【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

件名：２１美濃 現場技術その２業務、場所：岐阜県恵那市、関
市、中津川市、郡上市、下呂市、加茂郡白川町、東白川村地内、
期間：平成２１年４月２日〜平成２３年１１月３０日、種別：測
量・建設コンサルタント等

局長 佐藤 康文
近畿北陸整備局（京都府京都市中
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成21年4月2日

ＮＴＣコンサルタンツ
（株）中部支社
（名古屋市中区千代田２−
１６−１０）

一般競争入札

77,532,000

63,000,000

81.3%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 現場技術その３業務、場所：島根県浜田市、江
近畿北陸整備局（京都府京都市中
2 津市、邑智郡邑南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年３月２３日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

日本振興（株）中国四国支
店
（広島市東区光町１−１２
−２０）

一般競争入札

27,898,500

26,775,000

96.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 現場技術業務、場所：和歌山県日高郡みなべ
近畿北陸整備局（京都府京都市中
3 町、印南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２３年２月２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
８日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

日本振興（株）大阪支店
（大阪府泉南市りんくう南
浜３−２）

一般競争入札

26,565,000

24,570,000

92.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 現場技術その２業務、場所：和歌山県日高郡み
近畿北陸整備局（京都府京都市中
4 なべ町、印南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２３年２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
月２８日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

日本振興（株）大阪支店
（大阪府泉南市りんくう南
浜３−２）

一般競争入札

26,565,000

24,570,000

92.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 現場技術その３業務、場所：和歌山県日高郡み
近畿北陸整備局（京都府京都市中
5 なべ町、印南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２３年２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
月２８日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

日本振興（株）大阪支店
（大阪府泉南市りんくう南
浜３−２）

一般競争入札

26,565,000

24,570,000

92.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 現場技術その２業務、場所：島根県浜田市、江
近畿北陸整備局（京都府京都市中
6 津市、邑智郡邑南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２３
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年３月２３日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

（株）大建コンサルタント
（島根県益田市大谷町５
５）

一般競争入札

28,812,000

20,895,000

72.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 現場技術その１業務、場所：島根県浜田市、江
近畿北陸整備局（京都府京都市中
7 津市、邑智郡邑南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２３
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年３月２３日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

（株）カイハツ
（島根県出雲市塩冶町２９
６−３）

一般競争入札

28,812,000

20,892,900

72.5%

1

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 現場技術その４業務、場所：和歌山県日高郡み
近畿北陸整備局（京都府京都市中
8 なべ町、印南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２２年３
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
月１９日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

（株）テクノプラン 東京
支店
（東京都港区新橋４−２４
−８）

一般競争入札

12,862,500

12,600,000

98.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 現場技術その４業務、場所：島根県浜田市、江
近畿北陸整備局（京都府京都市中
9 津市、邑智郡邑南町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年３月２３日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

（株）ワールド測量設計
（島根県出雲市荻杼町２７
４−２）

一般競争入札

14,101,500

10,269,000

72.8%

局長 佐藤 康文
件名：２１南丹 現場技術その２業務、場所：京都府南丹市、船
近畿北陸整備局（京都府京都市中
10 井郡京丹波町地内、期間：平成２１年４月２日〜平成２２年３月
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
１９日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月2日

（株）横浜コンサルティン
グセンター大阪支店
（大阪市淀川区西中島５−
６−９）

一般競争入札

13,272,000

10,080,000

75.9%

局長 佐藤 康文
近畿北陸整備局（京都府京都市中
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成21年4月3日

日本振興（株）名古屋支店
（名古屋市中村区名駅５−
３８−５）

一般競争入札

77,532,000

76,020,000

98.0%

局長 佐藤 康文
件名：平成２１年度 技術審査支援等業務、場所：京都事務所、
近畿北陸整備局（京都府京都市中
12 期間：平成２１年４月３日〜平成２２年３月１９日、種別：測
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月3日

日化エンジニアリング
（株）
（大阪市港区波除３−１２
−４）

一般競争入札

25,819,500

25,200,000

97.6%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 現場用地業務、場所：和歌山県日高郡みなべ
近畿北陸整備局（京都府京都市中
13 町、印南町地内、期間：平成２１年４月３日〜平成２２年３月１
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
９日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月3日

（有）農幸
（神奈川県川崎市川崎区砂
子２−１１−２０）

一般競争入札

12,138,000

10,605,000

87.4%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 環境影響調査業務、場所：和歌山県日高郡みな
近畿北陸整備局（京都府京都市中
14 べ町、印南町地内、期間：平成２１年４月３日〜平成２２年３月
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
１９日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月3日

（株）環境総合テクノス
（大阪市中央区安土町１−
３−５）

一般競争入札

8,673,000

6,615,000

76.3%

11

件名：２１美濃 現場技術その１業務、場所：岐阜県恵那市、関
市、中津川市、郡上市、下呂市、加茂郡白川町、東白川村地内、
期間：平成２１年４月２日〜平成２３年１１月３０日、種別：測
量・建設コンサルタント等

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１安房 区画整理換地業務、場所：千葉県館山市地内、 事業所長 鶴岡 敬三
15 期間：平成２１年４月６日〜平成２２年３月２３日、種別：測
安房南部建設事業所（千葉県館山
量・建設コンサルタント等
市安布里２３０−１）

平成21年4月6日

千葉県土地改良事業団体連
合会
（千葉市美浜区新港２４９
−５）

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 農用道９号橋梁他工事、場所：和歌山県日高郡
近畿北陸整備局（京都府京都市中
16 みなべ町地内、期間：平成２１年４月７日〜平成２２年９月３０
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
５）

平成21年4月7日

件名：２１安房 農用道３号トンネル照明設備工事、場所：千葉 事業所長 鶴岡 敬三
17 県南房総市地内、期間：平成２１年４月７日〜平成２２年１月２ 安房南部建設事業所（千葉県館山
０日、種別：工事
市安布里２３０−１）

契約金額（円）

落札率

19,488,000

17,965,500

92.2%

（株）エム・テック 近畿
支店
一般競争入札（総合
（大阪市中央区石町１−１
評価方式）
−１ 天満橋千代田ビル）

399,483,000

383,250,000

95.9%

平成21年4月7日

（株）間宮電気工業
一般競争入札（総合
（千葉県南房総市和田町和
評価方式）
田５８５）

183,088,500

182,700,000

99.8%

局長 佐藤 康文
件名：２１南丹 現場技術その１業務、場所：京都府南丹市、船
近畿北陸整備局（京都府京都市中
18 井郡京丹波町地内、期間：平成２１年４月７日〜平成２２年１１
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
月３０日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月7日

日本振興（株）大阪支店
（大阪府泉南市りんくう南
浜３−２）

一般競争入札

76,944,000

54,390,000

70.7%

件名：２１安房 現場技術業務、場所：千葉県館山市・南房総市 事業所長 鶴岡 敬三
19 地内、期間：平成２１年４月７日〜平成２２年３月１２日、種
安房南部建設事業所（千葉県館山
別：測量・建設コンサルタント等
市安布里２３０−１）

