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Ｈ２８遅沢川護岸工工
事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

235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 2016/8/1 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町
５９３

一般競争入札 有 163,749,600 149,688,000 91.41%

矢切・小塚山トンネル
照明設備工事

千葉県　市川市 ～ 千
葉県　松戸市

235日間 電気設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/8/1 岸野電気（株）
東京都港区六本木７－
６－２

一般競争入札 有 128,444,400 122,040,000 95.01%

Ｈ２８春日部管内交通
安全対策工事

埼玉県　草加市 ～ 埼
玉県　越谷市

218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

2016/8/1 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 134,578,800 120,420,000 89.48%

Ｈ２８蓮岱寺川伏越機
械設備改良工事

栃木県　足利市 333日間 機械設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/8/1 飯田鉄工（株）
山梨県笛吹市境川町石
橋１３１４

一般競争入札 有 249,998,400 227,880,000 91.15%

Ｈ２８－２９西赤麻樋
管外ゲート設備修繕工
事

栃木県　栃木市 317日間 機械設備工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/8/2 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

一般競争入札 有 111,326,400 103,140,000 92.65%

Ｈ２８大宮国道ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

埼玉県　戸田市 ～ 埼
玉県　深谷市

210日間 通信設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/8/2 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

一般競争入札 有 61,948,800 56,160,000 90.66%

Ｈ２８大宮国道道路情
報表示設備設置工事

埼玉県　さいたま市 ～
埼玉県　越谷市

210日間 通信設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/8/2 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 120,528,000 107,568,000 89.25%

Ｈ２８桐生管内堤防法
面補修工事

群馬県　桐生市 ～ 栃
木県　足利市

210日間 維持修繕工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/8/2 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 84,294,000 76,896,000 91.22%

Ｈ２８林地区橋梁他工
事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

241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

2016/8/2 吉澤建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字大津１２７

一般競争入札 有 270,928,800 253,800,000 93.68%

Ｈ２８坂川分派揚水機
場予備発電設備設置工
事

千葉県　松戸市 181日間
受変電設備工
事

江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/8/3 （株）桜電社
東京都港区浜松町１－
１１－６

一般競争入札 有 18,230,400 16,092,000 88.27%

平塚地方合同庁舎（１
６）建築改修その他工
事

神奈川県　平塚市 133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

2016/8/3 （株）湘南営繕協会
神奈川県藤沢市亀井野
１－２４－２

一般競争入札 有 37,260,000 28,026,000 75.22%

Ｈ２７鶴見川下末吉護
岸改良工事

神奈川県　横浜市 176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

2016/8/4
（株）ナカノフドー建
設

東京都千代田区九段北
４－２－２８

一般競争入札 有 83,181,600 82,620,000 99.32%

Ｈ２８新４号・５０号
道路整備工事

茨城県　猿島郡　五霞
町 ～ 茨城県　古河市

239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

2016/8/4 山菊開発（株）
栃木県佐野市堀米町３
２５８

一般競争入札 有 66,560,400 60,480,000 90.86%

中部横断自動車道　八
千穂ＩＣ改良４工事

長野県　南佐久郡　南
相木村 ～ 長野県　南
佐久郡　佐久穂町

232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

2016/8/4 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 289,213,200 259,740,000 89.81%

堀之内地区改良その７
工事

千葉県　市川市 208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 2016/8/4 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 288,835,200 265,464,000 91.91%

堀之内地区改良その８
工事

千葉県　市川市 208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 2016/8/4 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 274,482,000 248,400,000 90.50%

Ｈ２８金花山１号橋上
部工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

232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

2016/8/4 東綱橋梁（株）
栃木県下野市下古山１
４３

一般競争入札 有 578,113,200 520,128,000 89.97%

Ｈ２８無線通信網監視
制御設備ほか更新工事

長野県　長野市 ～ 長
野県　東筑摩郡　麻績
村

208日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/8/4 エフコム（株）
東京都港区新橋５－２
６－８

