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別紙様式６－１ 関東森林管理局

平成20年度第4四半期(1月～3月）

抽出件数 特記事項

総契約件数 70 92.0% 24

(1)治山工事 48 93.5% 15

(内訳)

　①一般競争契約 48 93.5% 15  

　②随意契約 0 0.0% 0  

(2)林道工事 10 94.1% 9

(内訳)  

　①一般競争契約 10 94.1% 9

　②随意契約 0 0.0% 0

(3)その他工事 12 84.2% 0

(内訳)

　①一般競争契約 12 84.2% 0

　②公募型指名競争及び工事希望型競争契約 0 0.0% 0

　　ア　公募型指名競争契約 0 0.0% 0

　　イ　工事希望型指名競争契約 0 0.0% 0

　③　②以外の指名競争契約 0 0.0% 0

　　ア　一般土木工事に係るもの 0 0.0% 0

　　イ　その他 0 0.0% 0

　④随意契約 0 0.0% 0

入　札　方　式　別　発　注　工　事　一　覧　表　(総　括　表)

入　札　方　式 件　数
単純平均
落札率

備　　　　　　　考
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 別紙様式７－１（Ⅶ関係）

①（一般競争方式）

A001

榛原川ゴボウ薙治山工事（ゼロ国債）
静岡県榛原郡川根本町元藤川地内
平成21年3月11日～平成21年12月15日
コンクリート土留工 123.00ｍ3外

治山 99,566,250 94,500,000 94.9%
株式会社　梶山組
（静岡県榛原郡川根
本町元藤川373-3）

平成21年3月11日
大井川治山セン
ター

 

A002

大井川山伏崩治山工事（ゼロ国債）
静岡県静岡市葵区小河内地内
平成21年3月11日～平成21年12月15日
コンクリート谷止工 1,016.20ｍ3外

治山 89,829,600 86,100,000 95.8%

株式会社　ヤマエイ
長島建設
（静岡県静岡市葵区
井川1030）

平成21年3月11日
大井川治山セン
ター

 

A003

中津川地区治山工事（一次補正）
福島県福島市飯坂町茂庭字茂庭国有林127う1林小班外地内
平成21年1月21日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基外

治山 38,566,500 36,750,000 95.3%

川名建設工業株式会
社
（福島県本宮市本宮
字田中47-2）

平成21年1月21日 福島森林管理署  

A004

中の沢地区治山工事（一次補正）
福島県福島市飯坂町茂庭字茂庭国有林129に林小班外地内
平成21年1月21日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基外

治山 30,083,550 28,875,000 96.0%

川名建設工業株式会
社
（福島県本宮市本宮
字田中47-2）

平成21年1月21日 福島森林管理署  

A005

細野川治山工事（一次補正）
福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字権太倉
平成21年1月27～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 335.8ｍ3外

治山 49,860,300 46,200,000 92.7%
三金興業株式会社
（福島県白河市新白
河1-73）

平成21年1月27日
福島森林管理署
白河支署

 

A006

広戸川地区治山工事（一次補正）
福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字煩窪
平成21年1月27～平成21年3月31日
コンクリート土留工 80.9ｍ3外

治山 28,834,050 28,350,000 98.3%

福島県南土建工業株
式会社
（福島県白河市字中
田260）

平成21年1月27日
福島森林管理署
白河支署

 

A007

安越岐川治山工事（一次補正）
福島県南会津郡南会津町小立岩字安越岐国有林1055は1林小班
外
平成21年1月21日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基

治山 20,097,000 18,900,000 94.0%

大富土建工業株式会
社
（福島県南会津郡南
会津町山口字堀田
791）

平成21年1月21日
会津森林管理署
南会津支署

 

A008

小立岩治山工事（ゼロ国）
福島県南会津郡南会津町小立岩字向山国有林1031わ3林小班外
平成21年3月18日～平成21年11月30日
鋼製組立網土留工 3基外

治山 29,997,450 29,400,000 98.0%
株式会社　星組
（福島県南会津郡南
会津町和泉田5608）

平成21年3月17日
会津森林管理署
南会津支署

 

入札方式別発注工事一覧表
（期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

A009

大芦沢治山工事（補正）
福島県南相馬市原町区大字大原字和田城国有林2008は2林小班
外
平成21年1月19日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基

治山 32,136,300 31,500,000 98.0%

石川林業建設株式会
社
（福島県南相馬市原
町区旭町3-20）

平成21年1月19日 磐城森林管理署  

A010

小倉沢治山工事（補正）
福島県双葉郡浪江町大字赤宇木字椚平国有林1010に2林小班外
平成21年1月19日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基

治山 12,928,650 12,390,000 95.8%

木幡建設株式会社
（福島県双葉郡浪江
町大字権現堂字下続
町16）

平成21年1月19日 磐城森林管理署  

A011

山所布治山工事（補正）
福島県双葉郡楢葉町大字井出字羽山国有林653た3林小班外
平成21年1月19日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 2基

治山 23,100,000 22,050,000 95.5%

株式会社　橋本組
（福島県双葉郡楢葉
町大字井出字木屋
176）

平成21年1月19日 磐城森林管理署  

A012

北畑地区保安林改良事業（補正）
福島県相馬郡新地町大字谷地小屋字北畑国有林2263は6林小班
平成21年1月19日～平成21年3月31日
客土工 1,365ｍ3外

治山 13,021,050 12,390,000 95.2%
草野建設株式会社
（福島県相馬市程田
字形部田26）

平成21年1月19日 磐城森林管理署  

A013

富岡海岸北第二工区治山工事（補正）
福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字東原外10国有林662ち1・2
林小班
平成21年3月5日～平成21年9月30日
消波ブロック堤製作据付 700個

治山 74,488,050 70,350,000 94.4%
草野建設株式会社
（福島県相馬市程田
字形部田26）

平成21年3月5日 磐城森林管理署  

A014

大滝沢施設災害復旧治山工事（補正）
福島県いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林427あ3林小班
平成21年3月5日～平成21年7月2日
路側コンクリートウｵール 182.2ｍ3外

治山 10,611,300 9,765,000 92.0%
株式会社　長尾組
（福島県いわき市植
田町南町2-4-9）

平成21年3月5日 磐城森林管理署  

A015

極楽沢治山工事（一次補正）
福島県東白川郡棚倉町大字大梅字久慈川国有林29い外1林小班
平成21月1月16日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基

治山 42,932,400 40,425,000 94.2%

藤田建設工業株式会
社
（福島県東白川郡棚
倉町大字棚倉字南町
20）

平成21年1月16日 棚倉森林管理署  

A016

オホッパ沢治山工事（一次補正）
栃木県日光市土呂部字木ノコ峰国有林25る1林小班
平成21年1月21日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 2基

治山 45,956,400 43,890,000 95.5%
磯部建設株式会社
（栃木県日光市今市
1525）

平成21年1月21日 日光森林管理署  
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

A017

神子内治山工事（一次補正）
栃木県日光市足尾町字湖南国有林237ぬ1林小班
平成21年1月21日～平成21年3月31日
コンクリートブロック練積土留工　110.9ｍ2外

治山 39,989,250 38,850,000 97.2%
株式会社　山田組
（栃木県日光市足尾
町神子内1854）

平成21年1月21日 日光森林管理署  

A018

拭沢治山工事（一次補正）
栃木県日光市足尾町字湖南国有林264よ林小班
平成21年3月6日～平成21年9月1日
カゴ枠土留工 84ｍ2外

治山 30,893,100 28,875,000 93.5%
磯部建設株式会社
（栃木県日光市今市
1525）

平成21年3月6日 日光森林管理署  

A019

三人立河原治山工事（ゼロ国）
栃木県日光市清滝町字丹勢山国有林616く林小班
平成21年3月16日～平成21年11月10日
巨石練積護岸工 292.6ｍ2外

治山 39,998,700 35,700,000 89.3%
株式会社　吉新組
（栃木県日光市松原
町8）

平成21年3月16日 日光森林管理署  

A020

ツル沢治山工事（一次補正）
栃木県那須塩原市中塩原字中山国有林442る林小班外
平成21年1月22日～平成21年3月31日
ダブルウォール床固工 2基外

治山 49,959,000 46,200,000 92.5%
株式会社　谷黒組
（栃木県那須塩原市
塩原1100）

平成21年1月21日 塩那森林管理署  

A021

本谷災害関連緊急治山工事
群馬県多野郡上野村大字楢原字本谷国有林65つ林小班
平成21年1月16日～平成21年3月31日
現場吹付法枠工 1,912.2ｍ2外

治山 50,834,700 48,300,000 95.0%
岩井土建株式会社
（群馬県高崎市竜見
町270）

平成21年1月15日 群馬森林管理署  

A022

鳥居川上流治山工事（補正）
群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林412そ林小班
平成21年1月16日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基
コンクリート床固工 1基

治山 39,823,350 38,850,000 97.6%
大川建設株式会社
（群馬県桐生市新里
町小林47）

平成21年1月15日 群馬森林管理署  

A023

持出入沢治山工事（一次補正）
群馬県利根郡みなかみ町粟沢字粟沢入国有林330く林小班外
平成21年1月23日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基

治山 27,031,200 22,680,000 83.9%
須田建設株式会社
（群馬県利根郡みな
かみ町湯原45）

平成21年1月23日
利根沼田森林管理
署

 

A024

オキセ沢治山工事（一次補正）
群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽字湯吹山国有林326せ林小班外
平成21年2月2日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 2基外

治山 32,454,450 25,095,000 77.3%
篠田建設株式会社
（群馬県利根郡昭和
村大字糸井7444-2）

平成21年2月2日
利根沼田森林管理
署
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

A025

大穴地区復旧治山工事（ゼロ国）
群馬県利根郡みなかみ町大穴字後山国有林313う1林小班
平成21年3月13日～平成21年11月26日
簡易法枠工 2,433ｍ2外

治山 49,996,800 49,350,000 98.7%
沼田土建株式会社
（群馬県沼田市西倉
内町593）

平成21年3月12日
利根沼田森林管理
署

 

A026

大平治山工事（20補正)
群馬県吾妻郡東吾妻町大字松谷字松谷山国有林53む1林小班外
平成21年1月19日～平成21年3月31日
山腹工 0.31ha

治山 12,994,800 12,075,000 92.9%

高山林業株式会社
（群馬県吾妻郡中之
条町大字下沢渡
1230-3）

平成21年1月19日 吾妻森林管理署  

A027

ツツジ沢治山工事（20補正）
群馬県吾妻郡六合村大字赤岩字深山口国有林104に林小班外
平成21年1月19日～平成21年3月31日
鋼製枠谷止工 3基
山腹工 0.17ha

治山 49,942,200 49,350,000 98.8%
株式会社　武藤組
（群馬県吾妻郡草津
町大字草津266-14）

平成21年1月19日 吾妻森林管理署  

A028

広堀川外1治山工事（補正）
新潟県南魚沼市山口字八海山国有林167り外林小班
平成21年1月19日～平成21年3月31日
コンクリート床固工 3基 749.9ｍ3外

治山 64,983,450 57,435,000 88.4%
株式会社　森下組
（新潟県南魚沼郡湯
沢町大字神立130）

平成21年1月19日 中越森林管理署  

A029

はつか石地区治山工事（補正）
新潟県南魚沼市石打字西山国有林116り1林小班地内
平成21年1月19日～平成21年3月31日
鋼製なだれ防止柵 5基 10.97t外

治山 26,958,750 23,940,000 88.8%
森下企業株式会社
（新潟県南魚沼郡湯
沢町大字神立130）

平成21年1月19日 中越森林管理署  

A030

冷子沢地区第3工区地すべり防止工事（補正）
新潟県長岡市山古志南平民有林地内
平成21年1月19日～平成21年1月31日
大型鉄線篭土留工 1基 698.0ｍ2外

治山 92,257,200 82,635,000 89.6%

株式会社　高橋工務
所
（新潟県中魚沼郡津
南町大字下船渡戊
216-1）

平成21年1月19日 中越森林管理署  

A031

貫地区地すべり防止工事（ゼロ国）
新潟県長岡市濁沢町民有林地内
平成21年3月10日～平成21年12月25日
簡易吹付法枠工 6,740ｍ2外

治山 345,336,600 307,650,000 89.1%
株式会社　森下組
（新潟県南魚沼郡湯
沢町大字神立130）

平成21年3月10日 中越森林管理署  

A032

大松沢治山工事（ゼロ国）
新潟県十日町市小出字奥山国有林12イ2林小班外
平成21年3月10日～平成21年11月20日
鋼製枠土留工 1基外

治山 59,581,200 53,550,000 89.9%

株式会社　高橋工務
所
（新潟県中魚沼郡津
南町大字下船渡戊
216-1）

平成21年3月10日 中越森林管理署  
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

A033

清水小屋沢治山工事（一次補正）
新潟県東蒲原郡阿賀町古岐字古岐山国有林212け1林小班外
平成21年1月21日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工　848.40ｍ3

治山 37,801,050 34,650,000 91.7%
株式会社　巴山組
（新潟県東蒲原郡阿
賀町日出谷乙2485）

平成21年1月21日 下越森林管理署  

A034

寺内川治山工事（一次補正）
新潟県新発田市上寺内字寺内山国有林48こ林小班外
平成21年1月21日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 149.70ｍ3

治山 12,379,500 11,760,000 95.0%
株式会社　小野組
（新潟県胎内市西栄
町2-23）

平成21年1月21日 下越森林管理署  

A035

オオヒド沢治山工事（補正）
新潟県岩船郡関川村大字大石イブリサシ国有林1333イ1林小班
外
平成21年1月20日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 2基外

治山 39,965,100 38,850,000 97.2%
株式会社　山嘉土建
（新潟県村上市泉町
3-12）

平成21年1月19日
下越森林管理署
村上支署

 

A036

火打山川治山資材運搬路新設工事（一次補正）
新潟県糸魚川市大字大平字カラサワ国有林93イ11林小班外
平成21年1月21日～平成21年3月31日
延長 900ｍ外

治山 37,769,550 34,020,000 90.1%
株式会社　笠原建設
（新潟県糸魚川市大
字能生1155-6）

平成21年1月20日 上越森林管理署  

A037

大田切川NO.8谷止（本堤）治山工事（一次補正）
新潟県妙高市大字関山字妙高山国有林27ち3林小班外
平成21年3月5日～平成21年12月18日
コンクリート谷止工 2,471.9ｍ3外

治山 112,229,250 99,750,000 88.9%
猪又建設株式会社
（新潟県糸魚川市大
町1-6-6）

平成21年3月4日 上越森林管理署  

A038

伏野地区（俎倉）地すべり防止工事（ゼロ国債）
新潟県上越市安塚区真荻平字俎倉地内
平成21年3月11日～平成21年12月18日
鋼製枠土留工 3基外

治山 98,999,250 92,400,000 93.3%
株式会社　武江組
（新潟県上越市浦川
原区虫川1675）

平成21年3月10日 上越森林管理署  

A039

妙高山白田切川（カナメ）治山工事（ゼロ国債）
新潟県妙高市大字関山字妙高山国有林31ハ2林小班外
平成21年3月11日～平成21年12月18日
ロープネット工 1,600.0ｍ2外

治山 79,997,400 78,750,000 98.4%
株式会社　和信建設
（新潟県妙高市大字
杉野沢1675-1）

平成21年3月10日 上越森林管理署  

A040

梅ヶ島ヨモギ崩治山工事（一次補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林307林班
平成21年3月7日～平成21年12月25日
山腹工 5.20ha外

治山 149,867,550 131,250,000 87.6%
株式会社　木村組
（静岡県静岡市駿河
区中田1-4-10）

平成21年3月6日 静岡森林管理署  

A041

梅ヶ島山ノ神崩治山工事（一次補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林305林班
平成21年3月7日～平成21年12月25日
コンクリート谷止工 1基外