平成21年4月7日

日本振興（株）東京支店
（東京都北区西ヶ原１−４
６−１３）

一般競争入札

49,822,500

47,544,000

95.4%

20

件名：２１下閉 現場技術その１業務、場所：下閉伊北建設事業
局長 美濃 眞一郎
所及び農用地総合整備事業下閉伊北区域内（岩手県下閉伊郡岩泉
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
町、田野畑村、普代村地内）、期間：平成２１年４月７日〜平成
中央通三丁目３−３）
２２年３月３０日、種別：測量・建設コンサルタント等

平成21年4月7日

日本振興（株）東北支店
（仙台市宮城野区榴岡４丁
目５番５号 Ｋ．Ｔビル３
Ｆ）

一般競争入札

29,988,000

28,140,000

93.8%

21

件名：２１下閉 現場技術その２業務、場所：下閉伊北建設事業
局長 美濃 眞一郎
所及び農用地総合整備事業下閉伊北区域内（岩手県下閉伊郡岩泉
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
町、田野畑村、普代村地内）、期間：平成２１年４月７日〜平成
中央通三丁目３−３）
２２年３月３０日、種別：測量・建設コンサルタント等

平成21年4月7日

東北エンジニアリング
（株）
（岩手県岩手郡滝沢村滝沢
字大石渡２０１５番地）

一般競争入札

29,988,000

27,825,000

92.8%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

一般競争入札

予定価格（円）
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

22

件名：２１郡山 現場技術その１業務、場所：郡山建設事業所及
局長 美濃 眞一郎
び農用地総合整備事業郡山区域内（福島県郡山市地内）、期間：
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
平成２１年４月７日〜平成２２年３月１２日、種別：測量・建設
中央通三丁目３−３）
コンサルタント等

平成21年4月7日

（株）大進精測
（福島県郡山市大槻町字下
町東２４番地）

一般競争入札

25,725,000

24,150,000

93.9%

23

件名：２１下閉 現場技術その３業務、場所：下閉伊北建設事業
局長 美濃 眞一郎
所及び農用地総合整備事業下閉伊北区域内（岩手県下閉伊郡岩泉
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
町、田野畑村、普代村地内）、期間：平成２１年４月７日〜平成
中央通三丁目３−３）
２２年３月３０日、種別：測量・建設コンサルタント等

平成21年4月7日

（有）農幸
（神奈川県川崎市川崎区砂
子二丁目１１番地２０）

一般競争入札

14,962,500

11,760,000

78.6%

24

件名：２１郡山 現場技術その２業務、場所：郡山建設事業所及
局長 美濃 眞一郎
び農用地総合整備事業郡山区域内（福島県郡山市地内）、期間：
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
平成２１年４月７日〜平成２１年９月３０日、種別：測量・建設
中央通三丁目３−３）
コンサルタント等

平成21年4月7日

日本振興（株）東北支店
（仙台市宮城野区榴岡４丁
目５番５号 Ｋ．Ｔビル３
Ｆ）

一般競争入札

6,636,000

5,775,000

87.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 ４工区農用道工事、場所：和歌山県日高郡印南
近畿北陸整備局（京都府京都市中
25 町及びみなべ町地内、期間：平成２１年４月８日〜平成２２年１
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
２月１７日、種別：工事
５）

平成21年4月8日

株木建設（株）大阪支店
一般競争入札（総合
（大阪市北区豊崎５−８−
評価方式）
１７）

739,158,000

624,225,000

84.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 区画整理実施設計他業務、場所：島根県浜田
近畿北陸整備局（京都府京都市中
26 市、江津市、邑智郡邑南町地内、期間：平成２１年４月９日〜平
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
成２２年３月１０日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月9日

（株）ウエスコ 浜田支店
（島根県浜田市黒川町３２
８−１）

一般競争入札

11,592,000

7,665,000

66.1%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 環境調査業務、場所：島根県浜田市、江津市、
近畿北陸整備局（京都府京都市中
27 邑智郡邑南町地内、期間：平成２１年４月９日〜平成２２年３月
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
１９日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月9日

（株）ウエスコ 浜田支店
（島根県浜田市黒川町３２
８−１）

一般競争入札

8,022,000

4,620,000

57.6%

件名：２１郡山 環境保全調査業務、場所：郡山建設事業所及び
局長 美濃 眞一郎
農用地総合整備事業郡山区域内（福島県郡山市地内）、期間：平
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
成２１年４月９日〜平成２１年１２月１８日、種別：測量・建設
中央通三丁目３−３）
コンサルタント等

平成21年4月9日

国際航業（株）盛岡支店
（盛岡市長田町６−７）

一般競争入札

5,302,500

3,990,000

75.2%

28

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

29

件名：２１美濃 ３工区農用道１号トンネル土壌調査等業務、場
所：岐阜県加茂郡白川町、東白川村地内、期間：平成２１年４月
１０日〜平成２２年３月２６日、種別：測量・建設コンサルタン
ト等

局長 佐藤 康文
近畿北陸整備局（京都府京都市中
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成21年4月10日

（株）帝国建設コンサルタ
ント
（岐阜市青柳町２−１０）

一般競争入札

28,948,500

17,850,000

61.7%

30

件名：２１美濃 環境影響調査業務、場所：岐阜県恵那市、関
市、中津川市、郡上市、下呂市、加茂郡白川町、東白川村地内、
期間：平成２１年４月１０日〜平成２２年３月２６日、種別：測
量・建設コンサルタント等

局長 佐藤 康文
近畿北陸整備局（京都府京都市中
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成21年4月10日

（株）帝国建設コンサルタ
ント
（岐阜市青柳町２−１０）

一般競争入札

18,385,500

10,290,000

56.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 換地設計他業務 、場所：島根県浜田市、江津
近畿北陸整備局（京都府京都市中
31 市、邑智郡邑南町地内、期間：平成２１年４月１７日〜平成２２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年３月２６日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月17日

島根県土地改良事業団体連
合会
（島根県松江市黒田町４３
２−１）

一般競争入札

18,081,000

17,325,000

95.8%

件名：２１小国 現場技術その２業務、場所：熊本県阿蘇郡南小 局長 伊藤 和徳
32 国町、小国町地内、期間：平成２１年４月１７日〜平成２２年３ 九州整備局（福岡県福岡市博多区
月１５日、種別：測量・建設コンサルタント等
博多駅前３−２−１）

平成21年4月17日

日本振興（株）九州支店
（福岡市博多区博多駅東２
丁目５番２１号）

一般競争入札

13,755,000

13,020,000

94.7%

件名：２１小国 現場技術その１業務、場所：熊本県阿蘇郡南小 局長 伊藤 和徳
33 国町、小国町地内、期間：平成２１年４月１７日〜平成２２年３ 九州整備局（福岡県福岡市博多区
月１５日、種別：測量・建設コンサルタント等
博多駅前３−２−１）

平成21年4月17日

（株）サタコンサルタンツ
（鹿児島市鷹師２丁目３番
２号）

一般競争入札

13,755,000

12,600,000

91.6%

件名：２１小国 現場用地その２業務、場所：熊本県阿蘇郡南小 局長 伊藤 和徳
34 国町、小国町地内、期間：平成２１年４月１７日〜平成２２年３ 九州整備局（福岡県福岡市博多区
月１５日、種別：測量・建設コンサルタント等
博多駅前３−２−１）

