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Ｈ２９国営ひたち海浜
公園サイン改修他工事

茨城県ひたちなか市 142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

2017/11/1 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５
－８－６

2050001023662 一般競争入札 有 46,742,400 43,308,000 92.65%

Ｈ２９五十里ダム水質
観測設備外更新工事

栃木県日光市 135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

2017/11/1 （株）相互電設
栃木県宇都宮市下栗町
１８５１

1060001002501 一般競争入札 有 55,814,400 51,840,000 92.88%

Ｈ２９五十里ダム管理
用制御処理設備更新工
事

栃木県日光市 ～ 栃木
県宇都宮市

513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

2017/11/1 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 114,415,200 107,892,000 94.30%

Ｈ２９国道１６号金野
井大橋耐震補強工事

埼玉県春日部市 ～ 千
葉県野田市

240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

2017/11/1
オリエンタル白石
（株）

東京都江東区豊洲５－
６－５２

7010601040057 一般競争入札 有 215,276,400 196,560,000 91.31%

Ｈ２９年度国道６号大
和田拡幅石名坂橋下部
工事

茨城県日立市 272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

2017/11/1 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２
－１０－７

2050001023010 一般競争入札 有 285,012,000 262,440,000 92.08%

Ｈ２９国道６号旭高架
橋補修工事

茨城県日立市 149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

2017/11/1 （株）新井組
兵庫県西宮市池田町１
２－２０

9140001067900 一般競争入札 有 205,167,600 203,580,000 99.23%

牛久土浦ＢＰ根古屋川
橋下部その１工事

茨城県牛久市 364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

2017/11/1 （株）ピーエス三菱
東京都中央区晴海２－
５－２４

1010001008742 一般競争入札 有 277,732,800 260,604,000 93.83%

Ｈ２９五十里ダム気象
観測設備更新外工事

栃木県日光市 ～ 栃木
県宇都宮市

130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

2017/11/6 横河電子機器（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷
５－２３－１３

1021001022880 一般競争入札 有 42,163,200 41,040,000 97.34%

神川橋下部他工事 長野県上田市 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

2017/11/6 畑八開発（株）
長野県南佐久郡佐久穂
町大字畑３２９

7100001008257 一般競争入札 有 168,102,000 151,200,000 89.95%

Ｈ２８渡良瀬貯水池流
量計製造設置工事

埼玉県加須市 113日間 通信設備工事
利根川上流河川事務
所

埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2017/11/7 （株）拓和
東京都千代田区内神田
１－４－１５

7010001022589 一般競争入札 有 23,900,400 22,680,000 94.89%

Ｈ２９八ッ場ダム通信
設備工事

群馬県吾妻郡長野原町 507日間 通信設備工事
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

2017/11/7 日本無線（株）
東京都中野区中野４－
１０－１

3012401012867 一般競争入札 有 140,464,800 140,400,000 99.95%

Ｈ２９年那珂川磯浜地
先護岸補修工事

茨城県東茨城郡大洗町 143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

2017/11/7 金成重機建設（株）
茨城県日立市十王町友
部３５５４－１

1050001023936 一般競争入札 有 58,082,400 56,808,000 97.81%

東関道武田川橋下部そ
の１工事

茨城県行方市 378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

2017/11/7 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町
２５４４

5070001021694 一般競争入札 有 292,582,800 265,140,000 90.62%

東関道武田川橋下部そ
の２工事

茨城県行方市 367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

2017/11/7 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

5050001020979 一般競争入札 有 246,585,600 226,800,000 91.98%

中部横断楮根地区トン
ネル監査路設置他工事

山梨県南巨摩郡南部町 266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

2017/11/7 植野興業（株）
山梨県甲州市塩山上於
曽１８９６

8090001009058 一般競争入札 有 278,413,200 259,200,000 93.10%

Ｈ２８利根川右岸芦崎
下流築堤工事

千葉県銚子市 135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

2017/11/8 （株）波崎建設
茨城県神栖市波崎３７
２６－２

2050001021022 一般競争入札 有 67,284,000 60,480,000 89.89%

Ｈ２９品木ダム管内放
流警報設備設置工事

群馬県吾妻郡草津町 ～
群馬県吾妻郡中之条町

142日間 通信設備工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2017/11/8 エフコム（株）
東京都港区浜松町１－
２７－１６

