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近畿中国森林管理局改修工事等監理
業務

大阪府大阪市北区天満橋１ー８ー
７５

2020/01/24～2020/10/10 建築関係建設
コンサルタント
業務

支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/23 （株）建綜研 大阪
府大阪市北区大淀
中１－８－５

3120001063543 通常指名競争入札 6,638,500 6,578,000 99.09%

野洲栗東バイパス大橋地区他橋梁詳
細設計業務

滋賀県栗東市出庭地先～滋賀県
栗東市大橋地先

2020/01/28～2020/09/23 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 滋賀国道事務所長 森
本　和寛 滋賀県大津市竜が丘４
番５号

2020/1/27 大日本コンサルタ
ント（株） 大阪支社
大阪府大阪市中央
区南久宝寺町３－

8013301006938 指名競争入札(総合
評価)

109,813,000 87,439,000 79.63%

国道８号米原バイパス他猛禽類調査
業務

滋賀県米原市入江地先～滋賀県
栗東市手原地先

2020/01/28～2020/09/30 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 滋賀国道事務所長 森
本　和寛 滋賀県大津市竜が丘４
番５号

2020/1/27 （株）エイト日本技
術開発 関西支社
大阪府大阪市淀川
区野中北１－１２－

7260001000735 指名競争入札(総合
評価)

10,956,000 8,723,000 79.62%

大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド
地区第二高架橋詳細設計業務

兵庫県神戸市中央区港島地先～
兵庫県神戸市中央区港島中町地
先

2020/01/08～2020/09/30 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 浪速国道事務所長 古
川　慎治 大阪府枚方市南中振３
－２－３

2020/1/7 （株）綜合技術コン
サルタント 大阪支
社 大阪府大阪市
東淀川区東中島３

7010001021120 指名競争入札(総合
評価)

93,962,000 74,800,000 79.61%

藻川堤防拡幅橋梁接続詳細設計業務 大阪府池田市上池田２丁目２番３
９号

2020/01/25～2020/07/31 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 猪名川河川事務所長
井樋　世一郎 大阪府池田市上池
田２－２－３９

2020/1/24 八千代エンジニヤ
リング（株） 大阪支
店 大阪府大阪市
中央区城見１－４

2011101037696 指名競争入札(総合
評価)

22,077,000 22,055,000 99.90%

神戸市域他砂防堰堤設計業務 兵庫県神戸市垂水区下畑町地先
～兵庫県西宮市奥畑地先

2020/01/09～2020/12/10 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 六甲砂防事務所長 田
中　秀基 兵庫県神戸市東灘区住
吉東町３－１３－１５

2020/1/8 協和設計（株） 神
戸支店 兵庫県神
戸市中央区京町８
３

2120901000679 指名競争入札(総合
評価)

35,068,000 28,380,000 80.93%

大和御所道路一般部橋梁詳細設計業
務

奈良県天理市二階堂南菅田町地
先～奈良県磯城郡川西町結崎地
先

2020/01/10～2020/08/31 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 奈良国道事務所長 原
久弥 奈良県奈良市大宮町３－５
－１１

2020/1/9 （株）オリエンタルコ
ンサルタンツ 奈良
事務所 奈良県奈
良市大宮町５－３
－１４　不動ビル

4011001005165 指名競争入札(総合
評価)

233,475,000 185,900,000 79.62%

足羽川ダム土地評価業務 福井県今立郡池田町地先～福井
県今立郡池田町地先

2020/01/16～2020/03/27 補償コンサル
タント業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 足羽川ダム工事事務所
長 新屋　孝文 福井県福井市成和
１－２１１１

2020/1/15 （株）関西総合鑑定
所 京都府京都市
中京区烏丸通竹屋
町下ル少将井町２
３０－１

5130001023247 通常指名競争入札 3,399,000 3,355,000 98.71%

足羽川ダム環境モニタリング調査業務 福井県福井市成和１丁目２１１１他
足羽川流域

2020/01/15～2021/02/20 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 足羽川ダム工事事務所
長 新屋　孝文 福井県福井市成和
１－２１１１

2020/1/14 建設環境研究所・
水源地環境セン
ター設計共同体 東
京都豊島区東池袋
２－２３－２

指名競争入札(総合
評価)