平成21年4月17日

（株）サタコンサルタンツ
（鹿児島市鷹師２丁目３番
２号）

一般競争入札

13,755,000

12,075,000

87.8%

件名：２１小国 現場用地その１業務、場所：熊本県阿蘇郡南小 局長 伊藤 和徳
35 国町、小国町地内、期間：平成２１年４月１７日〜平成２２年３ 九州整備局（福岡県福岡市博多区
博多駅前３−２−１）
月１５日、種別：測量・建設コンサルタント等

平成21年4月17日

（有）農幸
（川崎市川崎区砂子２丁目
１１番地２０）

一般競争入札

13,755,000

11,655,000

84.7%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：平成２１年度平取・えりも線第６工区地すべり安定解析業 副局長 二宮 隆
36 務、場所：北海道、期間：平成２１年４月２２日〜平成２１年９ 東北北海道整備局（宮城県仙台市
月３０日、種別：測量・建設コンサルタント等
青葉区上杉５−３−３６）

平成21年4月22日

(株)エーティック
（北海道札幌市西区二十四
軒１条５丁目６番１号）

一般競争入札

5,930,000

4,305,000

72.6%

件名：２１小国 自然環境調査業務、場所：熊本県阿蘇郡南小国 局長 伊藤 和徳
37 町、小国町地内、期間：平成２１年４月２３日〜平成２２年３月 九州整備局（福岡県福岡市博多区
１５日、種別：測量・建設コンサルタント等
博多駅前３−２−１）

平成21年4月23日

西日本コンサルタント
（株）
（大分市大字奥田６４６番
地の１）

一般競争入札

16,558,500

8,085,000

48.8%

局長 佐藤 康文
件名：２１南丹 自然環境調査業務、場所：京都府南丹市、船井
近畿北陸整備局（京都府京都市中
38 郡京丹波町地内、期間：平成２１年４月２３日〜平成２２年３月
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
２３日、種別：測量・建設コンサルタント等
５）

平成21年4月23日

（株）環境総合テクノス
（大阪市中央区安土町１−
３−５）

一般競争入札

4,756,500

3,255,000

68.4%

件名：２１下閉 農用道自然環境調査業務、場所：農用地総合整
局長 美濃 眞一郎
備事業下閉伊北区域内（岩手県下閉伊郡岩泉町地内）、期間：平
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
成２１年４月２４日〜平成２２年３月２６日、種別：測量・建設
中央通三丁目３−３）
コンサルタント等

平成21年4月24日

（株）環境総合テクノス
（大阪市中央区安土町１丁
目３番５号）

一般競争入札

4,441,500

3,055,500

68.8%

件名：２１南富 農業用用水施設測量調査設計他業務、場所：北 局長 美濃 眞一郎
40 海道空知郡南富良野町地内、期間：平成２１年４月３０日〜平成 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
２１年７月３１日、種別：測量・建設コンサルタント等
中央通三丁目３−３）

平成21年4月30日

ＮＴＣコンサルタンツ
（株）東北支社
（仙台市青葉区中央２丁目
１１−１）

一般競争入札

26,008,500

17,010,000

65.4%

件名：２１安房 用水調査業務、場所：千葉県館山市地内、期
41 間：平成２１年５月２６日〜平成２１年９月３０日、種別：測
量・コンサルタント等

事業所長 鶴岡 敬三
安房南部建設事業所（千葉県館山
市安布里２３０−１）

平成21年5月26日

（株）葵エンジニアリング
関東支社
（埼玉県さいたま市浦和区
高砂３−７−２）

一般競争入札

4,578,000

4,515,000

98.6%

件名：２１安房 家屋調査業務、場所：千葉県館山市地内、期
42 間：平成２１年５月２６日〜平成２１年９月３０日、種別：測
量・コンサルタント等

事業所長 鶴岡 敬三
安房南部建設事業所（千葉県館山
市安布里２３０−１）

平成21年5月26日

ケーエス・コンサルタント
（株）
（千葉県木更津市桜町２−
６−１）

一般競争入札

3,885,000

2,992,500

77.0%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

39

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１安房 農用道３号トンネル他舗装工事、場所：千葉県 事業所長 鶴岡 敬三
43 南房総市地内、期間：平成２１年５月２７日〜平成２１年１２月 安房南部建設事業所（千葉県館山
１５日、種別：工事
市安布里２３０−１）

平成21年5月27日

鹿島道路（株）東京支店
一般競争入札（総合
（東京都文京区後楽１−７
評価方式）
−２７）

件名：２１郡山 農用道建物影響調査業務、場所：福島県郡山市 局長 美濃 眞一郎
44 地内、期間：平成２１年５月２８日〜平成２２年１月２９日、種 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
別：測量・コンサルタント等
中央通三丁目３−３）

平成21年5月28日

（株）藤森測量設計
（岩手県久慈市新井田第４
地割１３番地１）

件名：平成２１年度飯豊・檜枝岐線（一の木区間） 外周囲測量 局長 荒井 秀夫
45 業務、場所：福島県、期間：平成２１年６月１１日〜平成２１年 関東整備局（東京都港区赤坂４−
１０月３０日、種別：測量・コンサルタント等
９−１７）

平成21年6月11日

（株）藤建技術設計センタ
−
（福島県東白川郡棚倉町大
字棚倉字中居野６５番地）

件名：２１南富 農業用用水施設その１工事、場所：北海道空知 局長 美濃 眞一郎
46 郡南富良野町地内、期間：平成２１年６月１９日〜平成２１年１ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
０月３０日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年6月19日

件名：平成２１年度 日吉・松野線 第１工区 保全工事、場
局長 伊藤 文彦
47 所：愛媛県北宇和郡鬼北町日向谷地内、期間：平成２１年６月２ 中国四国整備局（岡山県岡山市北
４日〜平成２２年２月２６日、種別：工事
区磨屋町２−５）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

160,125,000

139,230,000

87.0%

一般競争入札

6,940,500

5,586,000

80.5%

一般競争入札

3,659,250

2,847,600

77.8%

（株）アラタ工業
一般競争入札（総合
（北海道空知郡上富良野町
評価方式）
北町２丁目）

72,082,500

60,039,000

83.3%

平成21年6月24日

大旺新洋（株）
一般競争入札（総合
（高知県高知市駅前町５−
評価方式）
５）

359,100,000

351,750,000

98.0%

件名：２１小国 基幹農林道１工区その１工事、場所：熊本県阿 局長 伊藤 和徳
48 蘇郡小国町、期間：平成２１年６月２５日〜平成２２年１月２２ 九州整備局（福岡県福岡市博多区
日、種別：工事
博多駅前３−２−１）

平成21年6月25日

（株）伊藤組
一般競争入札（総合
（熊本県阿蘇郡小国町大字
評価方式）
上黒渕２５６１）

149,268,000

125,265,000

83.9%

件名：平成２１年度置戸・阿寒線第３工区保全工事、場所：北海 副局長 二宮 隆
49 道、期間：平成２１年６月２５日〜平成２１年１０月３０日、種 東北北海道整備局（宮城県仙台市
青葉区上杉５−３−３６）
別：工事