6010401005112 一般競争入札 有 39,020,400 36,072,000 92.44%

幡ヶ谷ほか交通安全対
策工事

東京都特別区 142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

2017/11/8 日工建設（株）
東京都港区芝４－２－
９

2010401022094 一般競争入札 有 175,953,600 171,720,000 97.59%

Ｈ２９北浦川水門塗装
工事

茨城県取手市 112日間 塗装工事
利根川下流河川事務
所

千葉県香取市佐原イ
4149

2017/11/8 （株）菊正塗装店
茨城県水戸市新原１－
１９－４６

3050001000784 一般競争入札 有 55,922,400 30,855,600 55.18%

Ｈ２９南部地区道路休
憩施設情報提供設備他
設置工事

山梨県南巨摩郡南部町
～ 山梨県南巨摩郡身延
町

134日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/11/9 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１
－５－４６

8100001012621 一般競争入札 有 46,364,400 41,288,400 89.05%

中部横断一色トンネル
監査路設置工事

山梨県南巨摩郡身延町 264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

2017/11/9 湯澤工業（株）
山梨県南アルプス市六
科１１８６

2090001005095 一般競争入札 有 249,307,200 225,504,000 90.45%

中部横断城山トンネル
監査路設置（その１）
工事

山梨県南巨摩郡身延町
～ 山梨県西八代郡市川
三郷町

264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

2017/11/9 （株）小林建設所
山梨県南巨摩郡身延町
遅沢２３４８

1090001011978 一般競争入札 有 260,323,200 235,116,000 90.32%

中部横断城山トンネル
監査路設置（その２）
工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

264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

2017/11/9 大新工業（株）
山梨県甲府市太田町７
－１

9090001001261 一般競争入札 有 263,336,400 237,600,000 90.23%

Ｈ２８乙母砂防堰堤魚
道改築工事

群馬県多野郡上野村 137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 2017/11/9 田畑建設（株）
群馬県藤岡市小林３２
６

2070001012473 一般競争入札 有 111,358,800 111,240,000 99.89%

練馬東税務署（１７）
電気設備改修工事

東京都練馬区 526日間 電気設備工事 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

2017/11/9 栗駒電気工事（株）
東京都足立区梅島１－
２５－６

3011801007386 一般競争入札 有 154,332,000 139,860,000 90.62%

横浜税関本関外１件
（１７）建築改修その
他工事

神奈川県横浜市中区 ～
神奈川県横須賀市

356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

2017/11/9 （株）渡辺組
神奈川県横浜市中区南
仲通３－３１

3020001014044 一般競争入札 有 321,840,000 291,600,000 90.60%

Ｈ２９渡良瀬川管内
ネットワーク設備設置
工事

栃木県足利市 ～ 群馬
県桐生市

134日間 通信設備工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町
661-3

2017/11/9 （株）たけのうち電器
群馬県沼田市上原町１
７５６－３８１

8070001022970 一般競争入札 有 67,316,400 65,880,000 97.87%



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 法人番号
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

Ｈ２９下館河川事務所
無停電電源設備更新工
事

茨城県筑西市 133日間
受変電設備工
事

下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2017/11/10 サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－
６－３

3030001045666 一般競争入札 有 31,903,200 29,268,000 91.74%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その２７）工事

