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別紙様式2

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

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別

(総合評価の実施)
予定価格 契約金額 落札率 備  考

兵郎沢地区治山全体計画策定
業務
(青森県弘前市字関ヶ平国有林
372林班)
平成20年8月9日～平成20年12
月25日
調査設計

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
中野渡均
（弘前市豊田2丁目2－4)

平成20年8月8日
国土防災技術　株式会社
(青森県青森市港町1-19-10)

一般競争入札 30,731,400 14,700,000 48%

若山林道新設工事
（青森県五所川原市大字飯詰
字前田野目山国有林145林班
外地内）
平成20年8月26日～平成20年
12月15日
新設

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長
高橋和美
(青森県五所川原市金木町芦
野200-498）

平成20年8月25日
島村産業　株式会社
（青森県五所川原市大字一野
坪字馬繋場222番地2）

一般競争入札
（総合評価）

25,183,000 22,890,000 91%

うぐい滝林道災害復旧工事
(青森県むつ市朝比奈岳国有
林1052林班内）
平成20年8月2日～平成20年11
月28日
コンクリートブロック積工

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長
竹花　祐治
（青森県むつ市金曲１丁目４－
６）

平成20年8月1日
山田建設 株式会社
（青森県三戸郡南部町大字剣
吉字上町２８）

一般競争入札
（総合評価）

10,657,500 9,607,500 90%

材木沢・奥戸川林道災害復旧
工事、奥戸地区災害関連治山
工事
（青森県下北郡大間町奥戸字
二股山国有林2005林班外）
平成20年8月29日～平成21年1
月30日
コンクリートブロック積工外

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長
竹花　祐治
（青森県むつ市金曲１丁目４－
６）

平成20年8月28日
株式会社　室組
（青森県むつ市柳町３－１０－
５３）

一般競争入札
（総合評価）

32,376,750 29,925,000 92%

公共調達の適正化について(財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)
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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

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別

(総合評価の実施)
予定価格 契約金額 落札率 備  考

和白林道災害復旧工事
（青森県むつ市川内町字湯の
川国有林728林班内）
平成20年8月29日～平成21年2
月27日
橋梁解体、新設工事

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長
竹花　祐治
（青森県むつ市金曲１丁目４－
６）

平成20年8月28日
株式会社　室組
（青森県むつ市柳町３－１０－
５３）

一般競争入札
（総合評価）

33,586,350 28,665,000 85%

サダイバ沢林道改良工事
（青森県三戸郡三戸町大字貝
守字貝守深山国有林５９２林班
外）
平成２０年８月１３日～平成２０
年１１月１７日
種子吹付工

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長
佐山光則
（青森県十和田市西二番町１
－２７）

平成20年8月12日
山田建設　株式会社
（青森県三戸郡南部町大字剣
吉字上町２８）

一般競争入札 6,524,700 4,042,500 62%

枇杷野林道改良工事
(青森県上北郡野辺地町字地
続山国有林１０７７林班内）
平成２０年８月１３日～平成２０
年１１月１７日
コンクリートブロック積工

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長
佐山光則
（青森県十和田市西二番町１
－２７）

平成20年8月12日
滝内建設　株式会社
（青森県十和田市西十二番町
４－２１）

一般競争入札 7,322,700 5,040,000 69%

屋形森林道改良工事
(青森県上北郡七戸町大字天
間舘字七戸深山国有林１４０７
林班内）
平成２０年８月１３日～平成２０
年１０月２０日
コンクリートブロック積工

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長
佐山光則
（青森県十和田市西二番町１
－２７）

平成20年8月12日
滝内建設　株式会社
（青森県十和田市西十二番町
４－２１）

一般競争入札 2,676,450 1,837,500 69%

松ヶ沢治山工事
(岩手県下閉伊郡岩泉町安家
字松ヶ沢国有林62林班外)
平成20年8月9日～平成20年11
月30日
谷止工

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署
長
山田　佳紀
(岩手県久慈市夏井町大崎14-
12)

平成20年8月8日
山口建設　株式会社
（岩手県久慈市大川目町12-
94-1）

一般競争入札 17,188,500 14,700,000 86%
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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