平成21年6月25日

（株）小野寺組
一般競争入札（総合
（北海道釧路市阿寒町富士
評価方式）
見３−９−１２）

22,160,000

19,950,000

90.0%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１南富 農用地整備その１工事、場所：北海道空知郡南 局長 美濃 眞一郎
50 富良野町地内、期間：平成２１年６月２６日〜平成２１年１０月 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
３０日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年6月26日

（株）下久根建設
一般競争入札（総合
（北海道空知郡中富良野町
評価方式）
新町１番３０号）

31,699,500

27,195,000

85.8%

件名：２１南富 農業用用水施設その２工事、場所：北海道空知 局長 美濃 眞一郎
51 郡南富良野町地内、期間：平成２１年６月２９日〜平成２１年１ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
０月３０日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年6月29日

花本建設（株）
一般競争入札（総合
（北海道旭川市７条通１５
評価方式）
丁目右６号）

79,170,000

67,200,000

84.9%

件名：平成２１年度大山・福光線第３工区保全工事、場所：富山 局長 平澤津 好正
52 県南砺市刀利地内、期間：平成２１年６月２９日〜平成２１年１ 中部整備局（愛知県名古屋市中村
２月１５日、種別：工事
区名駅４−２−２５）

平成21年6月29日

グリーンテクノ経常建設
（共企）
（富山県砺波市千保２９
７）

一般競争入札（総合
評価方式）

28,300,000

27,825,000

98.3%

件名：２１小国 用地調査他業務、場所：熊本県阿蘇郡小国町、 局長 伊藤 和徳
53 期間：平成２１年６月２９日〜平成２２年３月１６日、種別：測 九州整備局（福岡県福岡市博多区
量・コンサルタント等
博多駅前３−２−１）

平成21年6月29日

広建コンサルタンツ（株）
（広島県福山市川口町１−
７−３ ）

一般競争入札

6,909,000

5,145,000

74.5%

件名：２１安房 ２工区農用道舗装工事、場所：千葉県館山市及 事業所長 鶴岡 敬三
54 び南房総市地内、期間：平成２１年６月３０日〜平成２１年１１ 安房南部建設事業所（千葉県館山
月２７日、種別：工事
市安布里２３０−１）

平成21年6月30日

大成ロテック（株）東関東
支社
一般競争入札（総合
（千葉県千葉市中央区新町
評価方式）
１０００番地センシティー
タワー）

59,062,500

48,510,000

82.1%

件名：２１郡山 譲渡し図面作成他業務、場所：福島県郡山市地 局長 美濃 眞一郎
55 内、期間：平成２１年６月３０日〜平成２２年２月２６日、種
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
別：測量・コンサルタント等
中央通三丁目３−３）

平成21年6月30日

（株）北辰計画
（新潟県五泉赤海字下島８
６８−１）

一般競争入札

16,128,000

15,099,000

93.6%

件名：平成２１年度飯豊・檜枝岐線第１２工区地質・安定解析調 局長 荒井 秀夫
56 査業務、場所：福島県、期間：平成２１年６月３０日〜平成２１ 関東整備局（東京都港区赤坂４−
９−１７）
年９月３０日、種別：測量・コンサルタント等

平成21年6月30日

明治コンサルタント（株）
北陸支店
（新潟県新潟市西区青山１
丁目１−２２）

一般競争入札

5,513,550

3,297,000

59.8%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

件名：２１小国 譲渡資料他整理業務、場所：熊本県阿蘇郡南小 局長 伊藤 和徳
57 国町、期間：平成２１年７月６日〜平成２２年３月１６日、種
九州整備局（福岡県福岡市博多区
別：測量・コンサルタント等
博多駅前３−２−１）

平成21年7月6日

広建コンサルタンツ（株）
（広島県福山市川口町一丁
目７番３号）

一般競争入札

7,381,500

4,095,000

55.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１南丹 園日２工区他農用道付帯設計等業務、場所：京
近畿北陸整備局（京都府京都市中
58 都府南丹市及び船井郡京丹波町地内、期間：平成２１年７月９日
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
〜平成２２年２月２４日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成21年7月9日

昭和（株）関西支社
（神戸市中央区磯上通４−
１−６）

一般競争入札

12,379,500

5,754,000

46.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 ２工区他農用道建物等調査業務、場所：和歌山
近畿北陸整備局（京都府京都市中
59 県日高郡印南町及びみなべ町地内、期間：平成２１年７月９日〜
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
平成２１年１２月２５日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成21年7月9日

（株）サンワコン京都支店
（京都府福地山市字厚９）

一般競争入札

2,362,500

1,350,300

57.2%

件名：２１南富 環境保全調査その２業務、場所：北海道空知郡 局長 美濃 眞一郎
60 南富良野町地内、期間：平成２１年７月１０日〜平成２２年２月 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
２６日、種別：測量・コンサルタント等
中央通三丁目３−３）

平成21年7月10日

北王コンサルタント（株）
（北海道帯広市西七条北１
−１１）

一般競争入札

5,607,000

4,095,000

73.0%

件名：２１安房 ３工区農用道法面保護その１工事、場所：千葉 事業所長 鶴岡 敬三
61 県館山市及び南房総市地内、期間：平成２１年７月１４日〜平成 安房南部建設事業所（千葉県館山
２１年１２月１１日、種別：工事
市安布里２３０−１）

平成21年7月14日

三祐（株）東京支店
一般競争入札（総合
（東京都荒川区西日暮里５
評価方式）
丁目１１−８）

56,427,000

46,305,000

82.1%

件名：２１下閉 農用道普代工区舗装その１工事、場所：岩手県 局長 美濃 眞一郎
62 下閉伊郡普代村、田野畑村地内、期間：平成２１年７月１５日〜 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
平成２１年１０月１６日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年7月15日

蒲野建設（株）
一般競争入札（総合
（岩手県久慈市山形町川井
評価方式）
第９地割３２番地２）

25,840,500

20,695,500

80.1%

件名：２１安房 農用道伐採木破砕工事、場所：千葉県館山市及 事業所長 鶴岡 敬三
63 び南房総市地内、期間：平成２１年７月１６日〜平成２１年１１ 安房南部建設事業所（千葉県館山
市安布里２３０−１）
月２７日、種別：工事

平成21年7月16日

三祐（株）東京支店
一般競争入札（総合
（東京都荒川区西日暮里５
評価方式）
丁目１１−８）

44,950,500

43,260,000

96.2%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１郡山 農用道１工区他付帯工測量設計業務、場所：福 局長 美濃 眞一郎
64 島県郡山市地内、期間：平成２１年７月２２日〜平成２１年９月 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
３０日、種別：測量・コンサルタント等
中央通三丁目３−３）

平成21年7月22日

昭和技術設計（株）
（福島県郡山市鳴神１丁目
８６番地）

局長 佐藤 康文
件名：２１南丹 丹瑞３工区農用道舗装工事、場所：京都府船井
近畿北陸整備局（京都府京都市中
65 郡京丹波町地内、期間：平成２１年７月２７日〜平成２２年１月
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
８日、種別：工事
５）