治山 159,802,650 149,100,000 93.3%
株式会社　白鳥建設
（静岡県静岡市葵区
梅ヶ島692-1）

平成21年3月6日 静岡森林管理署  
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

A042

千頭山下西出沢第二治山工事（ゼロ国）
静岡県榛原郡川根本町千頭山国有林617林班
平成21年3月7日～平成21年11月20日
山腹工 2.06ha外

治山 49,799,400 46,200,000 92.8%
株式会社　梶山組
（静岡県榛原郡川根
本町元藤川373-3）

平成21年3月6日 静岡森林管理署  

A043

梅ヶ島西日影沢第二治山工事（二次補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林305林班
平成21年3月17日～平成22年1月15日
コンクリート谷止工 2基外

治山 194,731,950 182,700,000 93.8%
株式会社　白鳥建設
（静岡県静岡市葵区
梅ヶ島692-1）

平成21年3月16日 静岡森林管理署  

A044

鎌ナギ沢治山工事（ゼロ国）
静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方地頭方国有林807林班
平成21年3月12日～平成21年10月28日
簡易法枠工 1,530.7ｍ2外

治山 59,732,400 56,700,000 94.9%
正光建設株式会社
（静岡県周智郡森町
森1458-1）

平成21年3月11日 天竜森林管理署  

A045

都沢第2治山工事（ゼロ国）
静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方地頭方国有林304林班外
平成21年3月12日～平成21年10月8日
コンクリート谷止工 0.5基外

治山 39,405,450 38,010,000 96.5%
株式会社　鈴木組
（静岡県浜松市中区
神田町1522）

平成21年3月11日 天竜森林管理署  

A046

野呂川ゴウロ沢治山工事（ゼロ国債）
山梨県南アルプス市芦安芦倉
平成21年3月5日～平成21年12月11日
三腹工 2.89ha外

治山 96,930,750 91,560,000 94.5%

清水建設興業株式会
社
（山梨県南アルプス
市有野3294）

平成21年3月4日
山梨森林管理事務
所

 

A047

野呂川ミヨシ沢治山工事（ゼロ国債）
山梨県南アルプス市芦安芦倉
平成21年3月5日～平成21年12月11日
山腹工 0.50ha外

治山 105,904,050 98,700,000 93.2%
天野工業株式会社
（山梨県大月市笹子
町黒野田1175-1）

平成21年3月4日
山梨森林管理事務
所

 

A048

野呂川日向四郎兵衛沢第2治山工事（ゼロ国債）
山梨県南アルプス市芦安芦倉
平成21年3月5日～平成21年12月11日
山腹工 0.43ha外

治山 74,724,300 72,975,000 97.7%
中沢工業株式会社
（山梨県甲府市幸町
9-24）

平成21年3月4日
山梨森林管理事務
所

 

計 48 件 93.5%

B001

折松林道改良工事
福島県いわき市遠野町上根本国有林441た3林小班外
平成21年1月14日～平成21年3月13日
延長 40ｍ

林道 5,026,350 4,725,000 94.0%
株式会社　長尾組
（福島県いわき市植
田町南町2-4-9）

平成21年1月14日 磐城森林管理署  

B002

真草林道災害復旧工事
福島県双葉郡浪江町大字井出字沢山国有林1288り林小班
平成21年3月5日～平成21年8月11日
路側コンクリートウｵール 358.5ｍ3外

林道 20,256,600 19,215,000 94.9%

木幡建設株式会社
（福島県双葉郡浪江
町大字権現堂字下続
町16）

平成21年3月5日 磐城森林管理署  
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

B003

井出川林道柿平支線災害復旧工事
福島県双葉郡楢葉町大字井出字羽山国有林653ね5林小班
平成21年3月5日～平成21年7月3日
路側コンクリートウｵール 193.0ｍ3外

林道 10,928,400 10,290,000 94.2%

株式会社　橋本組
（福島県双葉郡楢葉
町大字井出字木屋
176）

平成21年3月5日 磐城森林管理署  

B004

大滝沢林道第一支線災害復旧工事
福島県いわき市遠野町入遠野字遠野国有林429ぬ林小班
平成21年3月5日～平成21年7月27日
路側コンクリートウｵール 259.7ｍ3外

林道 14,406,000 13,020,000 90.4%
株式会社　長尾組
（福島県いわき市植
田町南町2-4-9）

平成21年3月5日 磐城森林管理署  

B005

百川林道災害復旧工事
栃木県鹿沼市上永野字百川国有林603む林小班
平成21年3月6日～平成21年8月31日
溝渠工 一式外

林道 16,339,050 16,275,000 99.6%
中村土建株式会社
（栃木県宇都宮市大
曽4-10-19）

平成21年3月6日 日光森林管理署  

B006

桧沢・如来入（桧沢）林道改良工事
栃木県大田原市雲岩寺字檜沢国有林
平成21年2月5日～平成21年3月27日
擁壁工 22.9ｍ

林道 4,885,650 4,830,000 98.9%

株式会社　渡辺工務
店
（栃木県矢板市下伊
佐野7-2）

平成21年2月5日 塩那森林管理署  

B007

西沢林道災害復旧工事
栃木県塩谷郡塩谷町舟生字西古屋沢国有林308林班外
平成21年3月3日～平成21年8月31日
延長 39.5ｍ

林道 14,730,450 12,180,000 82.7%
株式会社　谷黒組
（栃木県那須塩原市
塩原1100）

平成21年3月3日 塩那森林管理署  

B008

湯沢林道外1改良工事
新潟県岩船郡関川村大字湯沢字湯沢山国有林1397ち2林小班外
平成21年2月24日～平成21年3月24日
グリーンゲート設置 3基

林道 2,818,200 2,625,000 93.1%
株式会社　山嘉土建
（新潟県村上市泉町
3-12）

平成21年2月23日
下越森林管理署
村上支署

 

B009

大間川（大間川）林道（自2）（1号）災害復旧工事
静岡県榛原郡川根本町千頭山国有林667林班
平成21年3月6日～平成21年8月28日
橋梁架設工 16.0ｍ 1本外

林道 25,932,900 25,515,000 98.4%
株式会社　柳澤組
（静岡県榛原郡川根
本町東藤川722-2）

平成21年3月5日 静岡森林管理署  

B010

扇山（平山）林道外6（自２）改良工事
静岡県浜松市北区三ヶ日町扇山外6
平成21年2月13日～平成21年3月27日
路面整正 23.7ｋｍ

林道 2,781,450 2,651,250 95.3%
株式会社　戸田建設
（静岡県浜松市北区
引佐町黒渕193-1）

平成21年2月12日 天竜森林管理署  

計 10 件 94.1%

C001

稲毛宿舎2号棟外壁塗装他工事
千葉県千葉市稲毛区稲毛1-8-15
平成21年1月29日～平成21年3月19日
外壁塗装他一式

その他 6,930,000 6,090,000 87.9%

東邦塗装工業株式会
社
（千葉県千葉市中央
区末広3-7-9）

平成21年1月29日 関東森林管理局
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

C002

簗下宿舎駐車場整備他工事
群馬県前橋市上小出町1-8-16
平成21年2月24日～平成21年3月13日
アスファルト舗装工 90.0ｍ2外

その他 2,835,000 2,604,000 91.9%
株式会社　円設
（群馬県前橋市若宮
町4-4-16）

平成21年2月24日 関東森林管理局

C003

関東森林管理局外構改修工事
群馬県前橋市岩神町4-893-1外
平成21年2月26日～平成21年3月24日
駐車場整備外 一式

その他 2,677,500 1,963,500 73.3%
株式会社　沼建
（群馬県沼田市高橋
場町2013-5）

平成21年2月26日 関東森林管理局

C004

白河支署庁舎トイレ外修繕工事
福島県白河市郭内128-1
平成21年2月26日～平成21年3月27日
庁舎修繕一式

その他 5,754,000 4,935,000 85.8%
三金興業株式会社
（福島県白河市新白
河1-73）

平成21年2月26日
福島森林管理署
白河支署

C005

有明宿舎屋上防水改修工事
茨城県高萩市有明町1-24-1
平成21年2月17日～平成21年3月23日
防水工事 329.0ｍ2

その他 6,468,000 5,103,000 78.9%
中山技研株式会社
（茨城県土浦市永国
748-3）

平成21年2月16日 茨城森林管理署

C006

館腰苗畑建物等解体撤去工事
新潟県村上市大場沢字熊登山409の1国有林1035そ林小班
平成21年3月7日～平成21年3月27日
木造 6棟

その他 6,075,966 1,417,500 23.3%

株式会社　カエツハ
ウス工業
（新潟県村上市勝木
554-1）

平成21年3月6日
下越森林管理署
村上支署

C007

桑の実宿舎浄化槽改修他工事
静岡県榛原郡川根本町千頭
平成21年1月21日～平成21年3月17日
浄化槽改修外一式

その他 5,680,500 5,565,000 98.0%
株式会社　柳澤組
（静岡県榛原郡川根
本町東藤川722-2）

平成21年1月20日 静岡森林管理署  

C008

造林倉庫解体撤去工事
静岡県浜松市北区三ヶ日町本坂外13箇所
平成21年2月28日～平成21年3月30日
解体撤去 15戸

その他 6,090,630 6,037,500 99.1%
株式会社　中村組
（静岡県浜松市中区
住吉5-22-1）

平成21年2月27日 天竜森林管理署

C009

事業宿舎解体撤去工事
静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家3281-5
平成21年2月28日～平成21年3月30日
解体撤去 1棟4戸

その他 5,817,000 5,407,500 93.0%
有限会社　飯島建設
（静岡県天竜区水窪
町奥領家6238-6）

平成21年2月27日 天竜森林管理署

C010

伊豆森林管理署東原宿舎外解体撤去工事
静岡県伊豆市湯ヶ島字東原56-1外
平成21年2月6日～平成21年3月25日
解体外 5棟

その他 7,161,000 7,087,500 99.0%
小泉建設株式会社
（静岡県伊豆市湯ヶ
島91）

平成21年2月5日 伊豆森林管理署

9



①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

C011

天城高原「ふれあいの郷」水道・温泉メーター外取替工事
静岡県伊豆市冷川菅引国有林302ハ林小班
平成21年3月3日～平成21年3月23日
水道メーター取替 80個外

その他 5,188,050 4,515,000 87.0%

有限会社　生田目設
備
（静岡県伊豆市城
517-7）

平成21年3月2日 伊豆森林管理署

C012

大河俣造林小屋外解体工事
埼玉県秩父市中津川中津川国有林外
平成21年2月27日～平成21年3月25日
解体工事一式

その他 5,344,500 4,987,500 93.3%
太洋建設株式会社
（埼玉県秩父市近戸
町15-13）

平成21年2月26日
埼玉森林管理事務
所

計 12 件 84.2%

合計 70 件 92.0%
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 別紙様式７－１（Ⅶ関係）

（随意契約方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

該　当　な　し

合計 0 件 0.0%

入札方式別発注工事一覧表

№ 調達件名 業種区分 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
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別紙様式６－２ 関東森林管理局

平成20年度第4四半期(1月～3月）

抽出件数 特記事項

総契約件数 21 52.3% 14

(1)治山工事に係るコンサルタント業務 19 50.1% 12

(内訳)

　①一般競争契約 19 50.1% 12

　②随意契約 0 0 0

(2)林道工事に係るコンサルタント業務 2 72.3% 2

(内訳)

　①一般競争契約 2 72.3% 2

　②随意契約 0 0.0% 0

(3)その他の業務 0 0.0% 0

(内訳)

　①一般競争契約 0 0.0% 0

　②公募型プロポーザル契約 0 0.0% 0

　③公募型競争契約 0 0.0% 0

　④簡易公募型プロポーザル契約 0 0.0% 0

　⑤簡易公募型競争契約 0 0.0% 0

　⑥標準型プロポーザル契約 0 0.0% 0

　⑦　②及び④以外の競争契約 0 0.0% 0

　⑧随意契約 0 0.0% 0

入　札　方　式　別　発　注　業　務　一　覧　表　(総　括　表)

 (測量・建設コンサルタント等業務)

入　札　方　式 件　数
単純平均
落札率

備　　　　　　　考
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 別紙様式７－２（Ⅶ関係）

①（一般競争方式）

D001

会沢保安林管理道実施設計（一次補正）
福島県福島市桜本字会沢国有林54と林小班外地内
平成21年1月20日～平成21年3月31日
実施設計一式

治山 7,252,350 5,040,000 69.5%

社団法人　福島県林業
協会
（福島県福島市中町5-
18）

平成21年1月20日 福島森林管理署

D002

大峠地区山腹工実施設計（一次補正）
福島県石川郡平田村大字中倉字中倉
平成21年1月27～平成21年3月31日
実施設計一式

治山 4,185,300 3,339,000 79.8%

株式会社　森林環境コ
ンサルタント
（群馬県前橋市荒牧町
604-3）

平成21年1月27日
福島森林管理署
白河支署

D003

大倉川中流地区山腹工実施設計（一次補正）
福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山国有林176イ林小班
平成21年3月6日～平成21年12月18日
実施設計一式

治山 7,061,250 3,150,000 44.6%
応用地質株式会社
（東京都千代田区九段
北4-2-6）

平成21年3月6日 会津森林管理署

D004

宇根尻地区渓間工実施設計
福島県いわき市川前町字鍛冶渕国有林108り1林小班
平成21年1月20日～平成21年3月18日
実施設計一式

治山 3,370,500 2,520,000 74.8%

株式会社　藤建技術設
計センター
（福島県東白川郡棚倉
町大字棚倉字中居野
65）

平成21年1月20日 磐城森林管理署

D005

渡瀬地区越虫山腹工実施設計（一次補正）
福島県東白川郡鮫川村大字渡瀬字青生野国有林115へ林小班
平成21年3月6日～平成21年7月31日
実施設計一式

治山 3,691,800 3,307,500 89.6%

株式会社　藤建技術設
計センター
（福島県東白川郡棚倉
町大字棚倉字中野居
65）

平成21年3月5日 棚倉森林管理署

D006

三依山地区山腹工実施設計（一次補正）
栃木県日光市中三依字三依山国有林106な林小班
平成21年3月6日～平成21年9月1日
実施設計一式

治山 4,201,050 1,669,500 39.7%

株式会社　森林環境コ
ンサルタント
（群馬県前橋市荒牧町
604-3）

平成21年3月6日 日光森林管理署

D007

馬坂沢地区治山事業全体計画調査（一次補正）
栃木県日光市川俣字鬼怒沼国有林33林班外
平成21年3月6日～平成21年12月10日
計画調査一式

治山 10,734,150 3,465,000 32.3%

アジア航測株式会社
首都圏営業部　北関東
営業所
（埼玉県さいたま市浦
和区仲町1-14-8）

平成21年3月6日 日光森林管理署

D008

新湯地区山腹工実施設計（一次補正）
栃木県那須塩原市湯元塩原字前黒国有林404ロ林小班外
平成21年1月22日～平成21年3月31日
実施設計一式

治山 4,654,650 2,289,000 49.2%

株式会社　森林調査設
計事務所
（東京都江戸川区篠崎
町1-302-7）

平成21年1月19日 塩那森林管理署

入札方式別発注業務一覧表（測量・建設コンサルタント等業務）
（期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 官署名 特記事項契約年月日
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 官署名 特記事項契約年月日

D009

高立地区治山事業全体計画作成調査及び渓間工実施設計（補
正）
群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字徳若山国有林4林班外
平成21年3月5日～平成21年10月30日
全体計画の作成及び実施設計一式