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別

(総合評価の実施)
予定価格 契約金額 落札率 備  考

松ヶ沢林道他1改良工事
(岩手県下閉伊郡岩泉町安家
字松ヶ沢国有林58林班他)
平成20年8月26日～平成20年
12月10日
林道改良工事

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署
長
山田　佳紀
(岩手県久慈市夏井町大崎14-
12)

平成20年8月25日
山口建設　株式会社
（岩手県久慈市大川目町12-
94-1）

一般競争入札
（総合評価）

16,468,200 15,435,000 94%

取染林道災害復旧工事
岩手県岩手郡雫石町字取染山
国有林735林班内
自H20.8.23  　至H20.11.25
コンクリートブロック積工　L=47
ｍ

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長
二村　信三
（岩手県盛岡市北山二丁目2番
40号）

平成20年8月22日
三陸土建株式会社
（盛岡市みたけ五丁目15番12
号）

一般競争入札 8,314,950 7,822,500 94%

南沢林道災害復旧工事
岩手県紫波郡紫波町字東根山
国有林424林班内
自H20.8.23  　至H20.12.25
コンクリートブロック積工　L=45
ｍ

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長
二村　信三
（岩手県盛岡市北山二丁目2番
40号）

平成20年8月22日
三陸土建株式会社
（盛岡市みたけ五丁目15番12
号）

一般競争入札 8,095,500 7,665,000 95%

ナベコ石沢林道新設工事
（岩手県遠野市附馬牛町牛町
中滝山国有林地内）
平成20年8月9日～平成21年2
月25日
新設

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署
長
大菅　晴信
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成20年8月8日
株式会社　山下組
（岩手県花巻市上根子字石川
原78-1)

一般競争入札
（総合評価）

31,420,200 29,190,000 93%

大寺林道新設工事
（岩手県遠野市附馬牛町荷鞍
石国有林地内）
平成20年8月9日～平成21年2
月25日
新設

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署
長
大菅　晴信
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成20年8月8日
浅沼建設 株式会社
（岩手県花巻市大迫町大迫3-
138)

一般競争入札
（総合評価）

35,197,050 32,025,000 91%

ジロイシ沢林道新設工事
（岩手県遠野市附馬牛町中滝
山国有林地内）
平成20年8月9日～平成21年2
月25日
新設

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署
長
大菅　晴信
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成20年8月8日
浅沼建設 株式会社
（岩手県花巻市大迫町大迫3-
138)

一般競争入札
（総合評価）

35,588,700 33,075,000 93%
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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

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別

(総合評価の実施)
予定価格 契約金額 落札率 備  考

下恩徳林道調査設計業務
（岩手県遠野市土淵町西恩徳
国有林58林班地内）
平成20年8月9日～平成20年12
月25日
調査設計

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署
長
大菅　晴信
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成20年8月8日

株式会社 森林テクニクス青森
支店
（青森県青森市篠田三丁目4-
24)

一般競争入札 5,637,450 3,717,000 66%

長沢林道調査設計業務
（岩手県花巻市大迫町大谷地
山国有林755林班地内）
平成20年8月12日～平成20年
12月25日
調査設計

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署
長
大菅　晴信
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成20年8月11日
株式会社 興林
（東京都台東区台東4-20-6)

一般競争入札 5,772,900 3,118,500 54%

ナベコ石沢林道調査設計業務
（岩手県遠野市附馬牛町中滝
国有林79林班地内）
平成20年8月12日～平成20年
10月10日
調査設計

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署
長
大菅　晴信
（岩手県遠野市東舘町7-39）

平成20年8月11日
株式会社 興林
（東京都台東区台東4-20-6)

一般競争入札 2,470,650 1,207,500 49%

花山森林事務所新築設計業務
及び施工監理業務委託料

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
堀井忠弘
（宮城県大崎市古川東町５の３
２）

平成20年8月5日
石川書記
（秋田県秋田市手形字十七流
１２１－７）

一般競争入札 2,318,862 1,312,500 57%

鳴子森林事務所新築設計業務
及び施工監理業務委託料

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
堀井忠弘
（宮城県大崎市古川東町５の３
２）

平成20年8月5日
石川書記
（秋田県秋田市手形字十七流
１２１－７）

一般競争入札 1,985,496 609,000 31%

金山沢地区治山工事実施設計
業務
(宮城県白石市小原字花房山
国有林336林班外）
平成20年8月21日～平成20年
12月26日
実施設計

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長
高原　繁
（仙台市青葉区東照宮一丁目
１５－１）

平成20年8月20日
株式会社　都市整備
（秋田県秋田市川尻みよし町
11番1号）

一般競争入札 3,767,400 1,837,500 49%
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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