神奈川県横浜市栄区 294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

2017/11/10 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１３－３

9020001021167 一般競争入札 有 166,384,800 149,796,000 90.03%

日本橋室町地下歩道そ
の２工事

東京都中央区 837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

2017/11/13 佐藤工業（株）
東京都中央区日本橋本
町４－１２－１９

2230001001055 一般競争入札 有 737,532,000 734,400,000 99.58%

Ｈ２９下館河川事務所
照明設備改修工事

茨城県筑西市 107日間 電気設備工事 下館河川事務所
茨城県筑西市二木成
1753

2017/11/13 （有）新栄電気
千葉県野田市山崎２７
２１－２４

9040002097072 一般競争入札 有 8,424,000 4,678,192 55.53%

新宿税務署（１７）エ
レベーター設備工事

東京都新宿区 444日間 機械設備工事 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

2017/11/13
日本エレベーター製造
（株）

東京都千代田区岩本町
１－１０－３

8010001032926 一般競争入札 有 18,747,600 18,686,175 99.67%

練馬東税務署（１７）
建築改修工事

東京都練馬区 522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

2017/11/13 大翔建設（株）
東京都葛飾区奥戸２－
４０－６

6011801002632 一般競争入札 有 378,864,000 347,760,000 91.79%

横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ
下部（その３５）工事

神奈川県横浜市栄区 501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

2017/11/13 （株）森組
大阪府大阪市中央区道
修町４－５－１７

4120001077567 一般競争入札 有 883,569,600 801,792,000 90.74%

Ｈ２９映像蓄積装置設
置工事

埼玉県さいたま市中央
区

129日間 通信設備工事 関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1

2017/11/14 富士通（株）
東京都港区東新橋１－
５－２

1020001071491 一般競争入札 有 98,042,400 90,720,000 92.53%

Ｈ２９多摩川古市場築
堤護岸外工事

神奈川県川崎市幸区 ～
東京都大田区

198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

2017/11/14 多田建設（株）
東京都江東区大島２－
８－６

7010601004722 一般競争入札 有 228,517,200 207,360,000 90.74%

Ｈ２９越谷宿舎外建築
改修その他工事

埼玉県越谷市 ～ 千葉
県松戸市

129日間 建築工事 江戸川河川事務所 千葉県野田市宮崎134 2017/11/14 富士建設工業（株）
埼玉県草加市瀬崎３－
３０－１

4030001035518 一般競争入札 有 53,449,200 52,704,000 98.61%

練馬東税務署（１７）
機械設備改修工事

東京都練馬区 521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

2017/11/14 日本設備工業（株）
東京都千代田区大手町
１－７－２

6010001065457 一般競争入札 有 200,016,000 182,520,000 91.25%

Ｈ２９中野台下地区低
水護岸工事

千葉県野田市 197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 2017/11/15 松浦建設（株）
千葉県野田市東金野井
９５７－１

6040001071527 一般競争入札 有 298,123,200 272,160,000 91.29%

Ｈ２８荒川上尾市西貝
塚外築堤工事

埼玉県上尾市 125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

2017/11/15 （株）松永建設
埼玉県さいたま市岩槻
区城南５－６－６

2030001018210 一般競争入札 有 237,556,800 213,840,000 90.02%

Ｈ２９町道林長野原線
楡木沢橋上部工事

群馬県吾妻郡長野原町 316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

2017/11/16 瀧上工業（株）
愛知県半田市神明町１
－１

1180001089667 一般競争入札 有 184,129,200 165,888,000 90.09%

Ｈ２９鬼怒川左岸鎌庭
上流築堤護岸工事

茨城県下妻市 134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

2017/11/16 （株）赤塚土木興業
茨城県つくばみらい市
長渡呂２５２

2050001028199 一般競争入札 有 98,722,800 88,560,000 89.71%

Ｈ２９国営ひたち海浜
公園園路整備工事

茨城県ひたちなか市 126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

2017/11/17 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５
－８－６

2050001023662 一般競争入札 有 40,392,000 36,720,000 90.91%

Ｈ２９京浜河川統一河
川情報設備更新工事

神奈川県横浜市鶴見区 133日間 通信設備工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2017/11/17 （株）ほくつう
石川県金沢市問屋町１
－６５