平成21年7月27日

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ６工区農用道工事、場所：岐阜県下呂市金山町
近畿北陸整備局（京都府京都市中
66 地内、期間：平成２１年７月２８日〜平成２２年１月２９日、種
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
別：工事
５）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約金額（円）

落札率

7,266,000

3,717,000

51.2%

大成ロテック（株）関西支
社
一般競争入札（総合
（大阪市中央区南船場１−
評価方式）
１４−１０）

67,011,000

55,440,000

82.7%

平成21年7月28日

讃建・サンワ経常建設（共
企）
一般競争入札（総合
（岐阜県下呂市金山町金山
評価方式）
３２５５−１）

105,609,000

101,850,000

96.4%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ３工区農用道工事、場所：岐阜県加茂郡白川町
近畿北陸整備局（京都府京都市中
67 地内、期間：平成２１年７月２８日〜平成２２年２月１５日、種
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
別：工事
５）

平成21年7月28日

（株）安江土建
一般競争入札（総合
（岐阜県加茂郡白川町黒川
評価方式）
２４６５−１）

41,937,000

37,800,000

90.1%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 ２工区農用道工事、場所：和歌山県日高郡みな
近畿北陸整備局（京都府京都市中
68 べ町地内、期間：平成２１年７月３１日〜平成２２年１２月２０
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
５）

平成21年7月31日

杉谷産業（株）
一般競争入札（総合
（和歌山県日高郡みなべ町
評価方式）
谷口６９３−３）

184,149,000

152,250,000

82.7%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 ３工区農用道工事、場所：和歌山県日高郡みな
近畿北陸整備局（京都府京都市中
69 べ町地内、期間：平成２１年７月３１日〜平成２２年２月２６
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
５）

平成21年7月31日

（株）岩本興産
一般競争入札（総合
（和歌山県日高郡みなべ町
評価方式）
西本庄１３０）

58,107,000

47,775,000

82.2%

件名：２１郡山 農用道３工区その１工事、場所：福島県郡山市 局長 美濃 眞一郎
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
70 地内、期間：平成２１年８月４日〜平成２２年２月２６日、種
中央通三丁目３−３）
別：工事

平成21年8月4日

青木あすなろ建設（株）
一般競争入札（総合
（仙台市太白区長町３−７
評価方式）
−１３）

203,269,500

177,450,000

87.3%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

一般競争入札

予定価格（円）
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１南富 農用地整備その２工事、場所：北海道空知郡南 局長 美濃 眞一郎
71 富良野町地内、期間：平成２１年８月４日〜平成２１年１２月１ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
４日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年8月4日

（株）アース建設工業
一般競争入札（総合
（北海道富良野市緑町８−
評価方式）
１６）

52,899,000

43,890,000

83.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農林道１工区工事、場所：島根県江津市桜江町
近畿北陸整備局（京都府京都市中
72 地内、期間：平成２１年８月７日〜平成２２年３月２６日、種
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
別：工事
５）

平成21年8月7日

桜江グリーン経常建設（共
企）
一般競争入札（総合
（島根県江津市桜江町小田
評価方式）
９４３−１２）

138,369,000

128,100,000

92.6%

件名：２１郡山 農用道１工区付帯工工事、場所：福島県郡山市 局長 美濃 眞一郎
73 地内、期間：平成２１年８月７日〜平成２２年１月２９日、種
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年8月7日

滝田建設（株）
一般競争入札（総合
（福島県郡山市安積３−２
評価方式）
８６）

101,955,000

84,105,000

82.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 農用道１２号橋梁上部他工事、場所：和歌山県
近畿北陸整備局（京都府京都市中
74 日高郡みなべ町地内、期間：平成２１年８月１０日〜平成２３年
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
１月２８日、種別：工事
５）

平成21年8月10日

（株）安部日鋼工業 大阪
支店
一般競争入札（総合
（大阪府大阪市淀川区西中
評価方式）
島６−１−３）

384,258,000

319,620,000

83.2%

件名：２１南富 農業用用水施設その３工事、場所：北海道空知 局長 美濃 眞一郎
75 郡南富良野町地内、期間：平成２１年８月１０日〜平成２１年１ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
１月３０日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年8月10日

（株）アラタ工業
一般競争入札（総合
（北海道空知郡上富良野町
評価方式）
北町２）

61,435,500

55,209,000

89.9%

件名：２１安房 ３工区農用道舗装工事、場所：千葉県館山市及 事業所長 鶴岡 敬三
76 び南房総市地内、期間：平成２１年８月１１日〜平成２２年１月 安房南部建設事業所（千葉県館山
１８日、種別：工事
市安布里２３０−１）

平成21年8月11日

大成ロテック（株）東関東
支社
一般競争入札（総合
（千葉市中央区新町１００
評価方式）
０番地センシティータ
ワー）

104,076,000

85,995,000

82.6%

件名：２１安房 古茂口他区画整理工事、場所：千葉県館山市地 事業所長 鶴岡 敬三
77 内、期間：平成２１年８月１９日〜平成２１年１２月２４日、種 安房南部建設事業所（千葉県館山
市安布里２３０−１）
別：工事

平成21年8月19日

（株）大兼工務店
一般競争入札（総合
（千葉県南房総市千倉町北
評価方式）
朝夷２８３０−２）

19,099,500

18,900,000

99.0%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農用地整備長谷東他工事、場所：島根県江津市
近畿北陸整備局（京都府京都市中
78 桜江町地内、期間：平成２１年８月２１日〜平成２２年３月１９
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
５）

平成21年8月21日

（有）住江建設
一般競争入札（総合
（島根県江津市桜江町谷住
評価方式）
郷１８０２−１）

63,829,500

60,900,000

95.4%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農用地整備山田他工事、場所：島根県邑智郡邑
近畿北陸整備局（京都府京都市中
79 南町地内、期間：平成２１年８月２５日〜平成２２年３月１９
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
５）

平成21年8月25日

（有）町田土建
一般競争入札（総合
（島根県邑智郡邑南町鱒渕
評価方式）
２３６−１）

117,600,000

114,450,000

97.3%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ３工区他農用道法面保護工事、場所：岐阜県下
近畿北陸整備局（京都府京都市中
80 呂市、関市及び加茂郡東白川村地内、期間：平成２１年８月２５
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日〜平成２２年１月２２日、種別：工事
５）

平成21年8月25日

三祐（株）
一般競争入札（総合
（愛知県名古屋市中村区名
評価方式）
駅南１−１−１２）

101,629,500

83,758,500

82.4%

件名：２１安房 真倉・青柳他区画整理工事、場所：千葉県館山 事業所長 鶴岡 敬三
81 市及び南房総市地内、期間：平成２１年８月２６日〜平成２２年 安房南部建設事業所（千葉県館山
１月２９日、種別：工事
市安布里２３０−１）

平成21年8月26日

本多建設（株）
一般競争入札（総合
（千葉県館山市北条２１５
評価方式）
７）

24,664,500

23,425,500

95.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ５工区他農用道設計等業務、場所：岐阜県関市
近畿北陸整備局（京都府京都市中
82 及び加茂郡白川町地内、期間：平成２１年８月３１日〜平成２２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年２月２６日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成21年8月31日