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別

(総合評価の実施)
予定価格 契約金額 落札率 備  考

金剛沢地区治山工事実施設計
業務
(宮城県仙台市太白区富沢字
金剛沢国有林55林班外）
平成20年8月13日～平成20年
12月26日
実施設計

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長
高原　繁
（仙台市青葉区東照宮一丁目
１５－１）

平成20年8月12日
土木地質株式会社
（仙台市泉区本田町13番31
号）

一般競争入札 11,445,000 4,515,000 39%

鹿狼山林道新設工事
(宮城県伊具郡丸森町大字大
内字東山国有林502林班外）
平成20年8月26日～平成21年3
月10日
新設

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長
高原　繁
（仙台市青葉区東照宮一丁目
１５－１）

平成20年8月25日
東陽建設株式会社
（宮城県仙台市青葉区上杉三
丁目７－１４）

一般競争入札
（総合評価）

32,148,900 28,245,000 88%

八幡平地区地すべり調査業務
(秋田県鹿角市八幡平字熊沢
外8国有林3135林班地内）
平成20年8月22日～平成20年
12月25日
調査業務

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月21日

国土防災技術　株式会社　秋
田支店
（秋田県秋田市八橋新川向３
番１２号）

一般競争入札 6,291,600 4,483,500 71%

深沢治山施設災害復旧工事実
施設計業務
(秋田県大館市大茂内外2字大
茂内沢外2国有林114林班）
平成20年8月6日～平成20年9
月30日
設計業務

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月5日

社団法人　秋田県林業コンサ
ルタント
（秋田県秋田市川尻町字大川
反１７０－１６９）

一般競争入札 2,607,150 2,257,500 87%

細路沢作業道新設工事
(秋田県鹿角市花輪字花輪外1
柴内山外9国有林3115林班）
平成20年8月6日～平成20年9
月30日
新設

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月20日
株式会社　石川組
（秋田県鹿角市十和田大湯字
中田１番地の３）

一般競争入札
（総合評価）

31,148,250 28,350,000 91%
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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

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別

(総合評価の実施)
予定価格 契約金額 落札率 備  考

西の又作業道新設工事
(秋田県鹿角郡小坂町字荒谷
外2小滝外6国有林3017林班
外）
平成20年8月20日～平成20年
12月10日
新設

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月19日
株式会社　藤田組
（秋田県能代市二ツ井町仁鮒
字家後５１の２）

一般競争入札
（総合評価）

21,499,800 20,370,000 95%

割沢林道新設工事
(秋田県大館市大子内堂ノ沢外
2国有林1156林班外）
平成20年8月21日～平成20年
12月10日
新設

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月20日
株式会社　オオタベ
（秋田県大館市立花字山田渡
１９７番地）

一般競争入札
（総合評価）

49,383,600 46,830,000 95%

大根津戸林道新設工事
（秋田県鹿角市十和田大湯字
大湯外16国有林3046林班外）
平成20年8月9日～平成20年12
月10日
新設

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月8日
株式会社　石川組
（秋田県鹿角市十和田大湯字
中田１番地の３）

一般競争入札
（総合評価）

26,458,950 24,570,000 93%

中滝沢林道新設工事
（秋田県鹿角郡小坂町字小滝
外6国有林3004林班地内）
平成20年8月9日～平成20年12
月10日
新設

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月8日
株式会社　オオタベ
（秋田県大館市立花字山田渡
１９７番地）

一般競争入札
（総合評価）

48,264,300 45,990,000 95%

五合渕沢林道新設工事
（秋田県大館市早口字早口沢
外3国有林2237林班地内）
平成20年8月9日～平成20年12
月10日
新設

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月8日
株式会社　津谷組
（秋田県北秋田市坊沢字胡桃
館１５－１）

一般競争入札
（総合評価）

67,981,200 65,310,000 96%
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五合渕沢林道外新設工事現場
技術業務委託
（秋田県大館市早口字早口沢
外3国有林2237林班地内）
平成20年8月28日～平成21年1
月15日
技術業務委託

