
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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総合評価
の実施

予定価格 契約金額 落札率 備考

東関道延方地区地盤改
良工事

茨城県　潮来市 267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

2017/1/5 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

一般競争入札 有 279,536,400 249,048,000 89.09%

Ｈ２８長井川砂防堰堤
改良工事

群馬県　高崎市 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 2017/1/6 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４
－１０－１９

一般競争入札 有 159,451,200 151,200,000 94.83%

国土交通省青海総合庁
舎（１６）機械設備改
修工事

東京都　江東区 418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

2017/1/6 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 398,196,000 376,056,000 94.44%

Ｈ２８後田樋管改築工
事

千葉県　我孫子市 748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

2017/1/6 株木建設（株）
茨城県水戸市吉沢町３
１１－１

一般競争入札 有 581,828,400 572,400,000 98.38%

Ｈ２８金花山鋼製桟道
工事

群馬県　吾妻郡　長野
原町

175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

2017/1/6 日特建設（株）
東京都中央区銀座８－
１４－１４

一般競争入札 有 288,468,000 280,800,000 97.34%

Ｈ２８都幾川外天端保
護等工事

埼玉県　東松山市 ～
埼玉県　坂戸市

262日間
アスファルト
舗装工事

荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2017/1/10 （株）島村工業
埼玉県比企郡川島町大
字牛ケ谷戸４８９番地

一般競争入札 有 189,010,800 182,520,000 96.57%

Ｈ２８坂川放水路監視
操作設備更新工事

千葉県　松戸市 ～ 千
葉県　柏市

794日間 機械設備工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2017/1/10 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内
１－６－６

一般競争入札 有 194,097,600 191,160,000 98.49%

Ｈ２８秋山川左岸築堤
護岸工事

栃木県　佐野市 161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

2017/1/10 岩澤建設（株）
栃木県足利市久保田町
５６４－１

一般競争入札 有 178,696,800 160,380,000 89.75%

Ｈ２８鏡中条護岸工事 山梨県　南アルプス市 156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

2017/1/10 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 130,982,400 116,456,400 88.91%

田尻高谷改良その２８
工事

千葉県　市川市 233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 2017/1/10 （株）テクト
千葉県銚子市新生町１
－４０－１８

一般競争入札 有 170,262,000 152,604,000 89.63%

東関道築地地区地盤改
良工事

茨城県　潮来市 233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

2017/1/10 菅原建設（株）
茨城県水戸市白梅１－
２－３３

一般競争入札 有 220,330,800 198,288,000 90.00%

Ｈ２８桐生川右岸堤防
法面補修工事

群馬県　桐生市 140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

2017/1/11 田部井建設（株）
埼玉県熊谷市上根１０
２

一般競争入札 有 140,940,000 125,820,000 89.27%

Ｈ２８北首都国道庁舎
建築改修工事

埼玉県　草加市 261日間 建築工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2017/1/11 古川建設（株）
千葉県柏市戸張１３７
３－５

通常型指名競争入札 123,552,000 111,240,000 90.03%

Ｈ２８広河内第二橋梁
工事

山梨県　南巨摩郡　早
川町

345日間 鋼橋上部工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/1/11 日本車輌製造（株）
愛知県名古屋市熱田区
三本松町１－１

一般競争入札 有 237,448,800 226,260,000 95.29%

Ｈ２８栗橋東堤防強化
（下）工事

埼玉県　久喜市 170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

2017/1/11 （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 111,132,000 99,100,800 89.17%

山清路防災１号橋上部
工事

長野県　東筑摩郡　生
坂村

444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

2017/1/11 （株）東京鐵骨橋梁
茨城県取手市下高井１
０２０

一般競争入札 有 637,977,600 574,020,000 89.97%

東関道野友地区地盤改
良工事

茨城県　鉾田市 261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

2017/1/11 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

一般競争入札 有 279,979,200 252,720,000 90.26%

東関道塔ヶ崎地区改良
工事

茨城県　鉾田市 261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

2017/1/11 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 173,685,600 155,520,000 89.54%

３５７号東京港トンネ
ル（山側）排煙設備工
事

東京都　品川区 701日間 機械設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2017/1/12 （株）日立製作所
東京都千代田区丸の内
１－６－６

一般競争入札 有 271,458,000 245,052,000 90.27%

３５７号東京港トンネ
ル（山側）排水設備工
事

東京都　品川区 701日間 機械設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2017/1/12 （株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１
５－１

一般競争入札 有 296,449,200 277,020,000 93.45%

３５７号東京港トンネ
ル（山側）受変電設備
工事

東京都　品川区 701日間
受変電設備工
事

川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2017/1/12 富士電機（株）
東京都品川区大崎１－
１１－２

一般競争入札 有 230,655,600 212,760,000 92.24%

３５７号東京港トンネ
ル（山側）照明設備工
事

東京都　品川区 ～ 東
京都　江東区

701日間 電気設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2017/1/12 住友電設（株）
大阪府大阪市西区阿波
座２－１－４

一般競争入札 有 285,487,200 270,000,000 94.58%

旧警視庁第二機動隊
（１６）構内整備工事

東京都　墨田区 123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

2017/1/12 コーナン建設（株）
大阪府大阪市淀川区野
中北２－１１－１５

一般競争入札 有 178,308,000 172,800,000 96.91%

中部横断自動車道　前
山地区改良４工事

長野県　佐久市 260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

2017/1/12 松本土建（株）
長野県松本市島立６３
５－１

一般競争入札 有 294,310,800 263,196,000 89.43%

東関道前川地区地盤改
良工事

茨城県　潮来市 256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

2017/1/16 松崎建設（株）
茨城県潮来市牛堀１７
１－１

一般競争入札 有 263,001,600 237,384,000 90.26%

３５７号東京港トンネ
ル（山側）非常用設備
工事

東京都　品川区 696日間 機械設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2017/1/17 （株）ミゾタ
佐賀県佐賀市伊勢町１
５－１

一般競争入札 有 857,433,600 775,440,000 90.44%

Ｈ２７荒川下流土砂対
策工事

東京都　葛飾区 ～ 東
京都　江戸川区

72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 2017/1/18 関口工業（株）
埼玉県志木市中宗岡１
－３－３４

一般競争入札 有 193,557,600 174,960,000 90.39%
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３５７号東京港トンネ
ル（山側）防災設備工
事

東京都　品川区 ～ 東
京都　江東区

693日間 通信設備工事 川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区
梶ヶ谷2-3-3

2017/1/20 星和電機（株）
京都府城陽市寺田新池
３６

一般競争入札 有 298,728,000 266,760,000 89.30%

Ｈ２８柿平沢砂防堰堤
工事

群馬県　沼田市 365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 2017/1/23 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町
水沼乙５３

通常型指名競争入札 201,506,400 173,340,000 86.02%

Ｈ２８鬼怒統管水位計
設置工事

栃木県　日光市 66日間 通信設備工事 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

2017/1/24 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

一般競争入札 有 15,832,800 14,040,000 88.68%

気象庁清瀬庁舎（１
６）電気設備改修その
他工事

東京都　清瀬市 518日間 電気設備工事 甲武営繕事務所 東京都立川市緑町3567 2017/1/27 栗原工業（株）
大阪府大阪市北区角田
町１－１

一般競争入札 有 1,965,600,000 1,898,640,000 96.59%