広建コンサルタンツ（株）
（広島県福山市川口町１−
７−３）

5,491,500

3,780,000

68.8%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農用地整備高見他工事、場所：島根県邑智郡邑
近畿北陸整備局（京都府京都市中
83 南町地内、期間：平成２１年９月７日〜平成２２年３月１９日、
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
種別：工事
５）

平成21年9月7日

（有）寺本建設
一般競争入札（総合
（島根県邑智郡邑南町原村
評価方式）
５６１−１）

78,487,500

78,435,000

99.9%

件名：２１安房 ３工区農用道その１工事、場所：千葉県南房総 事業所長 鶴岡 敬三
84 市及び館山市地内、期間：平成２１年９月７日〜平成２２年１月 安房南部建設事業所（千葉県館山
市安布里２３０−１）
１５日、種別：工事

平成21年9月7日

（株）大兼工務店
一般競争入札（総合
（千葉県南房総市千倉町北
評価方式）
朝夷２８３０−２）

74,602,500

73,815,000

98.9%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

一般競争入札

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１安房 長田第２他区画整理工事、場所：千葉県館山市 事業所長 鶴岡 敬三
85 地内、期間：平成２１年９月７日〜平成２２年１月２９日、種
安房南部建設事業所（千葉県館山
別：工事
市安布里２３０−１）

平成21年9月7日

白幡興業（株）
一般競争入札（総合
（千葉県館山市亀ヶ原６８
評価方式）
２−３）

62,139,000

60,900,000

98.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農用地整備重富他工事、場所：島根県浜田市旭
近畿北陸整備局（京都府京都市中
86 町地内、期間：平成２１年９月８日〜平成２２年３月１９日、種
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
別：工事
５）

平成21年9月8日

（株）三浦工務店
一般競争入札（総合
（島根県浜田市天満町２−
評価方式）
１）

58,674,000

57,750,000

98.4%

件名：２１郡山 農用道３工区他付帯工工事、場所：福島県郡山 局長 美濃 眞一郎
87 市地内、期間：平成２１年９月９日〜平成２２年１月２９日、種 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年9月9日

三栄建設（株）
一般競争入札（総合
（福島県郡山市字菜根屋敷
評価方式）
２３番地の５）

90,877,500

77,248,500

85.0%

件名：２１下閉 農用道普代工区舗装その２工事、場所：岩手県 局長 美濃 眞一郎
88 下閉伊郡普代村地内、期間：平成２１年９月９日〜平成２１年１ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
２月１８日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年9月9日

宮城建設（株）
一般競争入札（総合
（岩手県久慈市新中の橋４
評価方式）
−３５−３）

49,056,000

41,475,000

84.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１南丹 丹瑞１工区他譲渡図面作成業務、場所：京都府
近畿北陸整備局（京都府京都市中
89 南丹市及び船井郡京丹町地内、期間：平成２１年９月１０日〜平
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
成２２年３月１２日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成21年9月10日

（株）北辰計画
（新潟県五泉市赤海下島８
６８−１）

一般競争入札

25,473,000

9,240,000

36.3%

局長 佐藤 康文
近畿北陸整備局（京都府京都市中
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成21年9月10日

若鈴コンサルタンツ（株）
関西支店
（京都市中京区東洞院竹屋
町下ル三本木５−４７０）

一般競争入札

9,156,000

8,715,000

95.2%

件名：平成２１年度関ヶ原・八幡線第４工区保全工事、場所：岐 局長 平澤津 好正
91 阜県山県市葛原地内、期間：平成２１年９月１８日〜平成２１年 中部整備局（愛知県名古屋市中村
区名駅４−２−２５）
１２月２５日、種別：工事

平成21年9月18日

泉左官住設（株）
一般競争入札（総合
（岐阜県揖斐郡池田町本郷
評価方式）
１０９４−６）

32,560,000

32,550,000

99.9%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

90

件名：２１南丹 園八１工区他農用道トンネル設備設計業務、場
所：京都府南丹市及び船井郡京丹町地内、期間：平成２１年９月
１０日〜平成２１年１２月２１日、種別：測量・コンサルタント
等

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：平成２１年度飯豊・檜枝岐線第１３工区保全工事、場所： 局長 荒井 秀夫
92 福島県、期間：平成２１年９月１８日〜平成２２年１月２９日、 関東整備局（東京都港区赤坂４−
種別：工事
９−１７）

平成21年9月18日

若松経常建設（共企）
一般競争入札（総合
（福島県会津若松市米代１
評価方式）
丁目４番３０号）

件名：２１安房 農道台帳作成業務、場所：千葉県館山市及び南 事業所長 鶴岡 敬三
93 房総市地内、期間：平成２１年９月１８日〜平成２２年３月１５ 安房南部建設事業所（千葉県館山
日、種別：測量・コンサルタント等
市安布里２３０−１）

平成21年9月18日

若鈴コンサルタンツ（株）
東京支店
（東京都豊島区池袋１−１
３−１８）

件名：２１安房 農用道他環境影響評価等業務、場所：千葉県館 事業所長 鶴岡 敬三
94 山市及び南房総市地内、期間：平成２１年９月１８日〜平成２２ 安房南部建設事業所（千葉県館山
年２月２２日、種別：測量・コンサルタント等
市安布里２３０−１）

平成21年9月18日

件名：２１安房 完成図書作成業務、場所：千葉県館山市及び南 事業所長 鶴岡 敬三
95 房総市地内、期間：平成２１年９月１８日〜平成２２年３月１５ 安房南部建設事業所（千葉県館山
日、種別：測量・コンサルタント等
市安布里２３０−１）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

28,854,000

28,350,000

98.3%

一般競争入札

7,161,000

6,300,000

88.0%

内外エンジニアリング
（株）東京支社
（東京都台東区松が谷１−
３−５）

一般競争入札

4,714,500

3,675,000

78.0%

平成21年9月18日

磯野測量（株）
（千葉県いすみ市大原８９
４５）

一般競争入札

3,874,500

2,730,000

70.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 ３工区農用道その２工事、場所：和歌山県日高
近畿北陸整備局（京都府京都市中
96 郡みなべ町地内、期間：平成２１年９月２４日〜平成２２年１１
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
月３０日、種別：工事
５）

平成21年9月24日

大成ロテック（株）関西支
社
一般競争入札（総合
（大阪市中央区南船場１−
評価方式）
１４−１０）

206,062,500

174,195,000

84.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農用地整備日南他工事、場所：島根県浜田市旭
近畿北陸整備局（京都府京都市中
97 町地内、期間：平成２１年９月２４日〜平成２２年３月１９日、
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
種別：工事
５）

平成21年9月24日

（株）山本組
一般競争入札（総合
（島根県浜田市旭町市木３
評価方式）
４５６−４）

44,184,000

43,050,000

97.4%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 １工区農用道工事、場所：和歌山県日高郡印南
近畿北陸整備局（京都府京都市中
98 町地内、期間：平成２１年９月２５日〜平成２２年３月２６日、
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
種別：工事
５）

