
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多摩川大師橋高
潮堤防工事

神奈川県　川崎市 150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

2016/11/1 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 175,964,400 158,760,000 90.22%

Ｈ２８年那珂川金井地
先低水護岸災害復旧他
工事

茨城県　常陸大宮市 143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

2016/11/1 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 137,203,200 127,548,000 92.96%

Ｈ２８日光砂防施設整
備（その２）工事

栃木県　日光市 143日間 維持修繕工事 日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面
2390

2016/11/1 船生建設（株）
栃木県塩谷郡塩谷町大
字船生３４３４－４

一般競争入札 有 59,734,800 58,320,000 97.63%

Ｈ２８中部横断下山地
区他改良工事

山梨県　南巨摩郡　身
延町

150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

2016/11/1 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

一般競争入札 有 272,322,000 243,864,000 89.55%

Ｈ２８川原畑地区流路
工工事

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

2016/11/1 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 232,567,200 213,840,000 91.95%

Ｈ２８利根川下流部高
水敷整備工事

千葉県　香取市 103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

2016/11/4 （株）鈴木組
千葉県香取市佐原イ２
５８７－１

一般競争入札 有 168,145,200 149,040,000 88.64%

Ｈ２８・Ｈ２９北千葉
道路北須賀・松崎地区
改良舗装工事

千葉県　成田市 329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

2016/11/4 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 175,986,000 170,640,000 96.96%

Ｈ２８国営ひたち海浜
公園園路改修工事

茨城県　ひたちなか市 137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

2016/11/7 （株）千本杉
茨城県那珂市菅谷６０
５－２１

一般競争入札 有 31,417,200 29,484,000 93.85%

Ｈ２８年那珂川三反田
地先他低水護岸災害復
旧工事

茨城県　ひたちなか市
～ 茨城県　水戸市

136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

2016/11/8 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

一般競争入札 有 161,578,800 146,880,000 90.90%

Ｈ２８横浜管内共同溝
補修工事

神奈川県　横浜市 ～
神奈川県　川崎市

203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

2016/11/9 日機道路（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

一般競争入札 有 71,658,000 68,148,000 95.10%

Ｈ２８年国道６号大和
田拡幅石名坂道路改良
工事

茨城県　日立市 132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

2016/11/9 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 89,089,200 80,460,000 90.31%

Ｈ２８金花山２号橋下
部工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

232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

2016/11/10 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

一般競争入札 有 224,780,400 213,840,000 95.13%

国土交通省青海総合庁
舎（１６）電気設備改
修工事

東京都　江東区 471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

2016/11/14 （株）九電工
福岡県福岡市南区那の
川１－２３－３５

一般競争入札 有 909,144,000 844,560,000 92.90%

Ｈ２８新橋排水樋管撤
去他工事

東京都　葛飾区 223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 2016/11/15 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 297,842,400 294,624,000 98.92%

関東農政局栃木支局本
館（１６）機械設備改
修工事

栃木県　宇都宮市 337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

2016/11/17 鬼怒川空調（株）
栃木県宇都宮市簗瀬３
丁目２番３号

一般競争入札 有 55,468,800 52,228,800 94.16%

Ｈ２８長野原地区外管
内整備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

134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

2016/11/17 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 17,485,200 16,200,000 92.65%

Ｈ２８片吹歩道橋他設
置工事

神奈川県　横浜市 130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

2016/11/21 京急建設（株）
東京都港区高輪２－２
１－２８

一般競争入札 有 69,789,600 69,120,000 99.04%

Ｈ２８三郷排水機場防
水改修工事

埼玉県　三郷市 123日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2016/11/21 （株）ビッグルーフ
東京都文京区春日２－
１－６

一般競争入札 有 27,550,800 26,978,400 97.92%

Ｈ２８川原湯地区外管
内整備工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

129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

2016/11/22 （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 14,688,000 94.25%

Ｈ２８・Ｈ２９北千葉
道路松崎・押畑地区改
良その２工事

千葉県　成田市 309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

2016/11/24 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 258,454,800 233,820,000 90.47%

関東農政局栃木支局本
館（１６）電気設備改
修工事

栃木県　宇都宮市 330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

2016/11/24 イガラシ綜業（株）
茨城県日立市幸町２－
９－２

一般競争入札 有 52,347,600 49,248,000 94.08%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その１７）工事

神奈川県　横浜市 487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

2016/11/28 （株）福田組
新潟県新潟市中央区一
番堀通町３－１０

一般競争入札 有 1,186,218,000 1,079,784,000 91.03%

国土交通省青海総合庁
舎（１６）建築改修工
事

東京都　江東区 456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

2016/11/29 名工建設（株）
愛知県名古屋市中村区
名駅１－１－４

一般競争入札 有 478,872,000 449,280,000 93.82%

Ｈ２８目吹河川防災ス
テーション整備工事

千葉県　野田市 122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

2016/11/29 名倉建設（株）
埼玉県吉川市栄町１４
３２－２

一般競争入札 有 146,199,600 131,220,000 89.75%

Ｈ２８利根川ダム統合
管理事務所屋上防水改
修工事

群馬県　前橋市 90日間 建築工事 利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町
593-1

2016/11/30 小林工業（株）
群馬県前橋市表町２－
１１－８

一般競争入札 有 7,776,000 7,376,400 94.86%

Ｈ２８－Ｈ２９新川通
地先高水敷整備工事

埼玉県　加須市 197日間 維持修繕工事 利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2016/11/30 古郡建設（株）
埼玉県深谷市稲荷町２
－１０－６

一般競争入札 有 129,254,400 124,416,000 96.26%

道路休憩施設地盤改良
その１工事

千葉県　市川市 121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 2016/11/30 金杉建設（株）
埼玉県春日部市南１－
６－９

一般競争入札 有 254,901,600 228,744,000 89.74%