治山 8,262,450 4,515,000 54.6%

株式会社　森林調査設
計事務所
（東京都江戸川区篠崎
町1-302-7）

平成21年3月4日 群馬森林管理署

D010

月夜野地区押野沢支流渓間工実施設計（一次補正）
群馬県利根郡みなかみ町東峰字新四郎国有林209る1林小班外
平成21年3月6日～平成21年7月23日
実施設計一式

治山 3,517,500 1,449,000 41.2%

株式会社　森林調査設
計事務所
（東京都江戸川区篠崎
町1-302-7）

平成21年3月6日
利根沼田森林管理
署

D011

根利川地区小捨沢支流渓間工実施設計（一次補正）
群馬県沼田市利根町根利字根利山国有林114は林小班
平成21年3月6日～平成21年7月23日
実施設計一式

治山 3,431,400 1,438,500 41.9%
株式会社　アクロス
（長野県佐久市中込
2982-1）

平成21年3月6日
利根沼田森林管理
署

D012

石川地区渓間工実施設計（一次補正）
新潟県新発田市上石川字石川山国有林52林班外
平成21年3月4日～平成21年7月31日
実施設計一式

治山 6,676,950 2,257,500 33.8%

株式会社　森林調査設
計事務所
（東京都江戸川区篠崎
町1-302-7）

平成21年3月4日 下越森林管理署

D013

赤谷沢地区渓間工実施設計（一次補正）
新潟県新発田市東赤谷字赤谷山国有林102林班外
平成21年3月4日～平成21年7月31日
実施設計一式

治山 2,805,600 1,291,500 46.0%

株式会社　森林調査設
計事務所
（東京都江戸川区篠崎
町1-302-7）

平成21年3月4日 下越森林管理署

D014

諏訪峠地区渓間工実施設計（一次補正）
新潟県東蒲原郡阿賀町行地字行地山国有林226林班
平成21年3月4日～平成21年7月31日
実施設計一式

治山 3,709,650 1,312,500 35.4%

株式会社　森林調査設
計事務所
（東京都江戸川区篠崎
町1-302-7）

平成21年3月4日 下越森林管理署

D015

小川地区ブナノキ沢外渓間工実施設計（一次補正）
新潟県岩船郡関川村大字鮖谷字小川国有林1315そ2林小班
平成21年3月5日～平成21年8月31日
実施設計一式

治山 5,133,450 2,415,000 47.0%

国土防災技術株式会社
新潟支店
（新潟県新潟市西区坂
井1035-1）

平成21年3月4日
下越森林管理署
村上支署

D016

梅ヶ島ヒノクチ地区治山事業計画調査及び山腹工実施設計（一
次補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林307林班
平成21年3月7日～平成21年11月20日
事業計画調査及び実施設計一式

治山 9,981,300 4,147,500 41.6%

アジア航測株式会社
静岡支店
（静岡県静岡市駿河区
中田2-1-6）

平成21年3月6日 静岡森林管理署

D017

梅ヶ島山ノ神地区治山事業計画調査及び山腹工実施設計（一次
補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林301林班
平成21年3月7日～平成21年11月20日
事業計画調査及び実施設計一式

治山 9,865,800 4,179,000 42.4%

アジア航測株式会社
静岡支店
（静岡県静岡市駿河区
中田2-1-6）

平成21年3月6日 静岡森林管理署
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①（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 工　　　　　　事　　　　　　名 工事種別 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 官署名 特記事項契約年月日

D018

東伊豆地区治山事業計画調査及び渓間工実施設計
静岡県賀茂郡東伊豆町白田国有林680林班外
平成21年3月5日～平成21年9月30日
計画調査及び実施設計一式

治山 10,162,950 4,935,000 48.6%

明治コンサルタント株
式会社　東京支店
（東京都江戸川区臨海
町3-6-4)

平成21年3月4日 伊豆森林管理署

D019

音無川地区渓間工外実施設計
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科国有林431林班外
平成21年3月18日～平成21年7月30日
実施設計一式

治山 4,803,750 1,963,500 40.9%

株式会社　森林テクニ
クス　静岡支店
（静岡県静岡市駿河区
中村町217）

平成21年3月17日 伊豆森林管理署

計 19 件 50.1%

E001

殿畑作業道調査設計
群馬県富岡市野上字立岩国有林23へ2林小班
平成21年1月20日～平成21年3月6日
調査設計一式

林道 3,268,650 2,226,000 68.1%

株式会社　森林環境コ
ンサルタント
（群馬県前橋市荒牧町
604-3）

平成21年1月19日 群馬森林管理署

E002

丸山作業道実施設計
新潟県岩船郡関川村大字滝原字上野国有林1390林班ろ4小班外
平成21年1月20日～平成21年3月13日
実施設計一式

林道 4,058,250 3,108,000 76.6%

株式会社　森林テクニ
クス　前橋支店
（群馬県前橋市大手町
1-5-11）

平成21年1月19日
下越森林管理署
村上支署

計 2 件 72.3%

合計 21 件 52.3%
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 別紙様式７－２（Ⅶ関係）

（随意契約方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

該　当　な　し

合計 0 件 0.0%

入札方式別発注業務一覧表（測量・建設コンサルタント等業務）

№ 調達件名 業種区分 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
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件数 金額
単純平均
落札率 件数 金額

単純平均
落札率 件数 金額 件数 金額 件数 金額

34      130,066,053      - -         -     - -           - -  -           34  130,066,053    

11  60,858,241          - -  -       -    -  -         -  -           11  60,858,241     

-   -                   - -  -       -    -  -         -  -           -   -              

38  163,976,494         - -  -       -    -  -         -  -           38  163,976,494    

-   -                   - -  -       -    -  -         -  -           -   -              

-   -                   - -         -     - -  -         8  10,870,927  8   10,870,927     

2   5,134,500           - -  -       -    -  -         -  -           2   5,134,500      

1   1,764,000           - -  -       -    -  -         -  -           1   1,764,000      

91  902,243,590         - -  -       -    -  -         1  1,155,000   92  903,398,590    

うち造林事業 83  850,280,140         - -  -       -    -  -         1  1,155,000   84  851,435,140    

うち生産事業 -   -                   - -  -       -    -  -         - - -   -              

その他 8   51,963,450      - -  -       -    -  -         - - 8   51,963,450     

177 1,264,042,878       - -  -       -    -  -         9  12,025,927  186 1,276,068,805  

（平成20年度第4四半期（1月～3月））

別紙様式９（Ⅶ関係） 関東森林管理局

物品・役務の調達方法別一覧表　

（単位：件、円）

区分 項目

契約方法別内訳

備考一般競争入札 指名競争入札 随意契約(企画競争) 随意契約（その他） 計

物品
調達

①林業用資材

②建設用資材

③特定物品
　（専売品）

④その他物品

計

役務
調達

⑤収穫調査委託

⑥事務・業務委託

⑦調査・設計委託

⑧条件調査

⑨その他役務
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 別紙様式７－３（Ⅶ関係）

（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

F001
スプレーペンキ他
5,631缶他

①林業用資材 - 3,637,515 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年1月29日 関東森林管理局

F002
境界見出標他
20,500枚他

①林業用資材 - 4,834,819 -

財団法人　日本森林林業
振興会　前橋支部
（群馬県前橋市岩神町4-
17-3）

平成21年1月30日 関東森林管理局

F003
ポケットコンパス他
19台他

①林業用資材 - 3,148,530 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年1月30日 関東森林管理局

F004
クマによる樹幹剥皮防止用具
25,000枚

①林業用資材 - 13,991,250 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年2月10日 関東森林管理局

F005
雨合羽外
21着外

①林業用資材 - 2,327,850 -

株式会社　あすなろ　前
橋支社
（群馬県前橋市荒牧町
296-1）

平成21年2月10日 関東森林管理局

F006
安全地下足袋外
17足外

①林業用資材 - 1,961,400 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年2月10日 関東森林管理局

F007
シカによる樹幹剥皮防止用具
6,500枚

①林業用資材 - 1,911,000 -
株式会社　竹谷商事
（大阪府大阪市阿倍野区
晴明通2-20）

平成21年2月16日 関東森林管理局

F008
災害時安全保護具等
長袖シャツ 150着外

①林業用資材 - 1,178,100 -
株式会社　清水商会
（千葉県千葉市中央区
松ヶ丘町635）

平成21年2月16日 関東森林管理局

F009
間伐テープ外
1,800本外

①林業用資材 - 2,820,300 -
有限会社　大島商事
（群馬県前橋市日吉町2-
33-13）

平成21年3月5日 関東森林管理局

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

入札方式別発注業務一覧表（物品・役務）

調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

F010
安全地下足袋外
337足外

①林業用資材 - 8,040,900 -

株式会社　あすなろ　前
橋支社
（群馬県前橋市荒牧町
296-1）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F011
ヤッケ外
84着外

①林業用資材 - 3,622,500 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F012
手袋（１）
994双外

①林業用資材 - 1,848,000 -
株式会社　竹谷商事
（大阪府大阪市阿倍野区
晴明通2-20）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F013
手袋（２）
1,929双外

①林業用資材 - 3,932,250 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F014
平ヤスリ外
188本外

①林業用資材 - 1,421,700 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F015
安全靴外
7足外

①林業用資材 - 3,526,950 -

株式会社　あすなろ　前
橋支社
（群馬県前橋市荒牧町
296-1）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F016
リュック外
57個外

①林業用資材 - 3,423,000 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F017
下刈鎌ほか
14丁外

①林業用資材 - 5,460,000 -
有限会社　西山商会
（高知県香美市土佐山田
町間163）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F018
保安帽外
243個外

①林業用資材 - 6,541,500 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F019
アノラック外
53着外

①林業用資材 - 2,205,000 -
株式会社　竹谷商事
（大阪府大阪市阿倍野区
晴明通2-20）

平成21年3月16日 関東森林管理局
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

F020
シカネット外
1巻外

①林業用資材 - 1,637,002 -

財団法人　日本森林林業
振興会　東京支部
（東京都江東区東陽5-
12-7）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F021
コニファー水和剤（１）
50箱外

①林業用資材 - 1,820,700 -

財団法人　日本森林林業
振興会　東京支部
（東京都江東区東陽5-
12-7）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F022
コニファー水和剤（２）
1,092本外

①林業用資材 - 2,923,830 -

財団法人　日本森林林業
振興会　前橋支部
（群馬県前橋市岩神町4-
17-3）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F023
ヤシマレント
21箱外

①林業用資材 - 1,775,056 -

財団法人　日本森林林業
振興会　前橋支部
（群馬県前橋市岩神町4-
17-3）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F024
マツガード
30箱外

①林業用資材 - 1,997,362 -
大同商事株式会社
（東京都港区浜松町1-
10-8）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F025
除草剤（１）
10本外

①林業用資材 - 2,845,384 -

財団法人　日本森林林業
振興会　東京支部
（東京都江東区東陽5-
12-7）

平成21年3月16日 関東森林管理局

F026
現場用保安具類
2,427足外

①林業用資材 - 5,229,000 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年3月19日 関東森林管理局

F027
現場用品類
899個外

①林業用資材 - 3,148,425 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月19日 関東森林管理局

F028
現場用刃物類（１）
547丁外

①林業用資材 - 1,598,100 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月19日 関東森林管理局

F029
現場用刃物類（２）
1,360本外

①林業用資材 - 3,127,950 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年3月19日 関東森林管理局
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

F030
リンロンテープ（１）
195箱

①林業用資材 - 7,831,687 -
有限会社　西山商会
（高知県香美市土佐山田
町間163）

平成21年3月19日 関東森林管理局

F031
ウッドガード外
5,525個外

①林業用資材 - 4,960,068 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月19日 関東森林管理局

F032
ザバーン（１）
18,200枚

①林業用資材 - 11,657,100 -

財団法人　日本森林林業
振興会　前橋支部
（群馬県前橋市岩神町4-
17-3）

平成21年3月19日 関東森林管理局

F033
ウィリー
41箱

①林業用資材 - 1,678,950 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月19日 関東森林管理局

F034
クマによる樹幹剥皮被害防止用具
3,500枚

①林業用資材 - 2,002,875 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月23日 関東森林管理局

計 34 件 130,066,053 -

G001
レーザー距離計他
18台他

②建設用資材 - 6,398,175 -
株式会社　竹谷商事
（大阪府大阪市阿倍野区
晴明通2-20）

平成21年1月30日 関東森林管理局

G002
土のう袋外
2,082包

②建設用資材 - 8,963,671 -

財団法人　日本森林林業
振興会　前橋支部
（群馬県前橋市岩神町4-
17-3）

平成21年3月19日 関東森林管理局

G003
丸型スコップ外
2,670丁

②建設用資材 - 4,588,500 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年3月19日 関東森林管理局

G004
水切りゴム板外（１）
522基

②建設用資材 - 13,154,400 -

財団法人　日本森林林業
振興会　前橋支部
（群馬県前橋市岩神町4-
17-3）

平成21年3月19日 関東森林管理局

G005
水切りゴム板外（２）
388基

②建設用資材 - 9,276,225 -

財団法人　日本森林林業
振興会　東京支部
（東京都江東区東陽5-
12-7）

平成21年3月19日 関東森林管理局
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

G006
砕石 1,500ｍ3
割栗石 200ｍ3

②建設用資材 - 4,257,750 -
有限会社　茨石興業
（茨城県日立市東多賀町
4-6-1）

平成21年3月3日 茨城森林管理署

G007
砕石 1,200ｍ3
割栗石 200ｍ3

②建設用資材 - 3,486,000 -
関本開発株式会社
（茨城県北茨城市関本町
富士ヶ丘1585）

平成21年3月3日 茨城森林管理署

G008
砕石 1,200ｍ3
割栗石 200ｍ3

②建設用資材 - 4,604,250 -
関東商工株式会社
（東京都品川区上大崎4-
3-7）

平成21年3月3日 茨城森林管理署

G009
砕石
250ｍ3

②建設用資材 - 1,590,750 -
有限会社　野木建設
（神奈川県足柄上郡山北
町山市場191-3）

平成21年2月3日
東京神奈川森林管理
署

 

G010
砕石
1,200ｍ3

②建設用資材 - 2,898,000 -
株式会社　丸芳
（静岡県富士宮市青木
1186-1）

平成21年2月27日 静岡森林管理署

G011
砕石
576ｍ3

②建設用資材 - 1,640,520 -
二葉商事株式会社
（静岡県御殿場市新橋
1826-3）

平成21年2月27日 静岡森林管理署

計 11 件 60,858,241 -

H001
パーソナルコンピュータ
170台

④その他物品 - 19,845,000 -
株式会社　大塚商会
（東京都千代田区飯田橋
2-18-4）

平成21年1月27日 関東森林管理局

H002
横断幕他
200枚他

④その他物品 - 4,197,900 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年1月28日 関東森林管理局

H003
モノクロ複合機他
一式他

④その他物品 - 1,359,750 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年1月28日 関東森林管理局

H004
デジタルカメラ他
46台他

④その他物品 - 3,024,000 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年1月30日 関東森林管理局
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

H005
シュレッダー他
31台他

④その他物品 - 4,197,900 -
株式会社　前橋大気堂
（群馬県前橋市本町2-2-
16）

平成21年1月30日 関東森林管理局

H006
トナーカートリッジ他
128個他

④その他物品 - 4,070,850 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年1月30日 関東森林管理局

H007
間伐テープ外
9,013巻他

④その他物品 - 2,515,800 -
株式会社　竹谷商事
（大阪府大阪市阿倍野区
晴明通2-20）

平成21年2月2日 関東森林管理局

H008
机外
34台外

④その他物品 - 7,570,500 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年2月26日 関東森林管理局