49,225,000 40,326,000 81.92%

平城宮跡歴史公園他図面等作成業務 奈良県高市郡明日香村大字平田
５３８他　（国営飛鳥歴史公園事務
所管内）

2020/01/07～2020/03/19 土木関係建設
コンサルタント
業務

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 国営飛鳥歴史公園事務
所長 松本　浩 奈良県高市郡明日
香村大字平田５３８

2020/1/6 （株）オオバ 東京
都千代田区神田錦
町３－７－１

9013201001170 指名競争入札(総合
評価)

5,951,000 4,769,600 80.15%

大津信楽線新７号橋上部工工事 滋賀県大津市上田上桐生町地先 2020/01/16～2021/02/28 鋼橋上部工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/15 （株）駒井ハルテッ
ク 大阪府大阪市西
区立売堀４－２－２

2120001028927 一般競争入札（総合
評価）

355,773,000 325,600,000 91.52%

栗東水口道路上砥山地区改良工事 滋賀県栗東市小野地先～滋賀県
栗東市上砥山地先

2020/02/01～2021/02/24 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 滋賀国道事務所長 森
本　和寛 滋賀県大津市竜が丘４

2020/1/31 （株）日建 滋賀県
守山市立入町４７５
－２

8160001016402 一般競争入札（総合
評価）

218,801,000 196,999,000 90.04%

国道２７号下八田地区歩道整備工事 京都府綾部市下八田町地先 2020/01/15～2021/02/28 維持修繕工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 福知山河川国道事務所
長 矢野　則弘 京都府福知山市字
堀小字今岡２４５９－１４

2020/1/14 （株）田中工務店
京都府舞鶴市倉谷
１０１６番地

6130001043467 一般競争入札（総合
評価）

268,642,000 245,300,000 91.31%

宇治川宇治橋周辺整備他工事 京都府宇治市宇治蓮華地先～京
都府宇治市宇治塔川地先

2020/01/21～2020/06/30 維持修繕工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 淀川河川事務所長 三
戸　雅文 大阪府枚方市新町２－
２－１０

2020/1/20 公成建設（株） 京
都府京都市下京区
五条通西洞院西入
小柳町５１８

2130001017235 一般競争入札（総合
評価）

59,378,000 53,350,000 89.85%

淀川河川事務所庁舎電灯設備改修
（第二期）工事

大阪府枚方市新町２丁目２番１０
号

2020/01/15～2020/03/30 電気設備工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 淀川河川事務所長 三
戸　雅文 大阪府枚方市新町２－
２－１０

2020/1/14 渡辺電気工事（株）
大阪府東大阪市花
園東町３－１－２４

1122001008026 一般競争入札（総合
評価）

4,983,000 2,631,200 52.80%

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
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淀川枚方管内環境整備工事 大阪府寝屋川市仁和寺本町地先
～大阪府高槻市唐崎地先

2020/01/25～2020/06/30 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 淀川河川事務所長 三
戸　雅文 大阪府枚方市新町２－
２－１０

2020/1/24 ヤマト工業（株） 大
阪府大阪市港区市
岡１－２－１９

8120001029993 一般競争入札（総合
評価）

188,881,000 171,710,000 90.91%

国道１７１号稲牧落電線共同溝工事 大阪府箕面市稲２丁目地先～大
阪府箕面市牧落４丁目地先

2020/01/31～2021/02/28 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 大阪国道事務所長 久
保　和幸 大阪市城東区今福西２
－１２－３５

2020/1/30 安積建設（株） 大
阪府枚方市田口４
－５９－８

8120001148967 一般競争入札（総合
評価）

251,218,000 242,000,000 96.33%

国道１７１号今宮石丸地区電線共同溝
工事

大阪府箕面市今宮地先 2020/02/01～2021/02/28 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 大阪国道事務所長 久
保　和幸 大阪市城東区今福西２
－１２－３５

2020/1/31 （株）雨田組 大阪
府交野市星田北６
丁目２－１２

7120001146848 一般競争入札（総合
評価）

278,960,000 269,500,000 96.61%

淀川左岸線延伸部鶴見地区整備工事 大阪府大阪市鶴見区横堤地先～
大阪府大阪市鶴見区諸口地先

2020/01/21～2020/07/31 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 浪速国道事務所長 古
川　慎治 大阪府枚方市南中振３
－２－３

