山梨県　南アルプス市
～ 山梨県　西八代郡
市川三郷町

372日間 維持修繕工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/24 （株）望月組土木
山梨県甲府市下飯田２
－１１－８

一般競争入札 有 64,627,200 63,180,000 97.76%

国道２４６号厚木管内
舗装修繕工事

神奈川県　海老名市 127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

2016/3/24 （株）日工
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３２－１
５

一般競争入札 有 54,054,000 47,196,000 87.31%

中部横断自動車道　八
千穂ＩＣ改良３工事

長野県　南佐久郡　佐
久穂町

365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

2016/3/24 （株）北條組
長野県長野市大字村山
３４８－１

一般競争入札 有 267,170,400 236,520,000 88.53%

Ｈ２７河口部浚渫（そ
の２）工事

茨城県　神栖市 ～ 千
葉県　銚子市

221日間
河川しゅんせ
つ工事

利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2016/3/24 東洋建設（株）
東京都江東区青海２－
４－２４青海フロン
ティアビル１３Ｆ

一般競争入札 有 234,532,800 207,360,000 88.41%

Ｈ２７東墨田高潮堤防
工事

東京都　墨田区 313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 2016/3/24 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 280,108,800 246,780,000 88.10%

Ｈ２７久慈川堤防補強
外工事

茨城県　常陸太田市 ～
茨城県　常陸大宮市

279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

2016/3/24 小林建設（株）
茨城県日立市多賀町３
－６－７

一般競争入札 有 163,814,400 146,232,000 89.27%

Ｈ２７圏央道桶川地区
他改良工事

埼玉県　桶川市 ～ 埼
玉県　鶴ヶ島市

127日間 一般土木工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/3/24 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 196,138,800 178,416,000 90.96%

Ｈ２７武蔵ＣＣＴＶ設
備等設置工事

埼玉県　比企郡　滑川
町 ～ 埼玉県　熊谷市

126日間 通信設備工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2016/3/25 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 97,966,800 88,927,200 90.77%

さがみ縦貫相模原地区
改良（その９）工事

神奈川県　相模原市 250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

2016/3/25 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 196,333,200 178,200,000 90.76%
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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

Ｈ２７八ツ場ダム管内
代替地整備（その１）
工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

364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

2016/3/25 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

一般競争入札 有 205,081,200 185,760,000 90.58%

国道６号土浦ＢＰ佐野
子虫掛改良舗装工事

茨城県　土浦市 371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

2016/3/25 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 256,456,800 229,392,000 89.45%

国道６号土浦ＢＰ虫掛
並木改良舗装工事

茨城県　土浦市 371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

2016/3/25 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 268,866,000 239,976,000 89.25%

Ｈ２７年度国道６号土
浦ＢＰ桜川橋床版工事

茨城県　土浦市 259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

2016/3/25 昭和建設（株）
茨城県水戸市千波町１
９０５

一般競争入札 有 150,271,200 149,040,000 99.18%

国道５０号門井舗装修
繕工事

茨城県　筑西市 189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

2016/3/25 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 59,616,000 51,840,000 86.96%

Ｈ２７年度ちとせ地先
他補修工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　常陸大宮市

97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

2016/3/25 （株）梅原工務店
茨城県常陸太田市小目
町５１７

一般競争入札 有 39,560,400 34,560,000 87.36%

Ｈ２８根小屋町（２工
区）築堤工事

群馬県　高崎市 364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 2016/3/25 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 110,354,400 97,524,000 88.37%

中部横断自動車道　前
山地区他跨道橋２工事

長野県　佐久市 364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

2016/3/25
日本高圧コンクリート
（株）

北海道札幌市中央区南
２条西３－８

一般競争入札 有 186,883,200 165,240,000 88.42%

Ｈ２７昭和日本庭園木
橋架替他工事

東京都　立川市 ～ 東
京都　昭島市

371日間 建築工事 国営昭和記念公園事務所東京都立川市緑町3173 2016/3/25 砂川建設（株）
東京都立川市砂川町５
－１７－８

一般競争入札 有 136,749,600 129,600,000 94.77%

中部横断自動車道　大
沢地区他跨道橋工事

長野県　佐久市 364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

2016/3/25
日本高圧コンクリート
（株）

北海道札幌市中央区南
２条西３－８

一般競争入札 有 227,469,600 226,908,000 99.75%

中部横断自動車道　佐
久町ＩＣ改良６工事

長野県　南佐久郡　佐
久穂町

364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

2016/3/25 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

一般競争入札 有 259,459,200 232,200,000 89.49%

Ｈ２７大圦排水樋管開
閉装置改修工事

埼玉県　さいたま市 270日間 機械設備工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2016/3/25
（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 97,426,800 86,940,000 89.24%