平成21年9月25日

和興建設（株）
一般競争入札（総合
（和歌山県日高郡日高川町
評価方式）
初湯川４６２）

59,556,000

50,715,000

85.2%

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：平成２１年度比和・新庄線第７工区保全工事、場所：広島 局長 伊藤 文彦
99 県三次市作木町、布野町地内、期間：平成２１年９月２９日〜平 中国四国整備局（岡山県岡山市北
成２２年３月１９日、種別：工事
区磨屋町２−５）

平成21年9月29日

（株）大歳組
一般競争入札（総合
（広島県庄原市東本町３−
評価方式）
８−１７）

101,640,000

90,825,000

89.4%

件名：平成２１年度八幡・高山線第５工区保全工事、場所：岐阜 局長 平澤津 好正
100 県高山市一之宮町弥陀ヶ洞地内外、期間：平成２１年９月３０日 中部整備局（愛知県名古屋市中村
〜平成２１年１２月２５日、種別：工事
区名駅４−２−２５）

平成21年9月30日

大山土木（株）
一般競争入札（総合
（岐阜県高山市上岡本町３
評価方式）
−４１０）

51,570,000

46,662,000

90.5%

件名：平成２１年度清水・東津野線第３工区保全工事、場所：高 局長 伊藤 文彦
101 知県土佐清水市上野、四万十市古尾地内、期間：平成２１年９月 中国四国整備局（岡山県岡山市北
３０日〜平成２２年２月２６日、種別：工事
区磨屋町２−５）

平成21年9月30日

高大建設（株）
一般競争入札（総合
（高知市南金田３−５２−
評価方式）
３）

25,200,000

22,050,000

87.5%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ８工区農用道５号トンネル工事、場所：岐阜県
近畿北陸整備局（京都府京都市中
102 関市及び郡上市地内、期間：平成２１年１０月６日〜平成２３年
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
１１月３０日、種別：工事
５）

平成21年10月6日

東急建設（株）名古屋支店
一般競争入札（総合
（名古屋市中区丸の内２−
評価方式）
１７−１８）

1,471,890,000

1,218,840,000

82.8%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農用地整備井原他工事、場所：島根県邑智郡邑
近畿北陸整備局（京都府京都市中
103 南町地内、期間：平成２１年１０月８日〜平成２２年３月１９
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
５）

平成21年10月8日

石見工業（株）
一般競争入札（総合
（島根県邑智郡邑南町矢上
評価方式）
７４８６−１）

77,742,000

76,650,000

98.6%

件名：２１小国 その他農林道附帯工事、場所：熊本県阿蘇郡南 局長 伊藤 和徳
104 小国町、期間：平成２１年１０月２０日〜平成２２年２月１９
九州整備局（福岡県福岡市博多区
日、種別：工事
博多駅前３−２−１）

平成21年10月20日

（株）肥後建設社
一般競争入札（総合
（熊本県阿蘇郡小国町大字
評価方式）
上田３２１７）

31,552,500

26,460,000

83.9%

件名：２１小国 基幹農林道附帯工事、場所：熊本県阿蘇郡小国 局長 伊藤 和徳
105 町、期間：平成２１年１０月２０日〜平成２２年２月１９日、種 九州整備局（福岡県福岡市博多区
博多駅前３−２−１）
別：工事

平成21年10月20日

（合資）島村組
一般競争入札（総合
（熊本県阿蘇市赤水４１８
評価方式）
番地）

20,506,500

17,010,000

82.9%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１下閉 農用道普代工区舗装その３工事、場所：岩手県 局長 美濃 眞一郎
106 下閉伊郡普代村地内、期間：平成２１年１０月２２日〜平成２２ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
年２月１２日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年10月22日

世紀東急工業（株）東北支
店
一般競争入札（総合
（仙台市青葉区本町一丁目
評価方式）
２番２０号）

73,731,000

64,050,000

86.9%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ４工区農用道４−２号橋梁下部他工事、場所：
近畿北陸整備局（京都府京都市中
107 岐阜県加茂郡白川町地内、期間：平成２１年１０月２６日〜平成
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
２３年１２月１０日、種別：工事
５）

平成21年10月26日

（株）ノバック
一般競争入札（総合
（兵庫県姫路市北条１−９
評価方式）
２）

307,933,500

260,400,000

84.6%

件名：２１下閉 農用道２号トンネル坑内舗装工事、場所：岩手 局長 美濃 眞一郎
108 県下閉伊郡田野畑村地内、期間：平成２１年１０月２８日〜平成 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
２２年３月２６日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年10月28日

世紀東急工業（株）東北支
店
一般競争入札（総合
（仙台市青葉区本町一丁目
評価方式）
２番２０号）

128,331,000

108,465,000

84.5%

件名：２１下閉 農用道普代工区工事、場所：岩手県下閉伊郡普 局長 美濃 眞一郎
109 代村地内、期間：平成２１年１０月２８日〜平成２２年２月１２ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年10月28日

（株）かばら建設
一般競争入札（総合
（岩手県遠野市宮守町上宮
評価方式）
守１４−９３−１１）

82,908,000

69,825,000

84.2%

件名：２１下閉 農用道普代工区付帯工他工事、場所：岩手県下 局長 美濃 眞一郎
110 閉伊郡普代村地内、期間：平成２１年１０月２８日〜平成２２年 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
２月１２日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成21年10月28日

（株）かばら建設
一般競争入札（総合
（岩手県遠野市宮守町上宮
評価方式）
守１４−９３−１１）

27,216,000

22,365,000

82.2%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農用地整備中野工事、場所：島根県邑智郡邑南
近畿北陸整備局（京都府京都市中
111 町地内、期間：平成２１年１１月９日〜平成２２年３月１８日、
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
種別：工事
５）

平成21年11月9日

（有）浜工務店
一般競争入札（総合
（島根県邑智郡邑南町中野
評価方式）
３５８２−６）

42,976,500

42,000,000

97.7%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ６工区農用道２号トンネル工事、場所：岐阜県
近畿北陸整備局（京都府京都市中
112 下呂市地内、期間：平成２１年１１月１１日〜平成２３年１１月
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
３０日、種別：工事
５）

平成21年11月11日

（株）熊谷組
一般競争入札（総合
（東京都新宿区津久戸町２
評価方式）
−１）

1,607,235,000

1,363,939,500

84.9%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ３工区農用道設計等業務、場所：岐阜県加茂郡
近畿北陸整備局（京都府京都市中
113 白川町地内、期間：平成２１年１１月１２日〜平成２２年３月１
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
０日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成21年11月12日

ＮＴＣコンサルタンツ
（株）中部支社
（愛知県名古屋市中区千代
田２−１６−１０）

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農林道５号橋梁工事、場所：島根県江津市桜江
近畿北陸整備局（京都府京都市中
114 町地内、期間：平成２１年１１月１３日〜平成２２年１２月５
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
５）

平成21年11月13日

（株）中筋組
一般競争入札（総合
（島根県出雲市姫原町２９
評価方式）
３）

件名：件名：２１南富 区画整理排水路工設計他業務、場所：北 局長 美濃 眞一郎
115 海道空知郡南富良野町地内、期間：平成２１年１１月２０日〜平 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
成２２年２月２６日、種別：測量・コンサルタント等
中央通三丁目３−３）