H009
軽自動車（ワンボックスタイプ）
13台

④その他物品 - 10,361,106 -

群馬ダイハツ自動車株式
会社
（群馬県前橋市大渡町2-
3-6）

平成21年2月26日 関東森林管理局

H010
衛星携帯電話イリジウム
62台

④その他物品 - 12,043,500 -
ＫＤＤＩ株式会社
（東京都新宿区西新宿2-
3-2）

平成21年3月2日 関東森林管理局

H011
歪・水位データ収録装置外
4台外

④その他物品 - 2,289,000 -

国土防災技術株式会社
前橋支店
（群馬県前橋市南町3-
71-4）

平成21年3月2日 関東森林管理局

H012
カメラ外
38台外

④その他物品 - 1,961,295 -
株式会社　ヒシヤ
（長野県長野市大字長野
桜枝町858）

平成21年3月3日 関東森林管理局

H013
ハードディスク外
71台外

④その他物品 - 5,024,250 -
株式会社　前橋大気堂
（群馬県前橋市本町2-2-
16）

平成21年3月3日 関東森林管理局

H014
インクカートリッジ外
97個外

④その他物品 - 2,271,150 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年3月3日 関東森林管理局
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

H015
シュレッダー外
9台外

④その他物品 - 4,305,000 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年3月3日 関東森林管理局

H016
電気掃除機外
16台外

④その他物品 - 2,310,000 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月3日 関東森林管理局  

H017
テレビ外
13台外

④その他物品 - 2,055,585 -
株式会社　ヒシヤ
（長野県長野市大字長野
桜枝町858）

平成21年3月3日 関東森林管理局

H018
カラーレーザープリンタ外
7台外

④その他物品 - 3,444,000 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年3月4日 関東森林管理局

H019
インクジェットプリンタ外
4台外

④その他物品 - 2,037,000 -
株式会社　前橋大気堂
（群馬県前橋市本町2-2-
16）

平成21年3月4日 関東森林管理局

H020
大判インクジェットプリンタ外
1台外

④その他物品 - 4,305,000 -
株式会社　前橋大気堂
（群馬県前橋市本町2-2-
16）

平成21年3月4日 関東森林管理局

H021
境界標外
108本外

④その他物品 - 1,572,900 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年3月4日 関東森林管理局

H022
プラニメーター他
9台外

④その他物品 - 2,547,300 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月6日 関東森林管理局

H023
双眼鏡外
74台外

④その他物品 - 4,163,250 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年3月6日 関東森林管理局

H024
「後世に残したい自然」他4種印刷
5,000部外

④その他物品 - 418,215 -
有限会社　佐藤印刷
（新潟県長岡市宮内町8-
8-11）

平成21年3月9日 関東森林管理局
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

H025
電源タップ外
444個外

④その他物品 - 2,997,855 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年3月19日 関東森林管理局

H026
ＨＵＢ外
198個外

④その他物品 - 1,355,340 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年3月19日 関東森林管理局

H027
事務用カッティング機外（１）
15台外

④その他物品 - 1,250,550 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年3月19日 関東森林管理局

H028
消防用ホース外（１）
30個外

④その他物品 - 2,403,450 -
株式会社　清水商会
（千葉県千葉市中央区
松ヶ丘町635）

平成21年3月19日 関東森林管理局

H029
南京錠外
138個外

④その他物品 - 5,224,348 -

財団法人　日本森林林業
振興会　前橋支部
（群馬県前橋市岩神町4-
17-3）

平成21年3月19日 関東森林管理局

H030
ミーティングテーブル外
1台外

④その他物品 - 2,537,850 -
株式会社　六本木商店
（群馬県前橋市昭和町3-
38-5）

平成21年2月17日 群馬森林管理署

H031
オフィス家具類
ロッカー外 10個外

④その他物品 - 6,391,350 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年2月9日 利根沼田森林管理署

H032
木製事務机外
両袖机外 31台外

④その他物品 - 9,106,650 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年2月9日 利根沼田森林管理署

H033

木製事務机外
両袖机 24台
片袖机 11台
プリンタ置台 5台

④その他物品 - 6,291,075 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年1月27日 吾妻森林管理署

H034

オフィス家具類
事務用椅子 36脚
会議用等テーブル 4台
スタッキングチェア 18脚外

④その他物品 - 4,200,000 -
株式会社　オオタヤ
（群馬県前橋市問屋町1-
10-7）

平成21年1月27日 吾妻森林管理署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

H035
脇机他
12個他

④その他物品 - 2,398,725 -
有限会社　千倉屋文具店
（神奈川県平塚市明石町
23-34）

平成21年2月12日
東京神奈川森林管理
署

H036
引違書庫外
オフィス家具29品目

④その他物品 - 4,179,000 -
株式会社　皆徳
（新潟県新発田市豊町4-
5-33）

平成21年1月21日 下越森林管理署

H037
間伐材木製事務机
事務机 28台
木製キャビネット 20台

④その他物品 - 5,880,000 -
山北町森林組合
（新潟県村上市府屋121-
2）

平成21年1月30日
下越森林管理署
村上支署

H038
トナー・文具類
トナー31本外

④その他物品 - 1,870,050 -
株式会社　大谷ビジネス
（新潟県上越市本町7-3-
25）

平成21年2月25日 上越森林管理署

計 38 件 163,976,494 -

J001
平成20年度保護林モニタリング基礎
調査
調査一式

⑦調査・設計委託 - 1,249,500 -
株式会社　緑化技研
（大阪府大阪市浪速区元
町3-9-10）

平成21年1月13日 関東森林管理局

J002
平成20年度クマ等による森林被害現
況調査
一式

⑦調査・設計委託 - 3,885,000 -
いであ株式会社
（東京都世田谷区駒沢3-
15-1）

平成21年1月30日 関東森林管理局

計 2 件 5,134,500 -

K001
造林事業等請負予定地の条件調査委
託
保育間伐 80.56ha

⑧条件調査 - 1,764,000 -

財団法人　日本森林林業
振興会　東京支部
（東京都江東区東陽5-
12-7）

平成21年1月19日 千葉森林管理事務所

計 1 件 1,764,000 -

L001
造林請負事業
地拵 25.74ha
植付 25.74ha

⑨その他役務（造林） - 18,900,000 -
有限会社　武田林産
（福島県二本松市小関
105）

平成21年3月5日 福島森林管理署

L002
都路地区外保安林改良事業
本数調整伐 131.24ha

⑨その他役務（造林） - 18,942,000 -
吾妻造林有限会社
（福島県福島市町庭坂字
湯町17）

平成21年3月5日 福島森林管理署

L003
造林請負事業
地拵 29.38ha
植付 29.12ha

⑨その他役務（造林） - 26,512,500 -
いしかわ林業協同組合
（福島県石川郡石川町字
屋敷ノ入5）

平成21年3月3日
福島森林管理署
白河支署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L004
白河地区保安林改良事業
本数調整伐 145.90ha

⑨その他役務（造林） - 14,553,000 -
白河地方林業協同組合
（福島県白河市会津町
26-22）

平成21年3月3日
福島森林管理署
白河支署

L005
若松地区保安林改良事業
下刈 7.07ha
除伐 17.62ha

⑨その他役務（造林） - 2,730,000 -
栗城林業有限会社
（福島県大沼郡会津美里
町字東川原3250）

平成21年3月3日 会津森林管理署

L006

喜多方地区保安林改良事業
下刈 27.19ha
除伐 75.75ha
本数調整伐 48.70ha

⑨その他役務（造林） - 16,707,600 -

会津流域林業協同組合
（福島県喜多方市熊倉町
雄国字八木沢道中乙
562）

平成21年3月3日 会津森林管理署

L007
坂下地区保安林改良事業
除伐 12.48ha

⑨その他役務（造林） - 1,353,450 -

会津流域林業協同組合
（福島県喜多方市熊倉町
雄国字八木沢道中乙
562）

平成21年3月3日 会津森林管理署

L008
塩ノ岐地区保安林改良事業
本数調整伐 32.33ha

⑨その他役務（造林） - 2,940,000 -
只見町森林組合
（福島県南会津郡只見町
大字只見町字宮前1390）

平成21年3月5日
会津森林管理署
南会津支署

 

L009
布沢地区保安林改良事業
本数調整伐 28.67ha

⑨その他役務（造林） - 2,835,000 -
只見町森林組合
（福島県南会津郡只見町
大字只見町字宮前1390）

平成21年3月5日
会津森林管理署
南会津支署

 

L010
東地区保安林改良事業
除伐 25.96ha

⑨その他役務（造林） - 5,229,000 -
伊南村森林組合
（福島県南会津郡南会津
町小塩字上ミ原80）

平成21年3月6日
会津森林管理署
南会津支署

L011
八総地区保安林改良事業
除伐 43.55ha

⑨その他役務（造林） - 5,712,000 -
舘岩村森林組合
（福島県南会津郡南会津
町松戸原51）

平成21年3月6日
会津森林管理署
南会津支署

L012
多々石地区保安林改良事業
本数調整伐 22.32ha

⑨その他役務（造林） - 1,764,000 -
伊南村森林組合
（福島県南会津郡南会津
町小塩字上ミ原80）

平成21年3月6日
会津森林管理署
南会津支署

 

L013
森戸地区保安林改良事業
本数調整伐 56.45ha

⑨その他役務（造林） - 5,922,000 -
有限会社　阿久津林友
（栃木県日光市栗原397-
7）

平成21年3月11日
会津森林管理署
南会津支署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L014
造林請負事業
伐倒 960ｍ3

⑨その他役務（造林） - 1,713,600 -
磐城林業協同組合
（福島県いわき市平字童
子町3-1）

平成21年2月4日 磐城森林管理署

L015
造林請負事業
松くい虫防除（樹幹注入） 59本
59.30ｍ3

⑨その他役務（造林） - 977,928 -
大同商事株式会社
（東京都港区浜松町1-
10-8）

平成21年2月10日 磐城森林管理署

L016
造林請負事業
松くい虫防除（樹幹注入） 962本
327.98ｍ3

⑨その他役務（造林） - 5,568,381 -
大同商事株式会社
（東京都港区浜松町1-
10-8）

平成21年2月10日 磐城森林管理署

L017
造林請負事業
地拵 81.18ha
植付 81.18ha

⑨その他役務（造林） - 74,424,000 -
磐城林業協同組合
（福島県いわき市平字童
子町3-1）

平成21年3月5日 磐城森林管理署

L018
菖蒲平保安林改良事業
下刈 372.98ha

⑨その他役務（造林） - 42,525,000 -
磐城林業協同組合
（福島県いわき市平字童
子町3-1）

平成21年3月5日 磐城森林管理署

L019
造林請負事業
除伐 137.08ha
保育間伐 31.62ha

⑨その他役務（造林） - 23,520,000 -
奥久慈林業協同組合
（福島県東白川郡棚倉町
大字棚倉字城跡6-8）

平成21年3月3日 棚倉森林管理署

L020
高内沢外保安林改良事業
本数調整伐 173.31ha

⑨その他役務（造林） - 18,480,000 -
奥久慈林業協同組合
（福島県東白川郡棚倉町
大字棚倉字城跡6-8）

平成21年3月3日 棚倉森林管理署

L021
高原地区保安林改良事業
本数調整伐 157.75ha

⑨その他役務（造林） - 20,790,000 -
有限会社　佐川運送
（茨城県高萩市大能367-
1）

平成21年3月12日 茨城森林管理署

L022
造林請負事業
植付 14.73ha
保育間伐 29.30ha

⑨その他役務（造林） - 16,275,000 -
美和木材協同組合
（茨城県常陸大宮市鷲子
46-1）

平成21年3月12日 茨城森林管理署

L023
造林請負事業
植付 78.18ha

⑨その他役務（造林） - 55,755,000 -
有限会社　佐川運送
（茨城県高萩市大能367-
1）

平成21年3月12日 茨城森林管理署

28



（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L024
造林請負事業
植付 26.33ha

⑨その他役務（造林） - 19,425,000 -
常陸太田市森林組合
（茨城県常陸太田市小中
町82-1）

平成21年3月12日 茨城森林管理署

L025
造林請負事業
地拵 2.05ha
植付 2.05ha

⑨その他役務（造林） - 2,131,500 -
有限会社　阿久津林友
（栃木県日光市栗原397-
7）

平成21年3月6日 日光森林管理署

L026

造林請負事業
地拵 6.25ha
植付 6.25ha
下刈 25.75ha
防護柵 917.03ｍ

⑨その他役務（造林） - 12,547,500 -
有限会社　阿久津林友
（栃木県日光市栗原397-
7）

平成21年3月6日 日光森林管理署

L027

藤原地区外5保安林改良事業
つる切 40.98ha
除伐 1.91ha
本数調整伐 44.85ha

⑨その他役務（造林） - 7,812,000 -
有限会社　阿久津林友
（栃木県日光市栗原397-
7）

平成21年3月6日 日光森林管理署

L028
粕尾地区保安林改良事業
本数調整伐 10.44ha

⑨その他役務（造林） - 1,575,000 -
粟野森林組合
（栃木県鹿沼市下粕尾
136）

平成21年3月11日 日光森林管理署  

L029
神子内地区外1保安林改良事業
除伐 1.36ha
本数調整伐 33.37ha

⑨その他役務（造林） - 4,032,000 -
木原造林株式会社
（東京都新宿区市谷砂土
原町2-2）

平成21年3月11日 日光森林管理署

L030
造林請負事業
保育間伐 21.99ha

⑨その他役務（造林） - 2,205,000 -

株式会社　塩那森林サー
ビス
（栃木県那須塩原市塩原
1100）

平成21年1月7日 塩那森林管理署

L031
造林請負事業
保育間伐 41.57ha

⑨その他役務（造林） - 4,305,000 -

株式会社　塩那森林サー
ビス
（栃木県那須塩原市塩原
1100）

平成21年1月7日 塩那森林管理署

L032
造林請負事業
樹幹注入 2.96ha

⑨その他役務（造林） - 7,575,750 -
井筒屋化学産業株式会社
（熊本県熊本市花園1-
11-30）

平成21年1月16日 塩那森林管理署

L033
造林請負事業
伐倒駆除 75.36ha

⑨その他役務（造林） - 5,355,000 -
那須町森林組合
（栃木県那須郡那須町大
字東岩崎字山根289）

平成21年1月16日 塩那森林管理署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L034
保護林保全緊急対策事業
樹幹注入 0..99ha

⑨その他役務（造林） - 1,111,110 -
井筒屋化学産業株式会社
（熊本県熊本市花園1-
11-30）

平成21年1月16日 塩那森林管理署

L035
造林請負事業
保育間伐 35.15ha

⑨その他役務（造林） - 2,940,000 -

株式会社　塩那森林サー
ビス
（栃木県那須塩原市塩原
1100）

平成21年2月20日 塩那森林管理署

L036
造林請負事業
除伐Ⅱ類 24.48ha

⑨その他役務（造林） - 2,310,000 -

株式会社　塩那森林サー
ビス
（栃木県那須塩原市塩原
1100）

平成21年2月20日 塩那森林管理署

L037
造林請負事業
地拵 17.52ha
植付 17.52ha

⑨その他役務（造林） - 19,110,000 -
那須南森林組合
（栃木県那須郡那珂川町
馬頭2106-1）

平成21年3月4日 塩那森林管理署

L038
月出ヶ沢国有林外保安林改良事業
除伐 0.76ha
本数調整伐 57.64ha

⑨その他役務（造林） - 4,777,500 -

株式会社　塩那森林サー
ビス
（栃木県那須塩原市塩原
1100）

平成21年3月9日 塩那森林管理署

L039
檜沢国有林外保安林改良事業
除伐 11.95ha
本数調整伐 36.76ha

⑨その他役務（造林） - 4,851,000 -

株式会社　塩那森林サー
ビス
（栃木県那須塩原市塩原
1100）

平成21年3月9日 塩那森林管理署

L040
田中国有林外保安林改良事業
本数調整伐 28.99ha

⑨その他役務（造林） - 2,121,000 -

株式会社　塩那森林サー
ビス
（栃木県那須塩原市塩原
1100）

平成21年3月9日 塩那森林管理署

L041
前黒国有林外保安林改良事業
除伐 18.48ha

⑨その他役務（造林） - 2,709,000 -
那須南森林組合
（栃木県那須郡那珂川町
馬頭2106-1）

平成21年3月9日 塩那森林管理署

L042
造林請負事業
地拵 8.49ha
植付 8.49ha

⑨その他役務（造林） - 8,032,500 -
大田原市森林組合
（栃木県大田原市前田
1014）

平成21年3月18日 塩那森林管理署

L043
造林請負事業
地拵 17.69ha
植付 17.69ha

⑨その他役務（造林） - 22,470,000 -
甘楽林業協業組合
（群馬県甘楽郡下仁田町
大字下小坂甲22）

平成21年3月6日 群馬森林管理署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L044
造林請負事業
地拵 5.46ha
植付 5.83ha