圏央道常総ＩＣ改良そ
の２工事

茨城県　常総市 220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

2016/3/25 （株）杉原建設
茨城県稲敷郡阿見町阿
見４６６６－３０８４

一般競争入札 有 157,647,600 139,104,000 88.24%

圏央道常総つくば改良
（５）工事

茨城県　常総市 ～ 茨
城県　つくば市

220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

2016/3/25 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 171,644,400 154,224,000 89.85%

Ｈ２７波崎地先護岸災
害復旧工事

茨城県　神栖市 189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

2016/3/25 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７
２６－２

一般競争入札 有 110,052,000 95,796,000 87.05%

Ｈ２７富川地先護岸災
害復旧工事

千葉県　銚子市 189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

2016/3/25 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 63,957,600 56,376,000 88.15%

Ｈ２７年度常陸管内気
温表示装置更新工事

茨城県　笠間市 ～ 茨
城県　潮来市

97日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2016/3/25 テクノ産業（株）
栃木県宇都宮市中里町
１６７－１

一般競争入札 有 16,470,000 16,200,000 98.36%

圏央道坂東地区側道改
良他工事

茨城県　坂東市 250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

2016/3/25 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 196,354,800 173,124,000 88.17%

Ｈ２７那珂川中流部天
端舗装工事

茨城県　東茨城郡　城
里町 ～ 茨城県　常陸
大宮市

278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

2016/3/25 平和建設（株）
茨城県水戸市谷田町６
６０

一般競争入札 有 92,016,000 79,380,000 86.27%

Ｈ２７那珂川下流部盛
土外工事

茨城県　水戸市 ～ 茨
城県　ひたちなか市

278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

2016/3/25 長山工業（株）
茨城県常陸大宮市門井
１４５－６

一般競争入札 有 75,535,200 66,430,800 87.95%

Ｈ２７圏央道桶川地区
他改良舗装工事

埼玉県　桶川市 ～ 埼
玉県　鶴ヶ島市

126日間 一般土木工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/3/25
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 196,376,400 174,204,000 88.71%

国道１６号町田立体オ
ンランプ橋下部工事

東京都　町田市 262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

2016/3/28 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 270,950,400 263,304,000 97.18%

Ｈ２７日光砂防映像表
示設備設置工事

栃木県　日光市 123日間 通信設備工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2016/3/28 日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田
２－１７－１

一般競争入札 有 38,642,400 33,372,000 86.36%

Ｈ２７年度国道５１号
潮来ＢＰ跨道橋下部そ
の他改良工事

茨城県　潮来市 256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

2016/3/28 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 92,556,000 85,104,000 91.95%

Ｈ２７八ッ場ダム管内
代替地整備（その２）
工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

361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

2016/3/28 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 239,025,600 212,436,000 88.88%

Ｈ２７保川工事用道路
工事

山梨県　南巨摩郡　早
川町

238日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/3/28 砂田建設工業（株）
山梨県西八代郡市川三
郷町上野２６３９－１

一般競争入札 有 78,786,000 76,140,000 96.64%

Ｈ２７矢板・国分寺管
内路面補修工事

栃木県　小山市 ～ 栃
木県　下野市

156日間
アスファルト
舗装工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2016/3/28 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 88,030,800 77,436,000 87.96%
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圏央道神崎地区排水整
備他工事