6220001006381 一般競争入札 有 41,526,000 41,256,000 99.35%

Ｈ２９久蔵口基盤整備
工事

栃木県日光市 126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

2017/11/17 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４
－１０－１９

3060001003365 一般競争入札 有 60,253,200 55,836,000 92.67%

Ｈ２９松木川一号砂防
堰堤改築工事

栃木県日光市 861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

2017/11/17 （株）浜屋組
栃木県矢板市本町１２
－６

9060001013417 一般競争入札 有 276,274,800 269,892,000 97.69%

Ｈ２９・Ｈ３０国道３
５７号市川大橋（海
側）補修その２工事

千葉県市川市 315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

2017/11/17 （株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２
７番地

6040001022645 一般競争入札 有 129,459,600 117,180,000 90.51%

Ｈ２９国道１７号本庄
道路他環境整備工事

埼玉県本庄市 ～ 埼玉
県深谷市

115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

2017/11/21 小林工業（株）
群馬県前橋市表町２－
１１－８

3070001001260 一般競争入札 有 53,568,000 52,380,000 97.78%

東関道長野江地区跨道
橋下部工事

茨城県行方市 234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

2017/11/21 （株）秋山工務店
茨城県日立市大沼町１
－７－１

3050001022886 一般競争入札 有 108,270,000 108,000,000 99.75%

Ｈ２９・Ｈ３０北千葉
道路松崎・押畑地区改
良その３工事

千葉県成田市 220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

2017/11/21 進和建設（株）
千葉県市原市白金町４
－５７

6040001054085 一般競争入札 有 128,746,800 117,180,000 91.02%

Ｈ２９富士川砂防事務
所画像蓄積装置外改修
工事

山梨県甲府市 ～ 山梨
県南巨摩郡早川町

124日間 通信設備工事 富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-
12-16

2017/11/22 富士通（株）
東京都港区東新橋１－
５－２

1020001071491 一般競争入札 有 42,951,600 40,020,480 93.18%

Ｈ２９鬼怒川左岸新石
下築堤工事

茨城県常総市 177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

2017/11/22 （株）高橋芝園土木
茨城県古河市東牛谷３
１８－１

6050001018725 一般競争入札 有 204,865,200 185,544,000 90.57%

Ｈ２９高崎管内特殊車
両自動計測設備工事

群馬県利根郡みなかみ
町 ～ 長野県北佐久郡
軽井沢町

128日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/11/22 大日通信工業（株）
兵庫県尼崎市金楽寺町
１－２－６５

4140001049721 一般競争入札 有 78,721,200 72,900,000 92.61%

Ｈ２９栗橋北堤防強化
（上・下）工事

埼玉県久喜市 208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

2017/11/22 小川工業（株）
埼玉県行田市桜町１－
５－１６

6030001086732 一般競争入札 有 182,109,600 168,372,000 92.46%
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Ｈ２９管内標識整備工
事

東京都八王子市 ～ 東
京都日野市

188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

2017/11/24 菊水建設（株）
東京都葛飾区青戸８－
２－１８

5180001092304 一般競争入札 有 118,713,600 115,560,000 97.34%

Ｈ２９鬼怒川右岸大輪
築堤工事

茨城県常総市 151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

2017/11/27 谷原建設（株）
茨城県つくばみらい市
下長沼１１８－１

3050001028917 一般競争入札 有 95,677,200 86,400,000 90.30%

神奈川運輸支局（１
７）エレベーター設備
工事

神奈川県横浜市都筑区 504日間 機械設備工事 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

2017/11/27
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

東京都文京区本駒込２
－２８－８

9010001075825 一般競争入札 有 17,423,800 16,045,720 92.09%

Ｈ２９九里巾交差点改
良１工事

長野県塩尻市 122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

2017/11/28 平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村
５５２３

3100001015034 一般競争入札 有 118,918,800 112,827,600 94.88%

Ｈ２９鬼怒川左岸黒駒
築堤工事

茨城県下妻市 199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

2017/11/28 キムラ工業（株）
茨城県牛久市中央３－
２２－１

6050001030449 一般競争入札 有 179,928,000 166,903,200 92.76%

Ｈ２９大磯出張所浄化
槽工事

神奈川県平塚市 107日間 建築工事 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

2017/11/28 （株）杉山土建
神奈川県伊勢原市三ノ
宮１－４

3021001021146 通常型指名競争入札 17,539,200 13,061,412 74.47%

Ｈ２９林地区他河道整
備工事

群馬県吾妻郡長野原町 303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

2017/11/29 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 265,658,400 259,200,000 97.57%

Ｈ２８鉾田光通信路整
備工事

茨城県鉾田市 116日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2017/11/30
富士通ネットワークソ
リューションズ（株）

神奈川県横浜市西区高
島１－１－２

7020001077145 一般競争入札 有 23,295,600 23,220,000 99.68%