一般競争入札 有 35,154,000 32,184,000 91.55%

Ｈ２８保土ヶ谷・厚木
管内交通安全対策他工
事

神奈川県　横浜市 ～
神奈川県　厚木市

239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

2016/8/4 （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 206,593,200 191,700,000 92.79%

警察庁宿舎（文京区
１）（１６）建築改修
その他工事

東京都　文京区 162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

2016/8/4 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 248,400,000 224,640,000 90.43%

千葉県警察学校生徒寮
（１６）機械設備改修
その他工事

千葉県　東金市 208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

2016/8/4 第一設備工業（株）
東京都中央区新川１－
２２－３

一般競争入札 有 50,900,400 50,760,000 99.72%

中部横断自動車道　尾
垂橋上部工事

長野県　佐久市 329日間 鋼橋上部工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2016/8/5
（株）巴コーポレー
ション

東京都中央区勝どき４
－５－１７

一般競争入札 有 251,380,800 223,776,000 89.02%

Ｈ２８・２９笹目橋
（上り）耐震補強工事

東京都　板橋区 557日間 鋼橋上部工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2016/8/5
（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 680,659,200 614,844,000 90.33%

Ｈ２８管内防災工事
東京都　八王子市 ～
神奈川県　相模原市

238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

2016/8/5 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 69,454,800 69,336,000 99.83%

Ｈ２８管内交通安全施
設整備工事

東京都　八王子市 ～
東京都　昭島市

207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

2016/8/5 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 111,045,600 100,980,000 90.94%

東関道当間靭負線跨道
橋上部工事

茨城県　鉾田市 231日間
プレストレス
ト・コンク
リート工事

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

2016/8/5
（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 298,609,200 266,976,000 89.41%

Ｈ２７渡良瀬川上流部
天端保護工事

栃木県　足利市 ～ 群
馬県　桐生市

142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

2016/8/8 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 61,549,200 56,700,000 92.12%
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Ｈ２７渡良瀬川下流部
天端保護工事

栃木県　足利市 ～ 栃
木県　佐野市

142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

2016/8/8 田中建設（株）
群馬県伊勢崎市連取町
８３７－４

一般競争入札 有 108,216,000 94,500,000 87.33%

秋山川災害復旧工事 栃木県　佐野市 142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

2016/8/8 石川建設（株）
群馬県太田市浜町１０
－３３

一般競争入札 有 100,483,200 89,100,000 88.67%

Ｈ２８二瀬ダム光ケー
ブル維持工事

埼玉県　秩父市 235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

2016/8/8 （株）エクシオテック
東京都大田区平和島４
－１－２３

一般競争入札 有 15,778,800 13,932,000 88.30%

Ｈ２８荒川河口橋（西
行）他補修工事

東京都　特別区 235日間 維持修繕工事 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

2016/8/8 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 291,006,000 264,600,000 90.93%

大橋地区ほか交通安全
対策工事

東京都　特別区 204日間 維持修繕工事 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

2016/8/8 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

一般競争入札 有 203,202,000 199,800,000 98.33%

東池袋地区ほか交通安
全対策工事

東京都　特別区 204日間 維持修繕工事 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

2016/8/8 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 157,701,600 142,560,000 90.40%

Ｈ２８東京外環情報通
信設備改修工事

東京都　世田谷区 113日間 通信設備工事 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

2016/8/9
日本フィールド・エン
ジニアリング（株）

東京都品川区西五反田
１－１４－８

一般競争入札 有 13,672,800 13,446,000 98.34%

手打沢下築堤護岸工事
山梨県　南巨摩郡　身
延町

227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

2016/8/9 長田組土木（株）
山梨県甲府市飯田４－
１０－２７

一般競争入札 有 151,189,200 137,592,000 91.01%

Ｈ２８木更津出張所管
内交通安全施設設置工
事

千葉県　館山市 ～ 千
葉県　君津市

203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

2016/8/9 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 94,478,400 84,888,000 89.85%

Ｈ２８草津宿舎改修工
事

群馬県　吾妻郡　草津
町

141日間 建築工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2016/8/9 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三
原８７５