2020/1/20 井上工業（株） 大
阪府大阪市淀川区
西中島１－１１－１
６

8120001179145 一般競争入札（総合
評価）

176,572,000 159,500,000 90.33%

笠波峠除雪拡幅笠波トンネル工事 兵庫県美方郡香美町村岡区黒田
地先～兵庫県美方郡香美町村岡
区日影地先

2020/02/01～2023/02/28 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/31 （株）安藤・間 大阪
支店 大阪府大阪
市福島区福島６－
２－６

2010401051696 一般競争入札（総合
評価）

4,811,928,000 4,428,930,000 92.04%

六方排水機場監視操作制御設備修繕
工事

兵庫県豊岡市六地蔵地先 2020/01/17～2020/06/30 機械設備工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 豊岡河川国道事務所長
中川　圭正 兵庫県豊岡市幸町１
０－３

2020/1/16 クボタ機工（株） 大
阪支店 兵庫県尼
崎市浜１－１－１

3120001149458 一般競争入札（総合
評価）

69,927,000 68,860,000 98.47%

国道９号他法面防災対策工事 兵庫県丹波市青垣町沢野地先～
兵庫県美方郡香美町村岡区鹿田
地先

2020/01/21～2020/07/18 法面処理工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 豊岡河川国道事務所長
中川　圭正 兵庫県豊岡市幸町１
０－３

2020/1/20 但南建設（株） 兵
庫県朝来市山東町
滝田１４８－１

7140001046831 一般競争入札（総合
評価）

84,249,000 83,600,000 99.23%

国道２９号嶋田地区他防災工事 兵庫県宍粟市一宮町嶋田他地先 2020/01/21～2020/08/31 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 姫路河川国道事務所長
磯部　良太 兵庫県姫路市北条一
丁目２５０

2020/1/20 （株）大給組 兵庫
県姫路市林田町林
谷２０－１

9140001059757 一般競争入札（総合
評価）

202,686,000 201,300,000 99.32%

神戸西バイパス菅野高架橋下部工事 兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野地
先

2020/01/21～2020/07/31 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 兵庫国道事務所長 日
野　雅仁 兵庫県神戸市中央区波
止場町３番１１号

2020/1/20 窪田工業（株） 兵
庫県神戸市垂水区
塩屋町４－４－１２

3140001018339 一般競争入札（総合
評価）

170,269,000 155,100,000 91.09%

洲本バイパス炬口トンネル工事 兵庫県洲本市炬口地先～兵庫県
洲本市宇山２丁目地先

2020/01/22～2022/03/15 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/21 前田建設工業（株）
関西支店 大阪府
大阪市中央区久太
郎町２－５－３０

4010001008789 一般競争入札（総合
評価）

3,897,333,000 3,586,000,000 92.01%

国道２号昭和通地区舗装補修工事 兵庫県尼崎市昭和通三丁目地先
～兵庫県尼崎市昭和通七丁目地
先

2020/01/22～2020/09/30 アスファルト工
事

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 兵庫国道事務所長 日
野　雅仁 兵庫県神戸市中央区波
止場町３番１１号

2020/1/21 大林道路（株） 大
阪支店 大阪府大
阪市北区西天満１
－２－５

4010601028815 一般競争入札（総合
評価）

259,325,000 234,300,000 90.35%

長殿谷排水トンネル工事 奈良県吉野郡十津川村長殿地先 2020/01/29～2022/02/28 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/28 東急建設（株） 大
阪支店 大阪府大
阪市北区豊崎３－

9011001040166 一般競争入札（総合
評価）

1,679,095,000 1,545,500,000 92.04%

那智川金山谷川４号床固（右岸）他工
事

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井
関地先

2020/01/29～2021/02/22 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 紀伊山系砂防事務所長
小竹　利明 奈良県五條市

2020/1/28 （株）夏山組 和歌
山県新宮市三輪崎
１－１３－２２

2170001011548 一般競争入札（総合
評価）

266,992,000 242,660,000 90.89%

北股川場内整備工事 奈良県吉野郡野迫川村北股地先 2020/02/01～2021/02/26 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 紀伊山系砂防事務所長
小竹　利明 奈良県五條市