平成21年11月20日

アルスマエヤ（株）
（北海道札幌市厚別区厚別
中央４−３−７−１７）

局長 佐藤 康文
近畿北陸整備局（京都府京都市中
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成21年12月8日

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農林道５工区工事、場所：島根県邑智郡邑南町
近畿北陸整備局（京都府京都市中
117 地内、期間：平成２１年１２月１１日〜平成２２年３月３０日、
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
種別：工事
５）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約金額（円）

落札率

20,160,000

13,125,000

65.1%

164,451,000

163,800,000

99.6%

11,791,500

8,925,000

75.7%

株木建設（株）大阪支店
一般競争入札（総合
（大阪市北区豊崎５−８−
評価方式）
１７）

254,100,000

220,500,000

86.8%

平成21年12月11日

おおなん石見経常建設（共
企）
一般競争入札（総合
（島根県邑智郡邑南町矢上
評価方式）
５８２４−４）

80,640,000

74,550,000

92.4%

局長 佐藤 康文
近畿北陸整備局（京都府京都市中
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成21年12月11日

（株）帝国建設コンサルタ
ント
（岐阜県岐阜市青柳町２−
１０）

一般競争入札

39,784,500

31,290,000

78.6%

局長 佐藤 康文
件名：２１黒潮 譲渡図面作成業務、場所：和歌山県日高郡印南
近畿北陸整備局（京都府京都市中
119 町及びみなべ町地内、期間：平成２１年１２月１１日〜平成２２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年２月１９日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成21年12月11日

菅根測量（株）
（和歌山県田辺市新万２５
−３３）

一般競争入札

2,719,500

2,079,000

76.4%

件名：２１邑智 農林道３工区他工事、場所：島根県江津市地
116 内、期間：平成２１年１２月８日〜平成２３年１月２０日、種
別：工事

118

件名：２１美濃 ６工区他農用道トンネル土壌調査等業務、場
所：岐阜県下呂市、関市、郡上市、加茂郡白川町、東白川村地
内、期間：平成２１年１２月１１日〜平成２３年６月３０日、種
別：測量・コンサルタント等

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

一般競争入札

予定価格（円）

一般競争入札

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

件名：２１安房 埋蔵文化財整理業務、場所：千葉県館山市地
事業所長 鶴岡 敬三
120 内、期間：平成２１年１２月１５日〜平成２２年３月１９日、種 安房南部建設事業所（千葉県館山
別：測量・コンサルタント等
市安布里２３０−１）

平成21年12月15日

国際文化財（株）
（東京都千代田区六番町
２）

一般競争入札

8,043,000

7,665,000

95.3%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ７工区農用道完成図書作成業務、場所：岐阜県
近畿北陸整備局（京都府京都市中
121 下呂市及び関市地内、期間：平成２１年１２月１７日〜平成２２
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
年３月２６日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成21年12月17日

三城コンサルタント（株）
（岐阜県大垣市波須３−２
１−１）

一般競争入札

4,105,500

2,881,200

70.2%

局長 佐藤 康文
件名：２１南丹 園日２工区他農用道法面保護工事、場所：京都
近畿北陸整備局（京都府京都市中
122 府南丹市地内、期間：平成２１年１２月２５日〜平成２２年３月
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
３１日、種別：工事
５）

平成21年12月25日

三祐（株）
一般競争入札（総合
（名古屋市中村区名駅南１
評価方式）
−１−１２）

16,579,500

13,755,000

83.0%

局長 佐藤 康文
件名：京都 仏並整備工事、場所：大阪府和泉市仏並町地内、期 近畿北陸整備局（京都府京都市中
間：平成２２年１月８日〜平成２２年３月３１日、種別：工事
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
５）

平成22年1月8日

株木建設（株）大阪支店
一般競争入札（総合
（大阪市北区豊崎５−８−
評価方式）
１７）

54,904,500

52,185,000

95.0%

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農林道測量設計他業務、場所：島根県江津市及
近畿北陸整備局（京都府京都市中
124 び邑智郡邑南町地内、期間：平成２２年１月１３日〜平成２２年
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
３月２６日、種別：測量・コンサルタント等
５）

平成22年1月13日

（株）ワールド測量設計
（島根県出雲市荻杼町２７
４−２）

24,139,500

9,030,000

37.4%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ８工区農用道付帯工事、場所：岐阜県関市地
近畿北陸整備局（京都府京都市中
125 内、期間：平成２２年２月８日〜平成２２年３月３０日、種別：
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
工事
５）

平成22年2月8日

上之保経常建設（共企）
一般競争入札（総合
（岐阜県関市上之保１４３
評価方式）
５４−５）

18,133,500

17,220,000

95.0%

件名：２１下閉 農用道普代工区用地調査業務、場所：岩手県下 局長 美濃 眞一郎
126 閉伊郡普代村地内、期間：平成２２年２月１９日〜平成２２年３ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
中央通三丁目３−３）
月２６日、種別：測量・コンサルタント等

平成22年2月19日

（株）北辰計画
（新潟県五泉市赤海字下島
８６８番地１）

5,806,500

2,089,500

36.0%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

123

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

一般競争入札

一般競争入札

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備

考
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【別紙様式１】

競争入札に係る情報の公表（公共工事）
独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター
平成２１年度契約
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合
称及び住所
評価の実施）

局長 佐藤 康文
件名：２１邑智 農林道１工区その２工事、場所：島根県江津市
近畿北陸整備局（京都府京都市中
127 桜江町地内、期間：平成２２年２月２３日〜平成２３年３月２６
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
日、種別：工事
６）

平成22年2月23日

安藤建設（株）広島支店
一般競争入札（総合
（広島県広島市中区本川町
評価方式）
２−１−４）

335,601,000

285,285,000

85.0%

件名：２１南富 農用地整備その３工事、場所：北海道空知郡南 局長 美濃 眞一郎
128 富良野町地内、期間：平成２２年３月２日〜平成２２年３月３１ 東北北海道整備局（岩手県盛岡市
日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成22年3月2日

（株）永井工務店
一般競争入札（総合
（北海道空知郡南富良野町
評価方式）
字下金山９１０番地）

24,087,000

23,310,000

96.8%

局長 佐藤 康文
件名：２１美濃 ５工区農用道工事、場所：岐阜県加茂郡白川町
近畿北陸整備局（京都府京都市中
129 地内、期間：平成２２年３月９日〜平成２３年３月２８日、種
京区柳馬場通御池下る柳八幡町６
別：工事
５）

平成22年3月9日

前田建設工業（株）中部支
店
一般競争入札（総合
（愛知県名古屋市中区栄５
評価方式）
−２５−２５）

292,687,500

247,663,500

84.6%

件名：２１下閉 農用道岩泉工区工事、場所：岩手県下閉伊郡岩 局長 美濃 眞一郎
130 泉町地内、期間：平成２２年３月１９日〜平成２３年３月２３
東北北海道整備局（岩手県盛岡市
日、種別：工事
中央通三丁目３−３）

平成22年3月19日

蒲野建設（株）
一般競争入札（総合
（岩手県久慈市山形町川井
評価方式）
第９地割３２番地２）

174,898,500

153,825,000

88.0%

公共工事の名称、場所、期間及び種別

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備

考
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