千葉県　香取郡　神崎
町

247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

2016/3/28 阿部建設（株） 千葉県旭市ニ５２８ 一般競争入札 有 198,817,200 177,876,000 89.47%

圏央道神崎成田地区環
境整備（２）工事

千葉県　香取郡　神崎
町 ～ 千葉県　成田市

247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

2016/3/28 阿部建設（株） 千葉県旭市ニ５２８ 一般競争入札 有 186,224,400 164,700,000 88.44%

Ｈ２７国道１２７号鶴
岡地区他防災対策工事

千葉県　富津市 275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

2016/3/28 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 73,882,800 70,740,000 95.75%

Ｈ２７千葉国道圏央道
環境整備その６工事

千葉県　茂原市 ～ 千
葉県　長生郡　長南町

156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

2016/3/28 （株）三枝組
千葉県茂原市茂原１３
１０

一般競争入札 有 77,943,600 71,604,000 91.87%

Ｈ２７沼田管内舗装修
繕工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

217日間
アスファルト
舗装工事

高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/3/28 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 116,283,600 101,412,000 87.21%

Ｈ２７羽川電線共同溝
外路面復旧工事

栃木県　小山市 309日間
アスファルト
舗装工事

宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2016/3/28 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 171,968,400 150,984,000 87.80%

Ｈ２７中ノ沢第一砂防
堰堤改良工事

群馬県　藤岡市 266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 2016/3/28 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 99,025,200 93,960,000 94.88%

国道１号小田原管内舗
装修繕工事

神奈川県　小田原市 125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

2016/3/28
（株）エス・ケイ・
ディ

神奈川県平塚市四之宮
１－８－５６

一般競争入札 有 51,019,200 44,820,000 87.85%

Ｈ２８中部横断自動車
道敷地管理工事

長野県　佐久市 ～ 長
野県　南佐久郡　佐久
穂町

368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

2016/3/28 （株）宮下組
長野県上田市踏入２－
１－１７

一般競争入札 有 111,574,800 97,524,000 87.41%

Ｈ２７横浜国道管内道
路照明施設改修工事

神奈川県　藤沢市 ～
神奈川県　茅ヶ崎市

247日間 電気設備工事 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

2016/3/28 タツヲ電気（株）
東京都港区西新橋２－
２２－１

一般競争入札 有 93,776,400 86,400,000 92.13%

中部横断自動車道　前
山大沢地区改良１工事

長野県　佐久市 361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

2016/3/28 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

一般競争入札 有 291,297,600 254,880,000 87.50%

圏央道島名地区改良そ
の３工事

茨城県　つくば市 217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

2016/3/28 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 228,700,800 217,944,000 95.30%

圏央道坂東常総地区排
水整備（１）工事

茨城県　坂東市 ～ 茨
城県　常総市

368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

2016/3/28 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市
下長沼１１８－１

一般競争入札 有 253,324,800 227,556,000 89.83%

Ｈ２７氏家管内護岸補
修工事

栃木県　宇都宮市 176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

2016/3/28 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 49,323,600 44,280,000 89.77%

Ｈ２７那珂川上流部堤
防補強工事

栃木県　那須烏山市 ～
栃木県　那須郡　那珂
川町

275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

2016/3/28 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

一般競争入札 有 73,472,400 63,385,200 86.27%

Ｈ２７利根砂防管内Ｃ
ＣＴＶカメラ設置工事

群馬県　渋川市 186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 2016/3/28 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

一般競争入札 有 88,657,200 73,440,000 82.84%

Ｈ２８品木ダム浚渫工
事

群馬県　吾妻郡　中之
条町

308日間
河川しゅんせ
つ工事

品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2016/3/29 東亜建設工業（株）
東京都新宿区西新宿３
－７－１

一般競争入札 有 266,328,000 226,800,000 85.16%

Ｈ２７関本分中災害復
旧工事

茨城県　筑西市 274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

2016/3/29 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市
下長沼１１８－１

通常型指名競争入札 有 222,901,200 194,400,000 87.21%

Ｈ２７岡谷管内舗装修
繕工事

長野県　岡谷市 ～ 長
野県　諏訪市

185日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/3/29 庫昌土建（株）
長野県諏訪郡下諏訪町
社１４５－１