一般競争入札 有 19,245,600 18,630,000 96.80%

大谷川（荊沢地区）護
岸工事

栃木県　日光市 175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

2016/8/9 三晃建設（株）
栃木県日光市宝殿６５
－４

一般競争入札 有 105,915,600 100,656,000 95.03%

Ｈ２８釜無川岩岳沢谷
止工工事

長野県　諏訪郡　富士
見町

230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

2016/8/9 スワテック建設（株）
長野県諏訪市城南２－
２３５３

一般競争入札 有 85,060,800 82,296,000 96.75%

Ｈ２８千葉国道情報表
示設備工事

千葉県　千葉市 ～ 千
葉県　野田市

203日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/8/9 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 147,744,000 136,620,000 92.47%

Ｈ２８浅川北野町築堤
護岸工事

東京都　八王子市 226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

2016/8/10 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 250,894,800 227,448,000 90.65%

Ｈ２８横浜国道管内Ｃ
ＣＴＶ設置工事

神奈川県　横須賀市 ～
神奈川県　横浜市

202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

2016/8/10
日本フィールド・エン
ジニアリング（株）

東京都品川区西五反田
１－１４－８

一般競争入札 有 36,828,000 33,048,000 89.74%

Ｈ２８生坂村東広津防
災他工事

長野県　東筑摩郡　生
坂村 ～ 長野県　長野
市

222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

2016/8/10 （株）サンタキザワ
長野県飯山市大字木島
１１４４

一般競争入札 有 264,200,400 237,600,000 89.93%

国立女性教育会館（１
６）機械設備改修その
他工事

埼玉県　比企郡　嵐山
町

217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

2016/8/10 （株）ダイキアクシス
愛媛県松山市美沢１－
９－１

一般競争入札 有 150,660,000 144,720,000 96.06%

Ｈ２８東京国道管内標
識設置ほか工事

東京都　特別区 202日間 維持修繕工事 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

2016/8/10 （株）キクテック
愛知県名古屋市南区加
福本通１－２６

一般競争入札 有 196,840,800 186,840,000 94.92%

三ノ輪電線共同溝工事
東京都　台東区 ～ 東
京都　荒川区

475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

2016/8/12 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

一般競争入札 有 272,613,600 250,560,000 91.91%

２０号八王子市高尾電
線共同溝（その２）工
事

東京都　八王子市 259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

2016/8/12 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

一般競争入札 有 162,043,200 151,200,000 93.31%

下谷（２）電線共同溝
その２工事

東京都　台東区 472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

2016/8/15 （株）竹中道路
東京都江東区木場２－
１４－１６

一般競争入札 有 260,895,600 248,400,000 95.21%

Ｈ２８千葉国道ＣＣＴ
Ｖ設備工事

千葉県　富津市 ～ 千
葉県　千葉市

197日間 通信設備工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2016/8/15 （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 99,619,200 89,424,000 89.77%

葛西共同溝補強その９
工事

東京都　江戸川区 471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

2016/8/16 （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 240,494,400 232,200,000 96.55%

千葉外環道路照明設備
その１工事

千葉県　松戸市 ～ 千
葉県　市川市

220日間 電気設備工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2016/8/16 （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 159,202,800 148,500,000 93.28%

Ｈ２８芹沢護岸工事 栃木県　日光市 220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

2016/8/16 丸山重機（株）
栃木県那須塩原市大原
間西１－７－５

一般競争入札 有 250,452,000 235,980,000 94.22%

新４号五霞跨道橋下部
（その１）他工事

茨城県　猿島郡　五霞
町

226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

2016/8/17 （株）ノバック
兵庫県姫路市北条１－
９２

一般競争入札 有 290,347,200 266,760,000 91.88%

Ｈ２７八潮・野田ＣＣ
ＴＶ設備工事

埼玉県　八潮市 ～ 東
京都　足立区

167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 2016/8/17 シンヨー電器（株）
東京都港区三田三丁目
４番１８号

一般競争入札 有 29,840,400 28,080,000 94.10%



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

Ｈ２８槙野地地区基盤
整備工事

埼玉県　幸手市 210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 2016/8/17 （株）堀建設
千葉県野田市宮崎１２
６－４