2020/1/31 （株）山村組 奈良
県吉野郡吉野町丹
治２０１－３

9150001016170 一般競争入札（総合
評価）

234,278,000 211,464,000 90.26%

大和御所道路曲川高架橋（Ｐ２７）下部
他工事

奈良県橿原市曲川町７丁目地先
～奈良県橿原市新堂町地先

2020/01/21～2021/02/26 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 奈良国道事務所長 原
久弥 奈良県奈良市大宮町３－５
－１１

2020/1/20 （株）キタムラ 奈良
県五條市五條１－
４－１９

1150001015667 一般競争入札（総合
評価）

245,718,000 239,800,000 97.59%

大和御所道路橿原高田ＩＣランプ橋（Ｃ
Ｐ６他）下部工事

奈良県橿原市新堂町 2020/01/31～2021/02/26 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/30 （株）淺沼組 大阪
本店 大阪府大阪
市浪速区湊町１－
２－３マルイト難波

8120001022651 一般競争入札（総合
評価）

412,225,000 378,950,000 91.93%
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大和御所道路曲川高架橋（Ｐ２６他）鋼
製橋脚工事

奈良県橿原市曲川町７丁目～奈
良県橿原市新堂町

2020/01/31～2021/02/26 鋼橋上部工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/30 宇部興産機械（株）
大阪支店 大阪府
大阪市北区堂島１
－６－２０（堂島ア
バンザ）

1250001003050 一般競争入札（総合
評価）

392,755,000 369,600,000 94.10%

国道２４号橿原地区外電線共同溝舗
装補修工事

奈良県橿原市新賀町地先～奈良
県五條市二見３丁目地先

2020/01/15～2020/10/30 アスファルト工
事

分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 奈良国道事務所長 原
久弥 奈良県奈良市大宮町３－５
－１１

2020/1/14 大林道路（株） 大
阪支店 大阪府大
阪市北区西天満１
－２－５

4010601028815 一般競争入札（総合
評価）

240,207,000 227,700,000 94.79%

国道２５号福住跨道橋橋梁補修他工
事

奈良県天理市福住町地先 2020/01/18～2021/02/26 維持修繕工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 奈良国道事務所長 原
久弥 奈良県奈良市大宮町３－５
－１１

2020/1/17 （株）仁木総合建設
京都府京都市伏見
区淀本町２０６－１
６

4130001015286 一般競争入札（総合
評価）

182,908,000 171,050,000 93.52%

松島地区他堤防強化工事 和歌山県和歌山市有本地先～和
歌山県和歌山市出島地先

2020/01/16～2020/07/09 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 和歌山河川国道事務所
長 小澤　盛生 和歌山県和歌山市
西汀丁１６番

2020/1/15 丸山組（株） 和歌
山県和歌山市湊１
８２０－５８

9170001003150 一般競争入札（総合
評価）

86,724,000 79,420,000 91.58%

千旦樋門修築工事 和歌山県和歌山市禰宜地先 2020/01/25～2021/02/28 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/24 （株）本間組 関西
支店 大阪府大阪
市西区立売堀１－
３－１３　第三富士

6110001005155 一般競争入札（総合
評価）

358,688,000 352,000,000 98.14%

有田海南道路６号橋上部工事 和歌山県海南市下津町小南地先
～和歌山県海南市下津町梅田地
先

2020/01/21～2021/03/20 プレストレス
ト・コンクリート
工事

支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/20 川田建設（株） 大
阪支店 大阪府大
阪市西区新町２－

7011501001074 一般競争入札（総合
評価）

600,886,000 546,150,000 90.89%

紀の川大堰放流警報設備他更新工事 和歌山県和歌山市園部地先～和
歌山県和歌山市石橋丁地先

2020/01/15～2021/02/26 通信設備工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 和歌山河川国道事務所
長 小澤　盛生 和歌山県和歌山市
西汀丁１６番

2020/1/14 日本無線（株） 関
西支社 大阪府大
阪市北区梅田３－
４－５

3012401012867 一般競争入札（総合
評価）

122,463,000 119,900,000 97.91%

熊野川下本町・成川地区河道浚渫工
事

和歌山県新宮市下本町地先～三
重県南牟婁郡紀宝町成川地先

2020/01/31～2020/06/30 しゅんせつ工
事

支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/30 東亜建設工業（株）
大阪支店 大阪府
大阪市西区靭本町
１－４－１２　本町
富士ビル４階