⑨その他役務（造林） - 7,297,500 -
有限会社　土屋林業
（群馬県富岡市妙義町菅
原973）

平成21年3月6日 群馬森林管理署

L045
造林請負事業
地拵 2.92ha
植付 2.92ha

⑨その他役務（造林） - 3,097,500 -
有限会社　土屋林業
（群馬県富岡市妙義町菅
原973）

平成21年3月6日 群馬森林管理署

L046
神流川下流地区外保安林改良事業
除伐 15.72ha

⑨その他役務（造林） - 2,992,500 -
多野林業協同組合
（群馬県多野郡上野村大
字楢原1917）

平成21年3月6日 群馬森林管理署  

L047
小黒川地区外保安林改良事業
本数調整伐 8.78ha
獣害防除 8.78ha

⑨その他役務（造林） - 11,445,000 -
大間々林業協同組合
（群馬県みどり市大間々
町桐原799-3）

平成21年3月6日 群馬森林管理署

L048
岩本外保安林改良事業
つる切 128.44ha

⑨その他役務（造林） - 5,932,500 -
沼田森林業協同組合
（群馬県沼田市西倉内町
734-4）

平成21年1月8日 利根沼田森林管理署

L049
造林請負事業
地拵 19.15ha
植付 19.15ha

⑨その他役務（造林） - 19,173,000 -
沼田森林業協同組合
（群馬県沼田市西倉内町
734-4）

平成21年3月4日 利根沼田森林管理署

L050

造林請負事業
地拵 1.12ha
植付 1.12ha
シカ柵 1,119ｍ

⑨その他役務（造林） - 6,090,000 -
沼田森林業協同組合
（群馬県沼田市西倉内町
734-4）

平成21年3月4日 利根沼田森林管理署

L051
保安林改良事業
つる切 290.49ha

⑨その他役務（造林） - 16,012,500 -
沼田森林業協同組合
（群馬県沼田市西倉内町
734-4）

平成21年3月4日 利根沼田森林管理署

L052
沼田地区保安林改良事業
除伐 17.74ha

⑨その他役務（造林） - 5,397,000 -
沼田森林業協同組合
（群馬県沼田市西倉内町
734-4）

平成21年3月4日 利根沼田森林管理署

L053
水上地区保安林改良事業
除伐 18.74ha

⑨その他役務（造林） - 5,250,000 -
沼田土建株式会社
（群馬県沼田市西倉内町
593）

平成21年3月6日 利根沼田森林管理署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L054

造林請負事業
つる切 3.97ha
除伐 12.16ha
保育間伐 149.79ha

⑨その他役務（造林） - 16,614,150 -
有限会社　大窪建設
（福井県福井市大窪町
43-2）

平成21年3月13日 吾妻森林管理署

L055
三島地区外保安林改良事業
除伐 23.58ha
本数調整伐 195.09ha

⑨その他役務（造林） - 22,720,950 -
有限会社　大窪建設
（福井県福井市大窪町
43-2）

平成21年3月13日 吾妻森林管理署

L056
水の木地区保安林改良事業
本数調整伐 44.56ha

⑨その他役務（造林） - 7,953,750 -
有限会社　湯山林業
（神奈川県足柄上郡山北
町世附742-2）

平成21年3月3日
東京神奈川森林管理
署

L057
清津川中流外保安林改良事業
除伐 29.86ha
本数調整伐 10.80ha

⑨その他役務（造林） - 8,400,000 -
株式会社　見晴屋林業
（新潟県南魚沼郡湯沢町
大字三国1102-1）

平成21年3月3日 中越森林管理署

L058
鳥帽子岳地区保安林改良事業
除伐 10.11ha

⑨その他役務（造林） - 1,995,000 -
株式会社　義介建設
（新潟県魚沼市大白川
328-1）

平成21年3月3日 中越森林管理署

L059

土倉山地区外保安林改良事業
除伐 2.80ha
本数調整伐 63.00ha
獣害対策 16.61ha

⑨その他役務（造林） - 10,290,000 -
株式会社　マルユー
（新潟県加茂市幸町1-2-
22）

平成21年3月4日 下越森林管理署

L060
瀬波地区保安林改良事業
植栽工 1.47ｈa外

⑨その他役務（造林） - 14,595,000 -
株式会社　山嘉土建
（新潟県村上市泉町3-
12）

平成21年1月19日
下越森林管理署
村上支署

L061

お幕場保安林改良事業（補正）
新潟県村上市北新保字砂山国有林
1416い林小班外
除伐工 58.94ha
本数調整伐 2.28ha外

⑨その他役務（造林） - 28,770,000 -
村上林業協同組合
（新潟県村上市八日市9-
6）

平成21年1月19日
下越森林管理署
村上支署

L062
造林請負事業
地拵 4.51ha
植付 4.51ha

⑨その他役務（造林） - 3,990,000 -
村上林業協同組合
（新潟県村上市八日市9-
6）

平成21年3月2日
下越森林管理署
村上支署

L063
上山田地区外保安林改良事業
除伐 42.70ha
本数調整伐 32.45ha

⑨その他役務（造林） - 11,340,000 -
村上林業協同組合
（新潟県村上市八日市9-
6）

平成21年3月2日
下越森林管理署
村上支署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L064
妙高山保安林改良事業
本数調整伐 23.12ha外

⑨その他役務（造林） - 2,869,650 -
有限会社　大窪建設
（福井県福井市大窪町
43-2）

平成21年3月5日 上越森林管理署

L065
造林請負事業
保育間伐 26.75ha

⑨その他役務（造林） - 5,250,000 -
森林組合　おおいがわ
（静岡県島田市川根町家
山359-1）

平成21年1月19日 静岡森林管理署

L066
造林請負事業
保育間伐 13.36ha
林地整理 8.02ha

⑨その他役務（造林） - 4,671,450 -
富士山育林協同組合
（静岡県富士宮市ひばり
が丘453）

平成21年1月19日 静岡森林管理署  

L067
造林請負事業
地拵 7.23ha
防護柵 2,190ｍ

⑨その他役務（造林） - 12,600,000 -
愛鷹山森林組合
（静岡県沼津市大岡
3634-1）

平成21年1月19日 静岡森林管理署

L068
造林請負事業
下刈 19.66ha
除伐 6.67ha

⑨その他役務（造林） - 3,276,000 -
富士山育林協同組合
（静岡県富士宮市ひばり
が丘453）

平成21年3月5日 静岡森林管理署

L069
造林請負事業
下刈 15.69ha
除伐 15.84ha

⑨その他役務（造林） - 5,460,000 -
富士山育林協同組合
（静岡県富士宮市ひばり
が丘453）

平成21年3月5日 静岡森林管理署

L070
造林請負事業
下刈 5.94ha
除伐 10.31ha

⑨その他役務（造林） - 2,152,500 -
富士山育林協同組合
（静岡県富士宮市ひばり
が丘453）

平成21年3月5日 静岡森林管理署

L071
造林請負事業
下刈 4.30ha
除伐 4.08ha

⑨その他役務（造林） - 2,205,000 -
森林組合　おおいがわ
（静岡県島田市川根町家
山359-1）

平成21年3月5日 静岡森林管理署

L072
富士山地区保安林改良事業
本数調整伐 45.14ha

⑨その他役務（造林） - 4,357,500 -
有限会社　大窪建設
（福井県福井市大窪町
43-2）

平成21年3月5日 静岡森林管理署

L073
造林請負事業
地拵 11.61ha
植付 11.61ha

⑨その他役務（造林） - 9,954,000 -
有限会社　氏原林業
（静岡県浜松市北区三ヶ
日町宇志703-1）

平成21年2月4日 天竜森林管理署
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

L074
灰縄沢地区保安林改良事業
本数調整伐 20.86ha

⑨その他役務（造林） - 2,940,000 -
株式会社　倉内
（福井県今立郡池田町千
代谷3-12-1）

平成21年3月5日 天竜森林管理署

L075
造林請負事業
植付 10.24ha

⑨その他役務（造林） - 8,085,000 -
秩父広域森林組合
（埼玉県秩父市上影森
825-8）

平成21年3月6日 埼玉森林管理事務所

L076
大河俣沢保安林改良事業
本数調整伐  36.14ha
簡易丸太筋工 53.0ｍ

⑨その他役務（造林） - 5,880,000 -
秩父広域森林組合
（埼玉県秩父市上影森
825-8）

平成21年3月6日 埼玉森林管理事務所

L077
老川地区保安林改良事業
本数調整伐  30.64ha

⑨その他役務（造林） - 5,082,000 -
千葉県森林組合
（千葉県千葉市中央区長
洲1-15-7）

平成21年3月2日 千葉森林管理事務所

L078
上佐野地区第Ⅱ保安林改良事業
本数調整伐 31.22ha

⑨その他役務（造林） - 4,704,000 -
細田建設株式会社
（福井県福井市舟橋1-
304）

平成21年1月16日 山梨森林管理事務所

L079
造林請負事業
衛生伐 96.94ha

⑨その他役務（造林） - 21,000,000 -
有限会社　藤原造林
（山梨県甲斐市大下条
655-1）

平成21年2月2日 山梨森林管理事務所

L080

造林請負事業
地拵 3.56ha
植付 3.56ha
シカ柵 1,500ｍ

⑨その他役務（造林） - 7,854,000 -
望月林業有限会社
（山梨県南巨摩郡南部町
南部7635）

平成21年2月16日 山梨森林管理事務所

L081
造林請負事業
松くい虫防除（樹幹注入） 263本
253.94ｍ3

⑨その他役務（造林） - 3,192,871 -
ヤシマ産業株式会社
（神奈川県川崎市高津区
二子6-14-10）

平成21年2月16日 山梨森林管理事務所

L082
造林請負事業
松くい虫防除事業（樹幹注入） 346
本 274.88ｍ3

⑨その他役務（造林） - 3,150,000 -
三友商事株式会社
（千葉県千葉市美浜区打
瀬3-9-22-419）

平成21年2月16日 山梨森林管理事務所

L083
上佐野地区第Ⅲ保安林改良事業
本数調整伐 30.60ha

⑨その他役務（造林） - 4,714,500 -
有限会社　京島開発
（山梨県南巨摩郡増穂町
大久保106-4）

平成21年3月2日 山梨森林管理事務所

計 83 件 850,280,140 -
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（一般競争方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
調達件名№ 業種区分 予定価格 契約金額 落札率

M001

八溝多賀外4森林計画区第3次国有林
野施業実施計画図 18,900枚
八溝多賀森林計画区外4森林位置図
3,500枚

⑨その他役務（その他） - 25,704,000 -
国土地図株式会社
（東京都新宿区西落合2-
12-5）

平成21年1月22日 関東森林管理局

M002
標識（銃猟者立入禁止）製作
50枚他

⑨その他役務（その他） - 4,672,500 -
株式会社　大崎商店
（群馬県前橋市城東町1-
29-10）

平成21年1月29日 関東森林管理局

M003

「小笠原諸島森林生態系保護地域
（モデル地区）の説明看板」及び
「外来植物の駆除についての看板」
製作2基

⑨その他役務（その他） - 3,150,000 -

株式会社　ウッドレック
ス
（長野県伊那市高遠町西
高遠1132）

平成21年2月23日 関東森林管理局

M004
空中写真作製
3,848枚

⑨その他役務（その他） - 8,792,700 -
グリーン航業株式会社
（東京都千代田区六番町
7）

平成21年3月13日 関東森林管理局

M005
標識板製造・設置
15基

⑨その他役務（その他） - 5,544,000 -

有限会社　プランニング
オフィスワン
（栃木県大田原市加治屋
94-791）

平成21年1月16日 塩那森林管理署

M006
倉庫・休憩所解体処分
13棟

⑨その他役務（その他） - 1,081,500 -
吉田建設株式会社
（東京都八王子市高尾町
2076）

平成21年2月12日
東京神奈川森林管理
署

M007
建設機械借上
バックホウ 173時間

⑨その他役務（その他） - 1,522,500 -
東海建設株式会社
（静岡県賀茂郡河津町峰
222）

平成21年1月8日 伊豆森林管理署

M008
建設機械借上
ホイルローダー 150時間

⑨その他役務（その他） - 1,496,250 -
望月林業有限会社
（山梨県南巨摩郡南部町
南部7635）

平成21年1月20日 山梨森林管理事務所

計 8 件 51,963,450 -

合計 177 件 1,264,042,878 -
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 別紙様式７－３（Ⅶ関係）

（随意契約方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

N001
国有林野産物販売委託
904.428ｍ3

⑥事務・業務委託 - 1,440,456 -

福島県郡山地区木材製
材協同組合
（福島県郡山市田村町
金沢字大六149-10）

平成21年2月25日 福島森林管理署

 

N002
国有林野産物販売委託
796.911ｍ3

⑥事務・業務委託 - 1,111,975 -
福島県森林組合連合会
（福島県福島市中町5-
18）

平成21年3月12日
福島森林管理署
白河支署

 

N003
国有林野産物販売委託
564.681ｍ3

⑥事務・業務委託 - 1,077,806 -

福島県郡山地区木材製
材協同組合
（福島県郡山市田村町
金沢字大六149-10）

平成21年1月5日 会津森林管理署

 

N004
国有林野産物販売委託
2,038.177ｍ3

⑥事務・業務委託 - 1,698,241 -

協同組合　奥久慈木材
流通センター
（福島県東白川郡塙町
大字上渋井字年久
170）

平成21年1月23日 棚倉森林管理署

 

N005
国有林野産物販売委託
1,386.200ｍ3

⑥事務・業務委託 - 2,007,587 -
茨城県森林組合連合会
（茨城県水戸市三の丸
1-3-2）

平成21年1月13日 茨城森林管理署

 

N006
国有林野産物販売委託
1,108.349ｍ3

⑥事務・業務委託 - 1,427,077 -
茨城県森林組合連合会
（茨城県水戸市三の丸
1-3-2）

平成21年1月26日 茨城森林管理署

 

N007
国有林野産物販売委託
832.204ｍ3

⑥事務・業務委託 - 1,104,569 -

栃木県木材市場協同組
合
（栃木県宇都宮市中里
町718）

平成21年3月6日 日光森林管理署

 

N008
国有林野産物販売委託
437.632ｍ3

⑥事務・業務委託 - 1,003,216 -
静岡県森林組合連合会
（静岡県静岡市葵区追
手町9-6）

平成21年1月30日 天竜森林管理署

 

計 8 件 10,870,927 -

入札方式別発注業務一覧表（物品・役務）

№ 調達件名 業種区分 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項
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（随意契約方式） （期間　平成21年1月1日～平成21年3月31日）（単位：円）