一般競争入札 有 281,847,600 252,612,000 89.63%

ＨＨ・ＯＭ電気通信設
備改修他工事

長野県　安曇野市 ～
長野県　大町市

195日間 通信設備工事 国営アルプスあづみの公園事務所
長野県安曇野市穂高牧
149-12

2016/8/17 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４
－７－９

一般競争入札 有 23,922,000 23,760,000 99.32%

Ｈ２８国分寺出張所管
内交通安全対策工事

栃木県　宇都宮市 ～
茨城県　古河市

224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

2016/8/19 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 161,870,400 145,368,000 89.81%

Ｈ２８小山出張所管内
交通安全対策工事

栃木県　足利市 ～ 栃
木県　佐野市

193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

2016/8/19 川上建設（株）
栃木県鹿沼市緑町１－
１－２０

一般競争入札 有 148,521,600 131,976,000 88.86%

Ｈ２８東京国道機械設
備修繕工事

東京都　大田区 220日間 機械設備工事 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

2016/8/23 （株）荏原製作所
東京都大田区羽田旭町
１１－１

一般競争入札 有 74,412,000 69,120,000 92.89%

Ｈ２８東京国道管内路
面映像監視設備設置工
事

東京都　特別区 188日間 通信設備工事 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

2016/8/24
日本フィールド・エン
ジニアリング（株）

東京都品川区西五反田
１－１４－８

一般競争入札 有 75,448,800 66,668,400 88.36%

Ｈ２８越本護岸工工事
群馬県　利根郡　片品
村

211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 2016/8/25 萬屋建設（株）
群馬県沼田市上原町１
７５６－２

一般競争入札 有 134,643,600 127,440,000 94.65%

Ｈ２８下久保集水井
（Ｃ－１０）外工事

群馬県　藤岡市 210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 2016/8/25 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

一般競争入札 有 152,755,200 138,240,000 90.50%

Ｈ２８上村君地盤改良
工事

埼玉県　羽生市 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

2016/8/25 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 157,150,800 145,044,000 92.30%

Ｈ２８吾妻川河道整備
工事（その１）

群馬県　吾妻郡　長野
原町

218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

2016/8/25 美才治・清水（共）
群馬県吾妻郡長野原町
大字川原湯４５４－９
７

一般競争入札 有 170,456,400 156,600,000 91.87%

Ｈ２８大猷院沢砂防堰
堤工事

栃木県　日光市 300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

2016/8/25 （株）吉新組 栃木県日光市松原町８ 一般競争入札 有 122,925,600 115,344,000 93.83%

Ｈ２７曲渕地先護岸災
害復旧（その１）工事

茨城県　稲敷市 210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

2016/8/26 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

一般競争入札 有 90,018,000 82,620,000 91.78%

Ｈ２８年那珂川下流部
基盤整備工事

茨城県　水戸市 124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

2016/8/26 高橋建設工業（株）
茨城県水戸市双葉台５
－８１１－２

一般競争入札 有 97,999,200 87,804,000 89.60%

甲府地方気象台（１
６）機械設備改修その
他工事

山梨県　甲府市 186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 2016/8/26 雨宮工業（株）
山梨県甲府市荒川２－
６－４２

一般競争入札 有 56,559,600 54,000,000 95.47%

Ｈ２７行田工事用道路
工事

埼玉県　熊谷市 172日間
アスファルト
舗装工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/8/26 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 268,768,800 242,460,000 90.21%

Ｈ２８利根砂防情報提
供設備設置工事

群馬県　渋川市 183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 2016/8/29 扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－
４－１８

一般競争入札 有 50,900,400 49,464,000 97.18%

Ｈ２７曲渕地先護岸災
害復旧（その２）工事

茨城県　稲敷市 207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

2016/8/29 岡田土建（株）
千葉県銚子市東芝町３
－１

一般競争入札 有 191,732,400 171,396,000 89.39%

Ｈ２８下田地区波浪対
策工事

茨城県　潮来市 207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 2016/8/29 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７
２６－２