3011101055078 一般競争入札（総合
評価）

595,452,000 541,310,000 90.91%

田辺西バイパス小屋谷地区南改良工
事

和歌山県田辺市芳養町地先～和
歌山県田辺市大屋地先

2020/01/30～2020/12/25 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 紀南河川国道事務所長
堤　英彰 和歌山県田辺市中万呂
１４２

2020/1/29 木下建設（株） 和
歌山県有田市港町
２２１

8170001007318 一般競争入札（総合
評価）

286,946,000 260,700,000 90.85%

すさみ串本道路江住第二トンネル他工
事

和歌山県西牟婁郡すさみ町里野
地先～和歌山県西牟婁郡すさみ
町江住地先

2020/01/22～2022/05/31 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/21 （株）安藤・間 大阪
支店 大阪府大阪
市福島区福島６－

2010401051696 一般競争入札（総合
評価）

3,164,931,000 2,917,420,000 92.18%

すさみ串本道路高富トンネル他工事 和歌山県東牟婁郡串本町二色地
先～和歌山県東牟婁郡串本町高
富地先

2020/01/22～2022/03/20 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/21 （株）大林組 大阪
本店 大阪府大阪
市北区中之島３－

7010401088742 一般競争入札（総合
評価）

1,758,020,000 1,611,280,000 91.65%

すさみ串本道路釜郷原川橋進入路工
事

和歌山県東牟婁郡串本町高富地
先

2020/03/16～2021/01/19 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 紀南河川国道事務所長
堤　英彰 和歌山県田辺市中万呂
１４２

2020/1/16 （株）尾花組 和歌
山県田辺市上の山
１－１５－２２

8170001008596 一般競争入札（総合
評価）

270,545,000 261,360,000 96.61%

国道８号鳩原地区改良工事 福井県敦賀市道口地先 2020/01/28～2020/10/05 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 福井河川国道事務所長
嶋田　博文 福井県福井市花堂南
２－１４－７

2020/1/27 轟建設（株） 福井
県福井市勝見３－
１７－５

1210001002527 一般競争入札（総合
評価）

137,423,000 123,057,000 89.55%

大野油坂道路和泉トンネル岡畑地区
工事

福井県大野市下山地先 2020/01/11～2022/08/31 一般土木工事 支出負担行為担当官 近畿地方整
備局長 井上　智夫 大阪府大阪市
中央区大手前１－５－４４

2020/1/10 鉄建建設（株） 大
阪支店 大阪府大
阪市北区堂島１－

2010001008709 一般競争入札（総合
評価）

6,060,494,000 5,579,200,000 92.06%

大野油坂道路大野東地区他整備工事 福井県大野市横枕地先～福井県
大野市貝皿地先

2020/01/30～2021/02/28 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 福井河川国道事務所長
嶋田　博文 福井県福井市花堂南
２－１４－７

2020/1/29 （株）建昇 福井県
福井市南菅生町２
９－４

8210001004161 一般競争入札（総合
評価）

231,605,000 211,640,000 91.38%

冠山峠道路第３号橋上部工事 岐阜県揖斐郡揖斐川町塚地先 2020/01/31～2021/02/24 鋼橋上部工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 福井河川国道事務所長
嶋田　博文 福井県福井市花堂南
２－１４－７

2020/1/30 福井鐵工（株） 福
井県福井市若栄町
７０２

4210001003662 一般競争入札（総合
評価）

139,513,000 134,640,000 96.51%
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上野遊水地浮遊物流入防止施設設置
工事

三重県伊賀市東高倉地先～三重
県伊賀市木興町地先

2020/01/08～2020/07/31 一般土木工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 木津川上流河川事務所
長 田中 徹 三重県名張市木屋町
８１２－１

2020/1/7 （株）中江土木 三
重県伊賀市下友生
２８６０

4190001009233 一般競争入札（総合
評価）

45,716,000 42,900,000 93.84%

大津公共職業安定所高島出張所改修
工事

滋賀県高島市安曇川町末広４ー３
７

2020/03/23～2021/01/20 建築工事 分任支出負担行為担当官 近畿地
方整備局 京都営繕事務所長 柴
田　翼 京都府京都市左京区丸太
町川端東入東丸太町３４－１２

2020/1/10 杉橋建設（株） 滋
賀県高島市今津町
今津１７５６－１

7160001011940 一般競争入札（総合
評価）

92,334,000 86,240,000 93.40%