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長
川瀬　政輝
（秋田県大館市上代野字中岱
３－２３）

平成20年8月27日

社団法人　秋田県林業コンサ
ルタント
（秋田県秋田市川尻町字大川
反１７０－１６９）

一般競争入札 12,772,200 11,865,000 93%

タタラ沢林道改良工事
（秋田県北秋田市森吉字桐内
沢外30国有林1014林班）
平成２０年８月１３日～平成２０
年１０月３１日
路体不陸均し外

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署
上小阿仁支署長
角掛　勇吉
(秋田県北秋田郡上小阿仁村
沖田面字野中484-2)

平成20年8月12日
株式会社　藤田組
（秋田県能代市二ツ井町仁鮒
字家後51-2）

一般競争入札 4,541,250 4,105,500 90%

下大内沢林道外改良工事
（秋田県北秋田市三里字羽根
山沢外6国有林240林班外）
平成２０年８月１３日～平成２０
年１０月３１日
コンクリートブロック積工外

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署
上小阿仁支署長
角掛　勇吉
(秋田県北秋田郡上小阿仁村
沖田面字野中484-2)

平成20年8月12日
有限会社　宗和
（秋田県北秋田市木戸石字林
岱1-11）

一般競争入札 5,042,100 4,042,500 80%

畑ノ沢治山工事実施設計業務
（秋田県北秋田市羽根山字羽
根山沢国有林215林班）
平成２０年８月３０日～平成２０
年１２月１９日
実施設計

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署
上小阿仁支署長
角掛　勇吉
(秋田県北秋田郡上小阿仁村
沖田面字野中484-2)

平成20年8月29日

株式会社　森林テクニクス秋田
支店
（秋田県秋田市保戸野桜町
19-5）

一般競争入札 5,157,600 1,932,000 37%

粕沢災害関連緊急治山工事
（秋田県山本郡藤里町藤琴字
大座崩沢国有林１１５４林班）
平成２０年８月２１日～平成２１
年２月２８日まで
鋼製谷止工外

分任負担行為担当官
米代西部森林管理署長
古川勝也
秋田県能代市御指南町３－４
５

平成20年8月20日
株式会社　藤田組
（秋田県能代市二ッ井町仁鮒
字家後５１－２）

一般競争入札
（総合評価）

13,215,700 13,125,000 99%
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　明通沢林道新設工事
（秋田県雄勝郡羽後町軽井沢
字蒲倉山国有林９２林班外１）
平成２０年８月２６日～平成２０
年１１月２８日
新設