一般競争入札 有 79,920,000 69,325,200 86.74%

Ｈ２７羽衣・伊勢佐木
地下駐車場設備修繕工
事

神奈川県　横浜市 246日間 機械設備工事 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

2016/3/29
エヌエイチパーキング
システムズ（株）

大阪府大東市緑が丘２
－１－１

一般競争入札 有 58,849,200 57,240,000 97.27%

Ｈ２７関連・中妻河道
掘削工事

茨城県　常総市 246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

2016/3/29 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 198,072,000 177,552,000 89.64%

国道１６号町田立体改
良（その１４）工事

東京都　町田市 367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

2016/3/29
（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 277,981,200 250,560,000 90.14%

Ｈ２７坂東橋塗装塗替
他補修工事

群馬県　渋川市 308日間 塗装工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/3/29 東亜塗装工業（株）
東京都豊島区東池袋１
－４８－１０

一般競争入札 有 254,912,400 221,400,000 86.85%

Ｈ２７千葉国道圏央道
環境整備その７工事

千葉県　市原市 155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

2016/3/29 片岡工業（株）
千葉県長生郡一宮町一
宮３１７８

一般競争入札 有 107,956,800 105,840,000 98.04%

Ｈ２７千葉国道圏央道
環境整備その８工事

千葉県　木更津市 155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

2016/3/29 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 77,792,400 74,520,000 95.79%

舞浜地区改良その２工
事

千葉県　浦安市 170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 2016/3/29 （株）中山組
北海道札幌市東区北１
９条東１－１－１

一般競争入札 有 219,780,000 199,800,000 90.91%

Ｈ２７深見受電所受変
電設備等改修工事

神奈川県　大和市 308日間
受変電設備工
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

2016/3/29 （株）丸電
埼玉県さいたま市西区
三橋５－１８３４－１

一般競争入札 有 145,357,200 127,656,000 87.82%



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

小山高架橋外橋梁補修
工事

栃木県　小山市 360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

2016/3/29 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

一般競争入札 有 239,749,200 212,652,000 88.70%

富士北麓電線共同溝そ
の７工事

山梨県　南都留郡　富
士河口湖町

274日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/29 タカムラ建設（株）
山梨県南都留郡山中湖
村山中８６２－１

一般競争入札 有 102,027,600 98,280,000 96.33%

圏央道高須賀地区改良
その３工事

茨城県　つくば市 ～
茨城県　常総市

216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

2016/3/29
日東エンジニアリング
（株）

茨城県土浦市小松３－
２４－１６

一般競争入札 有 217,879,200 191,160,000 87.74%

圏央道高須賀地区改良
その４工事

茨城県　つくば市 216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

2016/3/29 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 239,911,200 210,168,000 87.60%

圏央道坂東常総地区排
水整備（２）工事

茨城県　常総市 366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

2016/3/29 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 298,263,600 261,792,000 87.77%

Ｈ２７相生橋他橋梁補
修工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

246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 2016/3/29 小野里工業（株）
群馬県前橋市下小出町
１－１－１２

一般競争入札 有 84,434,400 76,680,000 90.82%

圏央道五霞ＩＣ改良他
その９工事

茨城県　猿島郡　五霞
町

271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

2016/3/29 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 232,426,800 202,932,000 87.31%

東関道潮来鉾田環境整
備（２）工事

茨城県　潮来市 ～ 茨
城県　行方市

367日間 維持修繕工事 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

2016/3/29 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 150,919,200 134,460,000 89.09%

Ｈ２７横浜国道管内気
象観測設備設置工事

神奈川県　足柄上郡
山北町

185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

2016/3/29 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－
３０－１６

一般競争入札 有 48,049,200 45,360,000 94.40%

Ｈ２７上田管内舗装修
繕その１工事

長野県　北佐久郡　軽
井沢町

117日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/3/30 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 131,792,400 116,316,000 88.26%

Ｈ２７長野管内舗装修
繕工事

長野県　千曲市 215日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/3/30 大林道路（株）
東京都墨田区堤通１－
１９－９

一般競争入札 有 131,284,800 116,100,000 88.43%

田尻高谷地区改良舗装
その２工事

千葉県　市川市 245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 2016/3/30 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 220,870,800 193,698,000 87.70%