№ 調達件名 業種区分 契約金額予定価格 落札率
契約相手方 契約年月日 官署名 特記事項

P001
保護林保全緊急対策事業
除伐 4.39ｈａ
地拵 4.39ｈａ

⑨その他役務（造林） - 1,155,000 -

株式会社　あすなろ
前橋支社
（群馬県前橋市荒牧町
296-1）

平成21年2月27日 塩那森林管理署

 

計 1 件 1,155,000 -

合計 9 件 12,025,927 -
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別紙様式８

指　名　停　止　等　一　覧　表
(期間:平成21年1月1日～平成21年3月31日)

業　者　名 本社所在地 指名停止期間 該当事項 指名停止の理由

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門 1-20-10
自　平成21年 2月 3日
至　平成21年 5月 2日

　　　　　　　( 3ヶ月)

措置要領別表第2第 16号（不
正又は不誠実な行為）

当社の前社長、元副社長等計5名
は、外国為替及び外国貿易法違
反の容疑で、平成21年1月14日及
び同月20日に東京地検特捜部に
逮捕されたため。

株式会社安藤組
福島県郡山市逢瀬町多田
野字河田堀 75

自　平成21年 2月 9日
至　平成21年 3月 8日

　　　　　　　( 1ヶ月)

措置要領別表第2第13号（建
築業法違反行為）

当社は、福島県郡山市発注工事
等において、専任で配置すべき主
任技術者等を複数の工事現場に
配置する等、建築業法第7条第2
号及び第26条第3項に違反すると
して、平成20年12月18日に福島
県知事から指示処分を受けたた
め。

株式会社ミカド開発 福井県福井市福 1-2603
自　平成21年2月18日
至　平成21年8月17日

　　　　　　　( 6ヶ月)

役務措置要領別表第12号（不
正又は不誠実な行為）

当社は、平成20年7月10日付で島
根森林管理署と契約締結した保
安林改良事業において、事業完
成不能の申し出をし、平成21年1
月9日付で契約解除に至ったた
め。

エヌエス環境株式会社 東京都港区西新橋 3-24-9
自　平成21年2月19日
至　平成21年6月18日

　　　　　　　( 4ヶ月)

措置要領別表第2第 16号（不
正又は不誠実な行為）

当社は、東北農政局管内事務所
発注の入札において、落札決定
後契約の辞退を申し入れ、入札
手続きの大幅な遅延等の著しく信
頼関係を損なう行為をしたため。

注）該当事項の欄には、「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和５９年６月１１日付け５９林野経第１５６号林野庁長官通達）に定める別表第１及び第
２に掲げる措置要件のうち該当するものを記入する。
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平成２１年度 随意契約に関する四半期毎の監査結果概報

（20第4四半期：平成２1年1月～平成２1年3月契約分）

１ 監査対象期間 関東森林管理局及び各森林管理署等
２ 監査方法 書類監査

３ 監査の視点
（１） 取りまとめ・一括調達に努めているか

少額・都度発生を抑制するため、局調達物品、地方調達物品について可能な限りとりまとめ
一括調達に努めているか。

（２） 会計法第２９条の３第４項を厳格に適用しているか
（３） 少額随契を厳正に実施しているか

契約金額が１０万以上の物品・役務の場合に２者以上の見積書を徴収しているか。また、見
積書の徴収先の選定について合理的な理由を欠く実態はないか。

（４） 競争入札逃れと評価されかねない分割した少額随契となっていないか
（５） その他の問題点はないか

４ 監査結果の概要
（１） 総括的評価

主事業の入札については、一般競争入札により実施されており、物品・役務の随意契約に
ついては、必要最小限に努めている。
物品調達に当たっては、一般競争入札によるまとめ買いにより一括調達に努めている。

（２） 具体的な内容
随意契約９件は物品・役務の国有林野産物販売委託が主なもので、企画競争による随意

契約により適正に処理されている。
物品の調達に当たって、局調達物品については、各署等からの物品要求を取りまとめ、1

月、２月、３月に一括調達となっている。

事項別評価 指導状況

（１） 取りまとめ・一括調達に努めているか ・ 平成１９年４月４日付け経理課長名
局調達物品については、各署等からの物品要求を 事務連絡「物品調達関係について」に

取りまとめ、局において、1月、２月、３月に一括調達 より具体的な物品調達の取り扱いを各
が実施されている。 署等に通知。

（２） 会計法第２９条の３第４項を厳格に適用しているか ・ 平成２０年９月２９日付け総務部長
法令の適用に当たっては、適正に処理されている。 事務連絡「財務省予算執行調査を

踏まえた契約の適正化の徹底につい
（３） 少額随契を厳正に実施しているか て」により、一般競争入札の拡大等に

２者以上からの見積書徴収により、実施している。 ついて、各署等に通知。
又、請負工事等については、競争性、透明性の一層
の確保を図る観点から、少額随契できる契約につい ・ 平成２０年９月２９日付け経理・販
ても一般競争入札への移行するよう、平成２０年９月 売・治山・森林整備課長名事務連絡
２９日付け総務部長名事務連絡により指導していた 「砕石購入及び機械賃借（チャータ
ところである。 ー）等の契約方法について」により、

その結果、これまで少額随契により実施されてい 請負工事及び物品購入の発注方法
た建設機械賃貸借、砕石等の物品購入、小規模な の取り扱いを各署等に通知。
林道改良工事等の計65件が、一般競争入札として
実施されていた。 ・ 平成２０年９月２９日付け森林整備

なお、一般競争入札への移行に努めているもの 課課長補佐名事務連絡「林道請負契
の、まだ一部の署等においては、取り組み不足が見 約の発注についての考え方」により、
受けられるので、今後、指導する必要がある。 発注単位、少額随契額等の具体的な

取扱を各署等に通知。
（４） 競争入札逃れと評価されかねない分割した少額随

契となっていないか ・ 請負工事等で一般競争に移行して
分割したと思われる契約はなかった。 いない該当署等には、上記事務連絡の

趣旨を踏まえて、今後、徹底するよう指
（５） その他問題点はないか 導した。

特になし。

39



 

抽出事案様式　１

抽出事案の説明（工事のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　２４件／治山林道工事一般競争総件数７０件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備
考

A027 治山 吾妻森林管理署

ツツジ沢治山工事（20補正）
群馬県吾妻郡六合村大字赤岩字深山口国有林
104に林小班外
平成21年1月19日～平成21年3月31日
鋼製枠谷止工 3基
山腹工 0.17ha

49,942,200 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 群馬県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２０．１２．８
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．８～１２．
１８
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．８～H２
１．１．１５
○入札執行
Ｈ２１．１．１６

4 B＝４ 49,350,000 98.8%
株式会社　武藤組
（群馬県吾妻郡草津
町大字草津266-14）

B  

A025 治山
利根沼田森林管
理署

大穴地区復旧治山工事（ゼロ国）
群馬県利根郡みなかみ町大穴字後山国有林
313う1林小班
平成21年3月13日～平成21年11月26日
簡易法枠工 2,433ｍ2外

49,996,800 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 群馬県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．１２
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１３～２．２
３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１３～３．１
０
○入札執行
Ｈ２１．３．１１

2 B＝２ 49,350,000 98.7%
沼田土建株式会社
（群馬県沼田市西倉
内町593）

B  

A006 治山
福島森林管理署
白河支署

広戸川地区治山工事（一次補正）
福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字煩窪
平成21年1月27～平成21年3月31日
コンクリート土留工 80.9ｍ3外

28,834,050 C

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：B・C・D
4 福島県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２０．１２．９
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１０～１
２．１９
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．９～H２
１．１．２１
○入札執行
Ｈ２１．１．２２

1 C＝１ 28,350,000 98.3%

福島県南土建工業株
式会社
（福島県白河市字中
田260）

C  

 

１千万円以上
～５千万円未満
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抽出事案様式　１

抽出事案の説明（工事のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　２４件／治山林道工事一般競争総件数７０件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備
考

A009 治山 磐城森林管理署

大芦沢治山工事（補正）
福島県南相馬市原町区大字大原字和田城国有
林2008は2林小班外
平成21年1月19日～平成21年3月31日
コンクリート谷止工 1基

32,136,300 C

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：B・C・D
4 福島県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２０．１２．８
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．９～１２．
２３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．８～H２
１．１．１６
○入札執行
Ｈ２１．１．１９

4
C＝２
D＝２

31,500,000 98.0%

石川林業建設株式会
社
（福島県南相馬市原
町区旭町3-20）

C  

A008 治山
会津森林管理署
南会津支署

小立岩治山工事（ゼロ国）
福島県南会津郡南会津町小立岩字向山国有林
1031わ3林小班外
平成21年3月18日～平成21年11月30日
鋼製組立網土留工 3基外

29,997,450 C

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：B・C・D
4 福島県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．１３
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１４～２．２
３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１６～３．１
１
○入札執行
Ｈ２１．３．１６

2 D＝２ 29,400,000 98.0%
株式会社　星組
（福島県南会津郡南
会津町和泉田5608）

D  

A039 治山 上越森林管理署

妙高山白田切川（カナメ）治山工事（ゼロ国
債）
新潟県妙高市大字関山字妙高山国有林31ハ2
林小班外
平成21年3月11日～平成21年12月18日
ロープネット工 1,600.0ｍ2外

79,997,400 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 新潟県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．１０
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１２～２．２
０
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１２～３．９
○入札執行
Ｈ２１．３．１０

9
B＝８
C＝１

78,750,000 98.4%
株式会社　和信建設
（新潟県妙高市大字
杉野沢1675-1）

C  
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抽出事案様式　１

抽出事案の説明（工事のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　２４件／治山林道工事一般競争総件数７０件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備
考

A048 治山
山梨森林管理事
務所

野呂川日向四郎兵衛沢第2治山工事（ゼロ国
債）
山梨県南アルプス市芦安芦倉
平成21年3月5日～平成21年12月11日
山腹工 0.43ha外

74,724,300 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 山梨県又は、長野県内に本支店等
が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．７～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．６～３．２
○入札執行
Ｈ２１．３．３

3
B＝１
C＝２

72,975,000 97.7%

中沢工業株式会社
（山梨県甲府市幸町
9-24）

C  

A002 治山
大井川治山セン
ター

大井川山伏崩治山工事（ゼロ国債）
静岡県静岡市葵区小河内地内
平成21年3月11日～平成21年12月15日
コンクリート谷止工 1,016.20ｍ3外

89,829,600 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 静岡県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．１３
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１４～２．２
３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１３～３．９
○入札執行
Ｈ２１．３．１０

4 B＝４ 86,100,000 95.8%

株式会社　ヤマエイ
長島建設
（静岡県静岡市葵区
井川1030）

B  

A021 治山 群馬森林管理署

本谷災害関連緊急治山工事
群馬県多野郡上野村大字楢原字本谷国有林65
つ林小班
平成21年1月16日～平成21年3月31日
現場吹付法枠工 1,912.2ｍ2外

50,834,700 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 群馬県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２０．１２．８
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．９～１２．
１８
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．８～H２
１．１．１３
○入札執行
Ｈ２１．１．１４

4 B＝４ 48,300,000 95.0%
岩井土建株式会社
（群馬県高崎市竜見
町270）

B  

５千万円以上
～1億円未満
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抽出事案様式　１

抽出事案の説明（工事のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　２４件／治山林道工事一般競争総件数７０件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備
考

A044 治山 天竜森林管理署

鎌ナギ沢治山工事（ゼロ国）
静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方地頭方国有
林807林班
平成21年3月12日～平成21年10月28日
簡易法枠工 1,530.7ｍ2外

59,732,400 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 静岡県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．１０
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１３～２．２
３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１２～３．９
○入札執行
Ｈ２１．３．１０

2
B＝１
C＝１

56,700,000 94.9%
正光建設株式会社
（静岡県周智郡森町
森1458-1）

C  

A043 治山 静岡森林管理署

梅ヶ島西日影沢第二治山工事（二次補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林305林
班
平成21年3月17日～平成22年1月15日
コンクリート谷止工 2基外

194,731,950 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 静岡県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．１７
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１８～２．２
７
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１７～３．１
１
○入札執行
Ｈ２１．３．１３

4
B＝３
C＝１

182,700,000 93.8%
株式会社　白鳥建設
（静岡県静岡市葵区
梅ヶ島692-1）

B  

A041 治山 静岡森林管理署

梅ヶ島山ノ神崩治山工事（一次補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林305林
班
平成21年3月7日～平成21年12月25日
コンクリート谷止工 1基外

159,802,650 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 静岡県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．４
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．５～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．４～３．３
○入札執行
Ｈ２１．３．４

3
B＝２
C＝１

149,100,000 93.3%
株式会社　白鳥建設
（静岡県静岡市葵区
梅ヶ島692-1）

B  
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抽出事案様式　１

抽出事案の説明（工事のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　２４件／治山林道工事一般競争総件数７０件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備
考

A047 治山
山梨森林管理事
務所

野呂川ミヨシ沢治山工事（ゼロ国債）
山梨県南アルプス市芦安芦倉
平成21年3月5日～平成21年12月11日
山腹工 0.50ha外

105,904,050 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 山梨県又は、長野県内に本支店等
が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．７～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．６～３．２
○入札執行
Ｈ２１．３．３

4
B＝２
C＝２

98,700,000 93.2%
天野工業株式会社
（山梨県大月市笹子
町黒野田1175-1）

B  

A031 治山 中越森林管理署

貫地区地すべり防止工事（ゼロ国）
新潟県長岡市濁沢町民有林地内
平成21年3月10日～平成21年12月25日
簡易吹付法枠工 6,740ｍ2外

345,336,600 A

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B
4 関東森林管理局管内に本支店等が
所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．１０
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１０～２．２
０
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１０～３．９
○入札執行
Ｈ２１．３．１０

6
A＝１
B＝６

307,650,000 89.1%
株式会社　森下組
（新潟県南魚沼郡湯
沢町大字神立130）

B  

A037 治山 上越森林管理署

大田切川NO.8谷止（本堤）治山工事（一次補
正）
新潟県妙高市大字関山字妙高山国有林27ち3
林小班外
平成21年3月5日～平成21年12月18日
コンクリート谷止工 2,471.9ｍ3外

112,229,250 B

1 予決令70条、71条に該当しない者
であること
2 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 新潟県内に本支店等が所在
5 会社更生法に基づき、更正手続開
始の申立て又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 局長等が発注した土木一式工事
で、平成18年4月1日以降に完成し工
事成績評定が行われている場合は、
すべての当該工事に係る評価点合計
の平均が65点以上であること
7 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
8 基準を満たす主任技術者等を配置
9 関東森林管理局長から指名停止を
受けている期間中でないこと
10 工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がないこと
11 警察当局から排除要請がある者
でないこと

1 契約相手方の適格性
2 競争参加有資格者
3 競争性の確保
4 契約履行の確保
5 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．２０
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．２０～１．３
０
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．２１～３．２
○入札執行
Ｈ２１．３．３

7
B＝６
C＝１

99,750,000 88.9%
猪又建設株式会社
（新潟県糸魚川市大
町1-6-6）

B  

小計 15 件

1億円以上
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抽出事案様式　１

抽出事案の説明（工事のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　２４件／治山林道工事一般競争総件数７０件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備
考

B006 林道 塩那森林管理署

桧沢・如来入（桧沢）林道改良工事
栃木県大田原市雲岩寺字檜沢国有林
平成21年2月5日～平成21年3月27日
擁壁工 22.9ｍ

4,885,650 Ｄ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：C・D
3 栃木県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．７～２１．
１．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．６～２１．
１．２９
○入札執行
Ｈ２１．１．３０

