
（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

H23.9.1～H24.8.31
完成工事　計

合　計 1,780,083
千円 千円

工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

請　負　代　金
の　額 着 工 年 月

うち元請工事

763,441

工　　事　　経　　歴　　書

合計

JV
の
別

注　文　者

元請
又は
下請
の別

工　　事　　名



（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

西松建設㈱ 下請 東海中央病院2 各務原市 217,150 千円

鵜沼駅東部第二土地区画 元請 区画道路等築造（その2）工事 各務原市 164,000 千円

鵜沼駅東部第二土地区画 元請 区画道路築造及び整地工事 各務原市 133,600 千円

各務原市 元請 右岸堤防道路改良工事（その2） 各務原市 99,050 千円

各務原市 元請 JV
（仮称）那加小網線右岸アプロー
チ橋上部工 各務原市 94,500 千円

大日本土木㈱ 下請 多治見ロジ 多治見市 64,200 千円

鵜沼駅東部第二土地区画 元請 区画道路等築造（その3）工事 各務原市 63,600 千円

㈱市川工務店 下請 岩田北床版 岐阜市 59,000 千円

㈱奥村組 下請 旭硝子統合寮 知多郡 58,500 千円

各務原市 元請
市道那８１６号線電線共同溝整
備工事 各務原市 52,455 千円

大日本土木㈱ 下請 小名田P 可児市 45,700 千円

市川工務店㈱ 下請 各務原アプローチ橋 各務原市 41,000 千円

鵜沼駅東部第二土地区画 元請 下水道管渠埋設工事 各務原市 38,700 千円

㈱大日本土木 下請
公共水質保全下水道事業放流
ポンプ棟塩素混和池増設工事 各務原市 38,200 千円

大日本土木㈱ 下請
那加中学校屋内運動場改築工
事 各務原市 32,650 千円

各務原市 元請
補下14号宝積寺幹線第1工区管
渠埋設工事 各務原市 32,384 千円

㈱奥村組 下請 大府大東小学校校舎 大府市 31,740 千円

TSUCHIYA㈱ 下請
平成22年度三遠南信引佐JCTラ
ンプ橋床版 浜松市 28,814 千円

㈱大林組 下請
（仮称）各務原リハビリテーション
病院建設 各務原市 28,444 千円

TSUCHIYA㈱ 下請 町屋送水場築造工事 春日井市 25,400 千円

大邦興業㈱ 下請 右岸アプローチ 各務原市 25,000 千円

TSUCHIYA㈱ 下請
東海環状祖父江南高架鋼上部
工事 養老郡 24,200 千円

岐阜県岐阜土木事務所 元請
県単道路維持修繕業務委託工
事 各務原市 23,106 千円

サンライト工業 下請 下呂市立金山病院新 下呂市 19,238 千円

㈱奥村組 下請 大同PLP工場 中津川市 18,930 千円

㈱市川工務店 下請 岐南地下道 羽島郡 18,338 千円

大日本土木㈱ 下請 右岸アプローチ 各務原市 16,660 千円

TSUCHIYA㈱ 下請
西た第２３０１号県営湛水防除事
業静里地区第１号排水機場工事 大垣市 16,500 千円

㈱高村 下請 ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 各務原市 15,500 千円

工　　事　　経　　歴　　書

土木

JV
の
別

注　文　者

元請
又は
下請
の別

工　　事　　名
工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

平成23年5月27日

請　負　代　金
の　額 着 工 年 月

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

平成21年5月20日

平成23年6月14日

平成23年3月17日

平成23年7月28日

平成23年12月12日

平成24年1月20日

平成23年5月30日

平成23年4月21日

平成23年12月1日

平成22年6月1日

平成23年6月13日

平成23年12月12日

平成23年2月14日

平成23年8月8日

平成23年3月3日

平成23年3月1日

平成23年3月10日

平成23年3月17日

平成23年3月1日

平成23年5月27日

平成23年8月1日

平成23年4月1日

平成23年7月1日

平成24年1月10日

平成23年1月17日

平成23年5月27日

平成23年11月1日

平成23年9月1日

平成23年11月30日

平成24年6月30日

平成24年3月30日

平成24年6月29日

平成24年3月23日

平成24年6月30日

平成24年5月31日

平成24年3月19日