Ｈ２７武智川第５床固
工工事

長野県　諏訪郡　富士
見町

222日間 一般土木工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2016/3/30 木下建設（株）
長野県飯田市松尾町１
－２２

一般競争入札 有 79,369,200 69,552,000 87.63%

北国分堀之内地区改良
舗装工事

千葉県　市川市 273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 2016/3/30 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 230,320,800 203,623,200 88.41%

堀之内地区改良舗装工
事

千葉県　市川市 273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 2016/3/30 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 271,976,400 243,000,000 89.35%

中部横断自動車道　岸
野前山地区改良３工事

長野県　佐久市 359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

2016/3/30 （株）黒澤組
長野県南佐久郡小海町
大字千代里３１６２

一般競争入札 有 290,584,800 254,016,000 87.42%

Ｈ２７・Ｈ２８北千葉
道路松崎地区改良その
３工事

千葉県　成田市 245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

2016/3/30 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

一般競争入札 有 135,842,400 121,716,000 89.60%

Ｈ２７下久保集水井
（Ｄ－３）外工事

群馬県　藤岡市 314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 2016/3/30 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 96,552,000 86,184,000 89.26%

本村高架橋他橋梁補修
工事

神奈川県　横浜市 265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

2016/3/30 太啓建設（株）
愛知県豊田市東梅坪町
１０－３－３

一般競争入札 有 296,816,400 259,740,000 87.51%

富士北麓電線共同溝そ
の８工事

山梨県　南都留郡　富
士河口湖町

273日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2016/3/30 （株）大森工務所
山梨県富士吉田市とき
わ台１－４－５

一般競争入札 有 102,848,400 98,820,000 96.08%

Ｈ２７・Ｈ２８圏央道
成田・横芝光地区環境
整備工事

千葉県　成田市 ～ 千
葉県　香取郡　多古町

366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

2016/3/30 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町
木戸１０１１０

一般競争入札 有 198,255,600 190,080,000 95.88%

Ｈ２７高田地先築堤工
事

千葉県　銚子市 208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

2016/3/30 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 285,519,600 250,992,000 87.91%

Ｈ２７三丁橋他橋梁補
修工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町

245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 2016/3/30 宮下工業（株）
群馬県前橋市石倉町５
－１４－９

一般競争入札 有 105,883,200 100,440,000 94.86%

Ｈ２７石井管内根固め
製作工事

栃木県　河内郡　上三
川町

174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

2016/3/30 東昭建設（株）
栃木県矢板市扇町２－
５－１７

一般競争入札 有 54,756,000 47,736,000 87.18%

Ｈ２７鶴見川生麦河道
掘削工事

神奈川県　横浜市 184日間
河川しゅんせ
つ工事

京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2016/3/30 新日本工業（株）
東京都江東区佐賀１－
１１－１１

一般競争入札 有 186,364,800 165,240,000 88.66%

Ｈ２７東町低水護岸災
害復旧工事

茨城県　常総市 273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

2016/3/30 細谷建設工業（株）
茨城県稲敷郡河内町金
江津５１０７

一般競争入札 有 285,746,400 251,424,000 87.99%

Ｈ２７中ノ沢第三砂防
堰堤工事

栃木県　日光市 204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

2016/3/30 磯部建設（株）
栃木県日光市今市１５
２５

一般競争入札 有 110,721,600 96,336,000 87.01%



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

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その１０）工事

神奈川県　横浜市 366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

2016/3/30 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 245,062,800 216,756,000 88.45%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その１４）工事

神奈川県　横浜市 366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

2016/3/30 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 245,376,000 215,892,000 87.98%

Ｈ２７小貝川天端舗装
工事

茨城県　筑西市 92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

2016/3/30 剋真建設（株）
栃木県真岡市田町１５
１５－４

一般競争入札 有 39,387,600 34,020,000 86.37%

１６号昭島市松原地区
改良舗装（その２）工
事

東京都　昭島市 335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

2016/3/30 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 288,932,400 286,200,000 99.05%