3 Ｄ＝３ 4,830,000 98.9%

株式会社　渡辺工務
店
（栃木県矢板市下伊
佐野7-2）

Ｄ 　

B010 林道 天竜森林管理署

扇山（平山）林道外6（自２）改良工事
静岡県浜松市北区三ヶ日町扇山外6
平成21年2月13日～平成21年3月27日
路面整正 23.7ｋｍ

2,781,450 Ｄ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：C・D
3 静岡県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．１５
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．１６～２１．
１．２３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．１６～２１．
２．９
○入札執行
Ｈ２１．２．１０

1 Ｄ＝１ 2,651,250 95.3%
株式会社　戸田建設
（静岡県浜松市北区
引佐町黒渕193-1）

Ｄ 　

B008 林道
下越森林管理署
村上支署

湯沢林道外1改良工事
新潟県岩船郡関川村大字湯沢字湯沢山国有林
1397ち2林小班外
平成21年2月24日～平成21年3月24日
グリーンゲート設置 3基

2,818,200 D

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：C・D
3 新潟県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．２７
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．２８～２１．
２．６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．２７～２１．
２．１９
○入札執行
Ｈ２１．２．２０

3
Ｃ＝２
Ｄ＝１

2,625,000 93.1%
株式会社　山嘉土建
（新潟県村上市泉町
3-12）

Ｃ  

B001 林道
500万円以上
～１千万円未満

磐城森林管理署

折松林道改良工事
福島県いわき市遠野町上根本国有林441た3林
小班外
平成21年1月14日～平成21年3月13日
延長 40ｍ

5,026,350 Ｄ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：C・D
3 福島県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２０．１２．４
○入札参加資格確認申請
Ｈ20.12.5～20.12.15
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．４～２１．
１．１３
○入札執行
Ｈ２１．１．１４

4
Ｃ＝１
Ｄ＝３

4,725,000 94.0%
株式会社　長尾組
（福島県いわき市植
田町南町2-4-9）

Ｄ 　

B005 林道 日光森林管理署

百川林道災害復旧工事
栃木県鹿沼市上永野字百川国有林603む林小
班
平成21年3月6日～平成21年8月31日
ブロック積工外

16,339,050 Ｃ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：Ｂ・C・D
3 栃木県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．３０
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．２～２１．
２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．３０～２１．
３．４
○入札執行
Ｈ２１．３．５

1 Ｂ＝１ 16,275,000 99.6%
中村土建株式会社
（栃木県宇都宮市大
曽4-10-19）

Ｂ  

B009 林道 静岡森林管理署

大間川（大間川）林道（自2）（1号）災害復
旧工事
静岡県榛原郡川根本町千頭山国有林667林班
平成21年3月6日～平成21年8月28日
橋梁架設工 16.0ｍ 1本外

25,932,900 Ｃ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：Ｂ・C・D
3 静岡県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．２．４
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．５～２１．
２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．５～２１．
３．３
○入札執行
Ｈ２１．３．４

4
Ｂ＝２
Ｃ＝１
Ｄ＝１

25,515,000 98.4%
株式会社　柳澤組
（静岡県榛原郡川根
本町東藤川722-2）

Ｂ  

500万円未満
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抽出事案様式　１

抽出事案の説明（工事のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　２４件／治山林道工事一般競争総件数７０件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備
考

B002 林道 磐城森林管理署

真草林道災害復旧工事
福島県双葉郡浪江町大字井出字沢山国有林
1288り林小班
平成21年3月5日～平成21年8月11日
路側コンクリートウｵール 358.5ｍ3外

20,256,600 Ｃ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：Ｂ・C・D
3 福島県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．２９
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．３０～２１．
２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．２９～２１．
３．４
○入札執行
Ｈ２１．３．５

4
Ｂ＝１
Ｃ＝２
Ｄ＝１

19,215,000 94.9%

木幡建設株式会社
（福島県双葉郡浪江
町大字権現堂字下続
町16）

Ｄ  

B003 林道 磐城森林管理署

井出川林道柿平支線災害復旧工事
福島県双葉郡楢葉町大字井出字羽山国有林
653ね5林小班
平成21年3月5日～平成21年7月3日
路側コンクリートウｵール 193.0ｍ3外

10,928,400 Ｄ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：C・D
3 福島県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．２９
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．３０～２１．
２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．２９～２１．
３．４
○入札執行
Ｈ２１．３．５

3
Ｃ＝２
Ｄ＝１

10,290,000 94.2%

株式会社　橋本組
（福島県双葉郡楢葉
町大字井出字木屋
176）

Ｃ  

B004 林道 磐城森林管理署

大滝沢林道第一支線災害復旧工事
福島県いわき市遠野町入遠野字遠野国有林
429ぬ林小班
平成21年3月5日～平成21年7月27日
路側コンクリートウｵール 259.7ｍ3外

14,406,000 Ｃ

1 関東森林管理局一般競争入札参加
資格「土木一式」の認定者
2 競争参加認定等級：Ｂ・C・D
3 福島県に本支店等が所在
4 平成５年度以降、同種工事の元請
けとして実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確
保

○入札公告
Ｈ２１．１．２９
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．３０～２１．
２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．２９～２１．
３．４
○入札執行
Ｈ２１．３．５

6
Ｂ＝１
Ｃ＝２
Ｄ＝３

13,020,000 90.4%
株式会社　長尾組
（福島県いわき市植
田町南町2-4-9）

Ｄ  

小計

合計

１千万円以上
～５千万円未満

9 件

24 件
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抽出事案様式　３

抽出事案の説明（工事のうち、随意契約方式によるもの）
抽出件数　  件／治山林道工事随意契約総件数　  件

番号
事業
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 事業名及び事業概要 予定価格
事業
等級

随意契約にした
適用法令条項

随意契約にした理由 契約金額 契約率
契約者

(落札者）
格付
等級

備　　　　　　　　考

　 　 　 　 該　当　な　し 　　 　 　 　　 　 　

　

計 　
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抽出事案様式　４

抽出事案の説明（生産事業のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　　件／生産事業一般競争総件数　　件

番号
事業
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 事業名及び事業概要 予定価格
事業
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　　考

　 　 　 　 該　当　な　し 　　 　 　 　　　 　 　 　

　

　

合計
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抽出事案様式　４

抽出事案の説明（造林事業のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　１７件／造林事業一般競争総件数　８３件

番号
事業
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 事業名及び事業概要 予定価格
事業
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　　考

L066 造林 静岡森林管理署
造林請負事業
保育間伐 13.36ha
林地整理 8.02ha

- C

1 全省庁統一の一般競争入札資格を有し「東海・北陸」
を選択
2 競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤ
3 平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4 現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
5 チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 施工の安全及び完成品の品質の
確保
4 完成品の品質の確保
5 施工の安全の確保

○入札公告
H２０．１０．１７
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１０．１７～１０．２７
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１０．１７～１０．２７
○入札執行
Ｈ２０．１１．１８

1 D＝１ 4,671,450 -
富士山育林協同組合
（静岡県富士宮市ひ
ばりが丘453）

D  

L083 造林
山梨森林管理事
務所

上佐野地区第Ⅲ保安林改良
事業
本数調整伐 30.60ha

- C

1 予決令70条、71条に該当しない者であること
2 全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
3 競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤ
4 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、構成員
の全てが全省庁統一資格を有し、単体企業として入札を
行わない共同事業体であること
5 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立て又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
7 現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
8 チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置
9 関東森林管理局長から申請書提出の期限から開札ま
での期間に、指名停止を受けていないこと
10 入札に参加しようとする者の間に、資本関係、人的関
係及び入札の適正さが阻害されると認められる者でない
こと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 施工の安全及び完成品の品質の
確保
4 完成品の品質の確保
5 施工の安全の確保
6 契約相手方の適格性

○入札公告
H２１．２．６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．７～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．６～２．１６
○入札執行
Ｈ２１．３．２

3
B＝１
C＝１
D＝１

4,714,500 -
有限会社　京島開発
（山梨県南巨摩郡増
穂町大久保106-4）

D  

L045 造林 群馬森林管理署
造林請負事業
地拵 2.92ha
植付 2.92ha

- ｃ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
2競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤただし、林業労働力確
保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第
１項に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ等
級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は3年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育の資格等
を有している者の配置

1競争参加有資格者
2競争性の確保
3施工の安全及び完成品の品質の確
保
4完成品の品質の確保
5施工の安全の確保

○入札公告
H２１．２．２
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．３～２．１２
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．２～２．１２
○入札執行
Ｈ２１．３．６ 2

B=１

C=１
3,097,500 -

有限会社　土屋林業
（群馬県富岡市妙義
町菅原973）

C  

L012 造林
会津森林管理署
南会津支署

多々石地区保安林改良事業
本数調整伐 22.32ha

- D

1 予決令70条、71条に該当しない者であること
2 全省庁統一の一般競争入札資格を有し「東北」を選択
3 競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤ
4 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、構成員
の全てが全省庁統一資格を有し、単体企業として入札を
行わない共同事業体であること
5 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立て又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
7 現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
8 チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置
9 関東森林管理局長から申請書提出の期限から開札ま
での期間に、指名停止を受けていないこと
10 入札に参加しようとする者の間に、資本関係、人的関
係及び入札の適正さが阻害されると認められる者でない
こと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 施工の安全及び完成品の品質の
確保
4 完成品の品質の確保
5 施工の安全の確保
6 契約相手方の適格性

○入札公告
H２１．２．５
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．６～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．６～２．２７
○入札執行
Ｈ２１．３．４

1
C＝１

1,764,000 -

伊南村森林組合
（福島県南会津郡南
会津町小塩字上ミ原
80）

C  

 

500万円未満
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抽出事案様式　４

抽出事案の説明（造林事業のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　１７件／造林事業一般競争総件数　８３件

番号
事業
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 事業名及び事業概要 予定価格
事業
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　　考

L046 造林 群馬森林管理署
神流川下流地区外保安林改
良事業
除伐 15.72ha

- C

1 予決令70条、71条に該当しない者であること
2 全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
3 競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤ
4 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、構成員
の全てが全省庁統一資格を有し、単体企業として入札を
行わない共同事業体であること
5 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立て又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
7 現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
8 チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置
9 関東森林管理局長から申請書提出の期限から開札ま
での期間に、指名停止を受けていないこと
10 入札に参加しようとする者の間に、資本関係、人的関
係及び入札の適正さが阻害されると認められる者でない
こと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 施工の安全及び完成品の品質の
確保
4 完成品の品質の確保
5 施工の安全の確保
6 契約相手方の適格性

○入札公告
H２１．２．２
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．３～２．１２
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．２～２．１２
○入札執行
Ｈ２１．３．６

2
B＝１
C＝１ 2,992,500 -

多野林業協同組合
（群馬県多野郡上野
村大字楢原1917）

C  

L077 造林
千葉森林管理事
務所

老川地区保安林改良事業
本数調整伐  30.64ha

- C

1 予決令70条、71条に該当しない者であること
2 全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
3 競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤ
4 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、構成員
の全てが全省庁統一資格を有し、単体企業として入札を
行わない共同事業体であること
5 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立て又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
7 現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
8 チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置
9 関東森林管理局長から申請書提出の期限から開札ま
での期間に、指名停止を受けていないこと
10 入札に参加しようとする者の間に、資本関係、人的関
係及び入札の適正さが阻害されると認められる者でない
こと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 施工の安全及び完成品の品質の
確保
4 完成品の品質の確保
5 施工の安全の確保
6 契約相手方の適格性

○入札公告
H２１．２．６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．９～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．６～２．１６
○入札執行
Ｈ２１．３．２

2
B＝１
C＝１ 5,082,000 -

千葉県森林組合
（千葉県千葉市中央
区長洲1-15-7）

C  

L065 造林 静岡森林管理署
造林請負事業
保育間伐 26.75ha

- ｃ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「東海・北陸」を
選択
2競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤただし、林業労働力確
保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第
１項に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ等
級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置

１　競争参加有資格者
２　競争性の確保
３　施工の安全及び完成品の品質の
確保
４　完成品の品質の確保
５　施工の安全の確保

○入札公告
H２０．１２．１６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１７～１２．２６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１６～１２．２６
○入札執行
Ｈ２１．１．１９

2 C=2 5,250,000 -

森林組合　おおいが
わ
（静岡県島田市川根
町家山359-1）

C

L044 造林 群馬森林管理署
造林請負事業
地拵 5.46ha
植付 5.83ha

- ｃ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
2競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤただし、林業労働力確
保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第
１項に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ等
級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は3年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育の資格等
を有している者の配置

1競争参加有資格者
2競争性の確保
3施工の安全及び完成品の品質の確
保
4完成品の品質の確保
5施工の安全の確保

○入札公告
H２１．２．２
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．３～２．１２
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．２～２．１２
○入札執行
Ｈ２１．３．６ 1 C=１ 7,297,500 -

有限会社　土屋林業
（群馬県富岡市妙義
町菅原973）

C500万円以上
～1千万円未満

50



抽出事案様式　４

抽出事案の説明（造林事業のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　１７件／造林事業一般競争総件数　８３件

番号
事業
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 事業名及び事業概要 予定価格
事業
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　　考

L033 造林 塩那森林管理署
造林請負事業
伐倒駆除 75.36ha

- ｃ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
2競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤただし、林業労働力確
保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第
１項に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ等
級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置

1競争参加有資格者
2競争性の確保
3施工の安全及び完成品の品質の確
保
4完成品の品質の確保
5施工の安全の確保

○入札公告
H２０．１２．１６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１７～１２．２６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１６～２１．１．15
○入札執行
Ｈ２１．１．１６

1 B=１ 5,355,000 -

那須町森林組合
（栃木県那須郡那須
町大字東岩崎字山根
289）

B  

L053 造林
利根沼田森林管
理署

水上地区保安林改良事業
除伐 18.74ha

- C

1 予決令70条、71条に該当しない者であること
2 全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
3 競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤ
4 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、構成員
の全てが全省庁統一資格を有し、単体企業として入札を
行わない共同事業体であること
5 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立て又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
7 現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
8 チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置
9 関東森林管理局長から申請書提出の期限から開札ま
での期間に、指名停止を受けていないこと
10 入札に参加しようとする者の間に、資本関係、人的関
係及び入札の適正さが阻害されると認められる者でない
こと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 施工の安全及び完成品の品質の
確保
4 完成品の品質の確保
5 施工の安全の確保
6 契約相手方の適格性

○入札公告
H２１．２．６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．７～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．７～２．１９
○入札執行
Ｈ２１．３．４

3
B＝１
C＝２

5,250,000 -
沼田土建株式会社
（群馬県沼田市西倉
内町593）

C  

L022 造林 茨城森林管理署
造林請負事業
植付 14.73ha
保育間伐 29.30ha

- Ｂ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
2競争参加認定等級：Ｂただし、林業労働力確保の促進
に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第１項に基
づく認定を受けている者については、Ａ～Ｃ等級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置

１　競争参加有資格者
２　競争性の確保
３　施工の安全及び完成品の品質の
確保
４　完成品の品質の確保
５　施工の安全の確保

○入札公告
H２１．２．１７
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１８～２．２７
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１８～３．１１
○入札執行
Ｈ２１．３．１２ 6 B=６ 16,275,000 -

美和木材協同組合
（茨城県常陸大宮市
鷲子46-1）

B  

L067 造林 静岡森林管理署
造林請負事業
地拵 7.23ha
防護柵 2,190ｍ

- ｃ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「東海・北陸」を
選択
2競争参加認定等級：A、Ｂ又はCただし、林業労働力確
保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第
１項に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ等
級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育の資格等
を有している者の配置

1競争参加有資格者
2競争性の確保
3施工の安全及び完成品の品質の確
保
4完成品の品質の確保
5施工の安全の確保

○入札公告
H２０．１２．１６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１７～１２．２６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１６～１２．２６
○入札執行
Ｈ２１．１．１９ 1 B=１ 12,600,000 -