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長
池田　敏
（秋田県湯沢市千石町二丁目
２－８）

平成20年8月25日
株式会社　小松組
（秋田県由利本荘市東由利法
内字倉沢２７９－４）

一般競争入札
（総合評価）

19,427,100 12,035,100 62%

白雪川治山工事
（秋田県にかほ市馬場字冬師
山国有林６５林班外）
平成２０年８月９日～１２月
１５日
コンクリート谷止工

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
市原　紅美雄
（秋田県由利本荘市水林４３
９）

平成20年8月8日
株式会社　山脇組
（秋田県湯沢市北荒町２－１
４）

一般競争入札
（総合評価）

29,862,000 27,300,000 91%

水無林道外改良工事
（秋田県由利本荘市鳥海町大
字上笹子字大火国有林）
平成２０年８月１３日～１０
月３日
コンクリート路面工外

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長
市原　紅美雄
（秋田県由利本荘市水林４３
９）

平成20年8月12日
株式会社　鈴木組
（秋田県由利本荘市鳥海町上
笹子字模渕４７）

一般競争入札 2,560,950 2,026,500 79%

十里塚海岸治山工事
（山形県酒田市十里塚字村東
山国有林1134林班外）
平成20年８月2日～平成20年9
月30日
丸太防風柵補修工外

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長
植松保夫
（山形県鶴岡市末広町23-3７）

平成20年8月1日
株式会社　ｴﾑ・ﾃﾞｨｰ・ｴﾑ
（山形県酒田市旭新町23-8）

一般競争入札 4,494,000 4,252,500 95%

日向川治山工事
（山形県酒田市升田字奥山国
有林1024林班）
平成20年8月13日～平成20年
11月14日
コンクリート谷止工

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長
植松保夫
（山形県鶴岡市末広町23-3７）

平成20年8月12日
株式会社　ｴﾑ・ﾃﾞｨｰ・ｴﾑ
（山形県酒田市旭新町23-8）

一般競争入札
（総合評価）

10,476,900 10,080,000 96%

田麦川治山工事
（山形県鶴岡市田麦俣字六十
里国有林65林班外）
平成20年8月13日～平成20年
11月28日
コンクリート堰堤､増厚・嵩上工

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長
植松保夫
（山形県鶴岡市末広町23-3７）

平成20年8月12日
株式会社　丸高
（山形県酒田市下安町41-1）

一般競争入札
（総合評価）

22,110,900 21,525,000 97%
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鱒淵沢治山工事
(山形県鶴岡市荒沢字池の平
国有林100林班）
平成20年8月22～平成20年12
月24日
鋼管杭

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長
植松保夫
（山形県鶴岡市末広町23-3７）

平成20年8月21日
山形建設　株式会社
（山形県山形市清住町1-2-
18）

一般競争入札
（総合評価）

119,316,750 108,990,000 91%

カラ沢治山工事
(山形県山形市大字蔵王温泉
字井戸倉国有林236林班地内)
平成20年8月19日～平成20年
11月28日
山腹工

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長
関下俊則
(山形県寒河江市元町一丁目
17-2)

平成20年8月18日
株式会社　山形組(山形県山形
市幸町6番21号)

一般競争入札 9,846,900 9,450,000 96%

石跳沢治山工事
(山形県西村山郡西川町大字
月山沢外3字月山外19国有林
110･114林班地内)
平成20年8月19日～平成20年
12月19日
集水井工

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長
関下俊則
(山形県寒河江市元町一丁目
17-2)

平成20年8月18日
羽陽建設　株式会社
(山形県上山市美咲町二丁目1
番95号)

一般競争入札 82,563,600 75,600,000 92%

土井沢作業道新設工事
(山形県村山市大字樽石字黒
崎外国有林1006林班)
平成20年8月9日～平成20年12
月26日
切土工･路盤工

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長
関下俊則
(山形県寒河江市元町一丁目
17-2)

平成20年8月8日
有限会社　宮川建設
(山形県上山市美咲町2丁目1
番74号)

一般競争入札
（総合評価）

15,129,450 14,280,000 94%

南山林道災害復旧工事
（山形県最上郡舟形字松槁沢
国有林地内）
平成20年6月14日～平成20年9
月16日
コンクリート擁壁工

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長
土居隆行
（山形県最上郡真室川町大字
新町字下荒川200-11)

平成20年8月1日
秋保建設　株式会社
（山形県最上郡戸沢村大字古
口332）

一般競争入札 6,717,900 6,678,000 99%
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山形森林管理署最上支署大蔵
森林事務所庁舎新築設計業務
及び施工監理業務
（山形県最上群大蔵村大字清
水2518-2）
平成20年8月5日～平成21年3
月12日
新築設計外

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長
土居隆行
（山形県最上郡真室川町大字
新町字下荒川200-11)

平成20年8月4日

株式会社　双葉建設コンサル
タント
（山形県新庄市金沢字谷地田
1399－11）

一般競争入札 2,083,200 1,995,000 96%

横道川治山工事
（山形県」最上郡大蔵村大字南
山字葉山外34国有林2138林
班）
平成20年8月27日～平成21年3
月20日
法枠工外

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長
土居隆行
（山形県最上郡真室川町大字
新町字下荒川200-11)

平成20年8月26日
秋保建設　株式会社
（山形県最上郡戸沢村古口
332）

一般競争入札
（総合評価）

40,916,400 38,850,000 95%

荒木沢外林道改良工事
（山形県最上郡鮭川村字羽根
沢国有林2010林班外）平成20
年8月30日～平成20年12月2日
コンクリート擁壁外

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長
土居隆行
（山形県最上郡真室川町大字
新町字下荒川200-11)

平成20年8月29日
秋保建設　株式会社
（山形県最上郡戸沢村古口
332）

一般競争入札 6,835,500 6,405,000 94%

(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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