一般競争入札 有 115,020,000 102,060,000 88.73%

１６号相模原市緑区橋
本電線共同溝（その
２）工事

神奈川県　相模原市 242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

2016/8/29 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 131,004,000 123,120,000 93.98%

Ｈ２７下内川地区基盤
整備工事

埼玉県　吉川市 198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 2016/8/29 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 230,202,000 210,276,000 91.34%

Ｈ２８飯綱町道路修繕
他工事

長野県　長野市 ～ 長
野県　上水内郡　飯綱
町

183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

2016/8/29 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 112,644,000 108,000,000 95.88%

２４６号溝の口（２）
電線共同溝（その２）
工事

神奈川県　川崎市 214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

2016/8/29 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

一般競争入札 有 124,491,600 113,400,000 91.09%

東京国税局練馬寮（Ｈ
２８）建築改修その他
工事

東京都　練馬区 213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

2016/8/29 立花建設（株）
東京都練馬区向山４－
３５－１８

一般競争入札 有 194,400,000 181,116,000 93.17%

Ｈ２８上武道路標識設
置工事

群馬県　前橋市 213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 2016/8/30 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 90,806,400 85,276,800 93.91%

Ｈ２７大越堤防強化
（下）外工事

埼玉県　加須市 211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

2016/8/30 （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 235,850,400 210,600,000 89.29%

Ｈ２８才川樋管外ゲー
ト設備改良工事

栃木県　佐野市 206日間 機械設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2016/8/30 日本自動機工（株）
埼玉県さいたま市浦和
区岸町７－１－７

一般競争入札 有 79,099,200 78,624,000 99.40%

Ｈ２８北千葉導水路布
佐シールド区間補修外
工事

千葉県　印西市 ～ 千
葉県　我孫子市

198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

2016/8/31 （株）アジア開発興業
千葉県印西市大森３２
２６－１

一般競争入札 有 68,418,000 66,744,000 97.55%



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

Ｈ２８矢板出張所管内
交通安全対策工事

栃木県　宇都宮市 ～
栃木県　那須塩原市

181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

2016/8/31 日本道路（株）
東京都港区新橋１－６
－５

一般競争入札 有 159,537,600 143,640,000 90.04%

Ｈ２７弥兵衛堤防強化
（下）外工事

埼玉県　加須市 206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

2016/8/31 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 250,646,400 226,260,000 90.27%

三吉町下流災害復旧工
事

群馬県　桐生市 119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

2016/8/31 （株）戸室組
栃木県佐野市戸奈良町
１２６５

一般競争入札 有 141,112,800 131,760,000 93.37%

Ｈ２７上内川地区基盤
整備工事

埼玉県　吉川市 196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 2016/8/31 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

一般競争入札 有 257,439,600 248,400,000 96.49%

Ｈ２７槙野地上地区堤
防整備工事

埼玉県　幸手市 181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 2016/8/31
（株）ケイワールド日
清

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－９－５

一般競争入札 有 260,960,400 234,360,000 89.81%

Ｈ２８吾妻川河道整備
工事（その２）

群馬県　吾妻郡　長野
原町

212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

2016/8/31 岩崎工業（株）
群馬県太田市東今泉町
１５９

一般競争入札 有 170,920,800 169,560,000 99.20%

Ｈ２８管内交通安全対
策工事

群馬県　利根郡　みな
かみ町 ～ 群馬県　前
橋市

181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 2016/8/31 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

一般競争入札 有 131,252,400 123,120,000 93.80%

大田原労基署（１６）
機械設備改修その他工
事

栃木県　大田原市 106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

2016/8/31 北斗管工（株）
栃木県宇都宮市茂原２
－１２－２８

一般競争入札 有 27,810,000 21,492,000 77.28%

Ｈ２７荒川下流水門無
線制御設備設置工事

東京都　北区 ～ 東京
都　葛飾区

153日間 通信設備工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2016/8/31 エフコム（株）
東京都港区新橋５－２
６－８

一般競争入札 有 116,175,600 106,380,000 91.57%