愛鷹山森林組合
（静岡県沼津市大岡
3634-1）

B
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抽出事案様式　４

抽出事案の説明（造林事業のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　１７件／造林事業一般競争総件数　８３件

番号
事業
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 事業名及び事業概要 予定価格
事業
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　　考

L060 造林
下越森林管理署
村上支署

瀬波地区保安林改良事業
植栽工 1.47ｈa外

- C

1 予決令70条、71条に該当しない者であること
2 全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
3 競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤ
4 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、構成員
の全てが全省庁統一資格を有し、単体企業として入札を
行わない共同事業体であること
5 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立て又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者でないこと
6 平成１５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林
作業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除
作業の実績を有する
7 現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
8 チェンソー作業従事の資格等を有している者の配置
9 関東森林管理局長から申請書提出の期限から開札ま
での期間に、指名停止を受けていないこと
10 入札に参加しようとする者の間に、資本関係、人的関
係及び入札の適正さが阻害されると認められる者でない
こと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 施工の安全及び完成品の品質の
確保
4 完成品の品質の確保
5 施工の安全の確保
6 契約相手方の適格性

○入札公告
H２０．１２．１６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１７～１２．２６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１６～H２１．
１．１５
○入札執行
Ｈ２１．１．１６

2
B＝１
D＝１

14,595,000 -
株式会社　山嘉土建
（新潟県村上市泉町
3-12）

D

L073 造林 天竜森林管理署
造林請負事業
地拵 11.61ha
植付 11.61ha

- ｃ

１　全省庁統一の一般競争入札資格を有し「東海・北陸」
を選択
２　競争参加認定等級：Ｂ、Ｃ又はＤただし、林業労働力
確保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条
第１項に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ
等級
３　平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林
作業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除
作業の実績を有する
４　現場代理人は3年以上従事し、事業の適正な実施が
見込める者の配置
５　刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育の資格
等を有している者の配置

１　競争参加有資格者
２　競争性の確保
３　施工の安全及び完成品の品質の
確保
４　完成品の品質の確保
５　施工の安全の確保

○入札公告
H２１．１．６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．７～１．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．６～２．１
○入札執行
Ｈ２１．２．２

1 C=１ 9,954,000 -

有限会社　氏原林業
（静岡県浜松市北区
三ヶ日町宇志703-
1）

C

L043 造林 群馬森林管理署
造林請負事業
地拵 17.69ha
植付 17.69ha

- Ｂ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
2競争参加認定等級：A、Ｂ又はCただし、林業労働力確
保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第
１項に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ等
級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は3年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育の資格等
を有している者の配置

1競争参加有資格者
2競争性の確保
3施工の安全及び完成品の品質の確
保
4完成品の品質の確保
5施工の安全の確保

○入札公告
H２１．２．２
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．３～２．１２
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．２～２．１２
○入札執行
Ｈ２１．３．６

2 C=２ 22,470,000 -

甘楽林業協業組合
（群馬県甘楽郡下仁
田町大字下小坂甲
22）

C

L023 造林 茨城森林管理署
造林請負事業
植付 78.18ha

- Ａ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「関東・甲信
越」を選択
2競争参加認定等級：Aただし、林業労働力確保の促進
に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第１項に基
づく認定を受けている者については、Ａ～Ｃ等級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は３年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置

1競争参加有資格者
2競争性の確保
3施工の安全及び完成品の品質の確
保
4完成品の品質の確保
5施工の安全の確保

○入札公告
H２１．２．１７
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．１８～２．２７
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．１８～３．１１
○入札執行
Ｈ２１．３．１２

3
B=２

C=１
55,755,000 -

有限会社　佐川運送
（茨城県高萩市大能
367-1）

C

L017 造林 磐城森林管理署
造林請負事業
地拵 81.18ha
植付 81.18ha

- Ａ

1全省庁統一の一般競争入札資格を有し「東北」を選択
2競争参加認定等級：A、B、Cただし、林業労働力確保の
促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条第１項
に基づく認定を受けている者については、Ａ～Ｄ等級
3平成５年４月１日以降に完了した同種の事業で造林作
業、治山事業（本数調整伐等）、衛生伐及び伐倒駆除作
業の実績を有する
4現場代理人は3年以上従事し、事業の適正な実施が見
込める者の配置
5刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育の資格等
を有している者の配置

1競争参加有資格者
2競争性の確保
3施工の安全及び完成品の品質の確
保
4完成品の品質の確保
5施工の安全の確保

○入札公告
H２１．２．５
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．６～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．５～３．４
○入札執行
Ｈ２１．３．５

2
B=１

C=１
74,424,000 -

磐城林業協同組合
（福島県いわき市平
字童子町3-1）

B

合計 17 件

1千万円以上
～５千万円未満

5千万円以上
～１億円未満
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抽出事案様式　６

抽出事案の説明（造林事業のうち、随意契約方式によるもの）
抽出件数　１件／生産事業・造林事業の随意契約総件数　１件

番号
事業
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 事業名及び事業概要 予定価格
事業
等級

随意契約にした
適用法令条項

随意契約にした理由 契約金額 契約率
契約者

(落札者）
格付
等級

備　　　　　　　　考

P001 造林 500万円未満 塩那森林管理署
保護林保全緊急対策事業
除伐 4.39ｈａ
地拵 4.39ｈａ

- Ｄ
会計法第29条の
3第4項

絶滅危惧種オオタカ生息地における繁殖期の作業であり、限定され
た短期間内に地元保護グループと連携してきめ細かな作業を実施す
る必要があること。また、営巣地を秘匿する必要性があるため。

1,155,000 -

株式会社　あすなろ
前橋支社
（群馬県前橋市荒牧町
296-1）

Ｂ

　

計 1 件
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抽出事案様式　7

抽出事案の説明（測量・建設コンサルタント等業務のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　14件／測量・設計コンサルタント等の一般競争総件数　21件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　考

D005 治山 棚倉森林管理署

渡瀬地区越虫山腹工実施設計（一次補正）
福島県東白川郡鮫川村大字渡瀬字青生野国有
林115へ林小班
平成21年3月6日～平成21年7月31日
実施設計一式

3,691,800 Ｂ

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．２．４
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．５～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．４～３．４
○入札執行
Ｈ２１．３．５

5
Ａ＝１
Ｂ＝３
Ｃ＝１

3,307,500 89.6%

株式会社　藤建技術
設計センター
（福島県東白川郡棚
倉町大字棚倉字中野
居65）

Ｂ

D002 治山
福島森林管理署
白河支署

大峠地区山腹工実施設計（一次補正）
福島県石川郡平田村大字中倉字中倉
平成21年1月27～平成21年3月31日
実施設計一式

4,185,300 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成4年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２０．１２．９
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１０～１２．１９
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．９～H２１．１．２１
○入札執行
Ｈ２１．１．２２

5
Ａ＝１
Ｂ＝３
Ｃ＝１

3,339,000 79.8%

株式会社　森林環境
コンサルタント
（群馬県前橋市荒牧
町604-3）

C

D004 治山 磐城森林管理署

宇根尻地区渓間工実施設計
福島県いわき市川前町字鍛冶渕国有林108り1
林小班
平成21年1月20日～平成21年3月18日
実施設計一式

3,370,500 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成4年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２０．１２．１５
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１６～１２．２５
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１５～H２１．１．１
６
○入札執行
Ｈ２１．１．１９

4
Ｂ＝３
Ｃ＝１

2,520,000 74.8%

株式会社　藤建技術
設計センター
（福島県東白川郡棚
倉町大字棚倉字中居
野65）

Ｂ

D008 治山 塩那森林管理署

新湯地区山腹工実施設計（一次補正）
栃木県那須塩原市湯元塩原字前黒国有林404
ロ林小班外
平成21年1月22日～平成21年3月31日
実施設計一式

4,654,650 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２０．１２．１６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１７～１２．２６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１６～H２１．１．１
５
○入札執行
Ｈ２１．１．１６

4
Ａ＝１
Ｂ＝１
Ｃ＝２

2,289,000 49.2%

株式会社　森林調査
設計事務所
（東京都江戸川区篠
崎町1-302-7）

C

 

500万円未満
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抽出事案様式　7

抽出事案の説明（測量・建設コンサルタント等業務のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　14件／測量・設計コンサルタント等の一般競争総件数　21件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　考

D013 治山 下越森林管理署

赤谷沢地区渓間工実施設計（一次補正）
新潟県新発田市東赤谷字赤谷山国有林102林
班外
平成21年3月4日～平成21年7月31日
実施設計一式

2,805,600 C

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．２．２
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．３～２．１２
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．２～３．３
○入札執行
Ｈ２１．３．４

3
Ｂ＝１
Ｃ＝２

1,291,500 46.0%

株式会社　森林調査
設計事務所
（東京都江戸川区篠
崎町1-302-7）

C

D001 治山 福島森林管理署

会沢保安林管理道実施設計（一次補正）
福島県福島市桜本字会沢国有林54と林小班外
地内
平成21年1月20日～平成21年3月31日
実施設計一式

7,252,350 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成4年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２０．１２．５
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．５～１２．１５
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．５～H２０．１２．１
５
○入札執行
Ｈ２１．１．１９

5
Ａ＝１
Ｂ＝３
Ｃ＝１

5,040,000 69.5%

社団法人　福島県林
業協会
（福島県福島市中町
5-18）

Ｂ

D009 治山 群馬森林管理署

高立地区治山事業全体計画作成調査及び渓間
工実施設計（補正）
群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字徳若山国
有林4林班外
平成21年3月5日～平成21年10月30日
全体計画の作成及び実施設計一式

8,262,450 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．２．３
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．４～２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．３～３．２
○入札執行
Ｈ２１．３．３

10
Ａ＝５
Ｂ＝３
Ｃ＝２

4,515,000 54.6%

株式会社　森林調査
設計事務所
（東京都江戸川区篠
崎町1-302-7）

C

D015 治山
下越森林管理署
村上支署

小川地区ブナノキ沢外渓間工実施設計（一次
補正）
新潟県岩船郡関川村大字鮖谷字小川国有林
1315そ2林小班
平成21年3月5日～平成21年8月31日
実施設計一式

5,133,450 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．２．３
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．４～２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．３～３．１
○入札執行
Ｈ２１．３．２

4
Ａ＝２
Ｂ＝１
Ｃ＝１

2,415,000 47.0%

国土防災技術株式会
社　新潟支店
（新潟県新潟市西区
坂井1035-1）

A
500万円以上

～１千万円未満
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抽出事案様式　7

抽出事案の説明（測量・建設コンサルタント等業務のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　14件／測量・設計コンサルタント等の一般競争総件数　21件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　考

D003 治山 会津森林管理署

大倉川中流地区山腹工実施設計（一次補正）
福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山国有
林176イ林小班
平成21年3月6日～平成21年12月18日
実施設計一式

7,061,250 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．１．２６
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．１．２７～２．９
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．２６～３．２
○入札執行
Ｈ２１．３．３

8
Ａ＝３
Ｂ＝４
Ｃ＝１

3,150,000 44.6%
応用地質株式会社
（東京都千代田区九
段北4-2-6）

A

D017 治山 静岡森林管理署

梅ヶ島山ノ神地区治山事業計画調査及び山腹
工実施設計（一次補正）
静岡県静岡市葵区梅ヶ島梅ヶ島国有林301林
班
平成21年3月7日～平成21年11月20日
事業計画調査及び実施設計一式

9,865,800 B

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B・C
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．２．４
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．５～２．１６
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．４～３．３
○入札執行
Ｈ２１．３．４

7
Ａ＝２
Ｂ＝２
Ｃ＝３

4,179,000 42.4%

アジア航測株式会社
静岡支店
（静岡県静岡市駿河
区中田2-1-6）

A

D018 治山 伊豆森林管理署

東伊豆地区治山事業計画調査及び渓間工実施
設計
静岡県賀茂郡東伊豆町白田国有林680林班外
平成21年3月5日～平成21年9月30日
計画調査及び実施設計一式

10,162,950 A

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成4年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．２．３
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．４～２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．２．３～３．２
○入札執行
Ｈ２１．３．３

4
Ａ＝２
Ｂ＝２

4,935,000 48.6%

明治コンサルタント
株式会社　東京支店
（東京都江戸川区臨
海町3-6-4)

A

D007 治山 日光森林管理署

馬坂沢地区治山事業全体計画調査（一次補
正）
栃木県日光市川俣字鬼怒沼国有林33林班外
平成21年3月6日～平成21年12月10日
計画調査一式

10,734,150 A

1 予決令70条、71条に該当しない者であ
ること
2 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
3 競争参加認定等級：A・B
4 会社更生法に基づき、更正手続開始
の申立て又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者で
ないこと
5 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
6 平成5年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
7 基準を満たす管理技術者等を配置
8 関東森林管理局長から指名停止を受
けている期間中でないこと
9 警察当局から排除要請がある者でな
いこと

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保
5 契約相手方の適格性

○入札公告
Ｈ２１．１．３０
○入札参加資格確認申請
Ｈ２１．２．２～２．１３
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２１．１．３０～３．４
○入札執行
Ｈ２１．３．５

7
Ａ＝５
Ｂ＝２

3,465,000 32.3%

アジア航測株式会社
首都圏営業部　北関
東営業所
（埼玉県さいたま市
浦和区仲町1-14-8）

A

計 12 件

１千万円以上
～５千万円未満
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抽出事案様式　7

抽出事案の説明（測量・建設コンサルタント等業務のうち、一般競争によるもの）
抽出件数　14件／測量・設計コンサルタント等の一般競争総件数　21件

番号
工事
区分

規模区分
(予定価格）

署等名 工事名及び工事概要 予定価格
工事
等級

競争参加資格 資格設定の説明 入札経緯
入札
参加
者数

参加者
の

ランク
契約金額 落札率

契約者
(落札者）

格付
等級

備　　　考

E002 林道
下越森林管理署
村上支署

丸山作業道実施設計
新潟県岩船郡関川村大字滝原字上野国有林
1390林班ろ4小班外
平成21年1月20日～平成21年3月13日
実施設計一式

4,058,250 Ｂ

1 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
2 競争参加認定等級：A・B・C
3 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
4 平成５年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保

○入札公告
Ｈ２０．１２．１５
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１６～１２．２５
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１５～２１．１．１５
○入札執行
Ｈ２１．１．１６

3
Ａ＝１
Ｂ＝２

3,108,000 76.6%

株式会社　森林テク
ニクス　前橋支店
（群馬県前橋市大手
町1-5-11）

Ｂ

E001 林道 群馬森林管理署

殿畑作業道調査設計
群馬県富岡市野上字立岩国有林23へ2林小班
平成21年1月20日～平成21年3月6日
調査設計一式

3,268,650 Ｂ

1 関東森林管理局一般競争入札参加資
格「建設コンサルタント」の認定者
2 競争参加認定等級：A・B・C
3 関東森林管理局管内に本支店等が所
在
4 平成５年度以降、同種業務の元請とし
ての実績を有すること
5 基準を満たす主任技術者等を配置

1 競争参加有資格者
2 競争性の確保
3 契約履行の確保
4 施工の安全、完成品の品質の確保

○入札公告
Ｈ２０．１２．１２
○入札参加資格確認申請
Ｈ２０．１２．１３～１２．２２
○入札説明書配布、閲覧
Ｈ２０．１２．１２～１．１５
○入札執行
Ｈ２１．１．１６

4
Ａ＝２
Ｂ＝２

2,226,000 68.1%

株式会社　森林環境
コンサルタント
（群馬県前橋市荒牧
町604-3）

Ａ

計

合計

2 件

14 件

500万円未満
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