Ｈ２７・Ｈ２８北千葉
道路北須賀・松崎地区
改良その２工事

千葉県　成田市 365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

2016/3/31 工建設（株）
千葉県千葉市中央区南
町２－１３－１２

一般競争入札 有 212,824,800 187,920,000 88.30%

Ｈ２７上田管内舗装修
繕その２工事

長野県　北佐久郡　軽
井沢町

116日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/3/31 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 132,213,600 115,236,000 87.16%

矢切堀之内遮音壁その
２工事

千葉県　市川市 295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 2016/3/31 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

一般競争入札 有 274,827,600 242,568,000 88.26%

Ｈ２７関連・三坂町河
道掘削工事

茨城県　常総市 244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

2016/3/31 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 198,072,000 175,716,000 88.71%

中部横断自動車道　小
海千代里地区基盤整備
５工事

長野県　南佐久郡　小
海町

244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

2016/3/31 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 270,982,800 237,492,000 87.64%

中部横断自動車道　佐
久穂千代里地区基盤整
備３工事

長野県　南佐久郡　佐
久穂町

244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

2016/3/31 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀
緑町１６３１－３

一般競争入札 有 273,844,800 241,272,000 88.11%

Ｈ２７・Ｈ２８北千葉
道路松崎地区改良その
４工事

千葉県　成田市 306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

2016/3/31 萩原土建（株）
千葉県山武郡芝山町大
里１５５３－３

一般競争入札 有 194,583,600 173,534,400 89.18%

古間改良４工事
長野県　上水内郡　信
濃町

244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

2016/3/31 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 210,038,400 183,060,000 87.16%

中部横断自動車道　佐
久穂地区改良７工事

長野県　南佐久郡　佐
久穂町

259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

2016/3/31 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 282,452,400 251,640,000 89.09%

中部横断自動車道　大
沢臼田地区改良２工事

長野県　佐久市 358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

2016/3/31 （株）岡谷組
長野県岡谷市幸町６－
６

一般競争入札 有 291,988,800 255,744,000 87.59%

Ｈ２７明和梅原地区上
流築堤工事

群馬県　邑楽郡　明和
町

342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

2016/3/31 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 283,694,400 249,480,000 87.94%

圏央道高須賀島名地区
排水整備工事

茨城県　つくば市 365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

2016/3/31 増川建設（株）
茨城県龍ケ崎市川原代
町５８４７－７

一般競争入札 有 221,248,800 196,776,000 88.94%

Ｈ２７仲新田地先外築
堤工事

茨城県　神栖市 269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

2016/3/31 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 222,156,000 199,800,000 89.94%

Ｈ２７野尻地先築堤工
事

千葉県　銚子市 179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

2016/3/31 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 244,825,200 216,000,000 88.23%

Ｈ２７高崎災害復旧工
事

茨城県　結城郡　八千
代町

272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

2016/3/31 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

通常型指名競争入札 有 291,826,800 254,653,200 87.26%

Ｈ２７宮和田低水護岸
災害復旧工事

茨城県　取手市 272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

2016/3/31 （株）新みらい
茨城県つくばみらい市
絹の台２－２－３

一般競争入札 有 110,894,400 97,081,200 87.54%

Ｈ２７長助町築堤工事 茨城県　常総市 344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

2016/3/31 大協建設（株）
栃木県足利市常盤町３
２

一般競争入札 有 178,178,400 158,414,400 88.91%

Ｈ２７川又町築堤工事 茨城県　常総市 272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

2016/3/31 常陽建設（株）
茨城県取手市藤代３５
７－８

一般競争入札 有 229,435,200 203,040,000 88.50%

Ｈ２７・Ｈ２８北千葉
道路松崎・押畑地区改
良工事

千葉県　成田市 306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

2016/3/31 東邦建設（株）
千葉県成田市吉倉１５
０－１８

一般競争入札 有 251,542,800 228,852,000 90.98%

Ｈ２７堤防強化土砂整
正工事

茨城県　取手市 145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

2016/3/31 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 286,826,400 251,629,200 87.73%

国道１６号町田立体改
良（その１５）工事

東京都　町田市 365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

2016/3/31 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 170,154,000 153,360,000 90.13%

Ｈ２７年度国道６号旭
高架橋下部補修工事

茨城県　日立市 365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

2016/3/31 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

一般競争入札 有 211,896,000 184,032,000 86.85%