平成24年2月29日

平成24年3月29日

平成23年9月30日

平成24年2月29日

平成24年5月31日

平成24年2月22日

平成24年2月20日

平成24年3月30日

平成24年1月31日

平成23年10月20日

平成23年11月14日

平成24年3月15日

平成24年3月23日

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成23年11月30日

平成24年6月15日

平成23年12月20日

平成24年3月23日

平成24年4月11日

平成24年8月31日



（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

工　　事　　経　　歴　　書

土木

JV
の
別

注　文　者

元請
又は
下請
の別

工　　事　　名
工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

請　負　代　金
の　額 着 工 年 月

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

日東工業㈱ 下請
平成23年度肱江川中須橋下部
工事 桑名市 12,192 千円

内藤建設㈱ 下請 （仮）特別養護老人ホーム 各務原市 10,351 千円

大日本土木㈱ 下請 村上HP2 岐阜市 9,920 千円

コクド 下請 大和犬山2 犬山市 9,900 千円

㈱市川工務店 下請 岐南下部工 羽島郡岐南町 9,697 千円

大日本土木㈱ 下請 和光会加納 岐阜市 9,400 千円

㈱市川工務店 下請 流入ポンプ耐震 各務原市 9,080 千円

大日本土木㈱ 下請 大和犬山2 犬山市 9,000 千円

社会福祉法人恒仁会 下請 社会福祉法人恒仁会造成工事 各務原市 8,300 千円

㈱市川工務店 下請 山吹改良 多治見市 8,300 千円

青協建設㈱ 下請 （仮称）長森の家新築工事 岐阜市 8,261 千円

戸田建設㈱ 下請 下呂市立金山病院新 下呂市 8,200 千円

㈱NIPPO 下請 岐阜（22）作業所新設等工事 各務原市 7,300 千円

巴産業㈱ 下請 八創早川精機工場 岐阜市 6,900 千円

各務原市 元請
切削オーバーレイ工事（那加新
加納町） 各務原市 5,780 千円

㈱今尾組 下請
木村メタル産業㈱関エコロジー
センター 関市 5,400 千円

五洋建設㈱ 下請 岐阜（22）作業所新設等工事 各務原市 5,295 千円

㈱加藤組 下請
川崎重工業㈱岐阜工場中工場
地下燃料タンク撤去工事 各務原市 4,850 千円

㈱奥村組 下請
（仮称）日本ボデーパーツ工業
株式会社中部支店新設工事 土岐市 4,700 千円

㈱奥村組 下請 ドン・キホーテ瑞穂 瑞穂市 4,440 千円

㈱市川工務店 下請 前渡ポンプ耐震 各務原市 3,200 千円

㈱カケン 下請
豊田市東部給食センター建設工
事 豊田市 3,000 千円

各務原市 元請
川島スポーツ公園焼却炉撤去工
事 各務原市 2,650 千円

各務原市 元請
単下2号　那加メーンロード管渠
埋設工事 各務原市 1,721 千円

その他工事 31,362 千円

合　計 1,725,758
千円 千円

平成22年11月1日

平成23年7月15日

平成23年10月28日

平成23年8月18日

平成23年11月30日

平成23年5月24日

平成24年8月31日

平成24年4月20日

平成24年2月3日 平成24年3月26日

平成23年6月29日

平成23年8月22日

711,546

うち元請工事

平成24年3月12日

平成23年5月25日

平成23年12月15日

平成23年3月26日

平成22年12月20日

平成23年7月30日

平成23年9月26日

平成23年9月5日

平成23年1月11日

平成23年7月30日

平成23年1月27日

平成23年4月1日

平成22年11月10日

平成23年7月1日

平成23年5月25日

平成23年12月13日

平成23年12月1日

平成23年11月23日

平成24年6月30日

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成24年5月15日

平成24年6月2日

平成23年10月31日

平成24年3月15日

平成24年1月31日

平成24年2月10日

平成24年3月5日

平成23年8月27日

平成24年1月31日

平成24年1月27日

平成24年7月20日

平成23年5月25日

平成23年11月20日

平成23年6月10日

平成23年11月30日



（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

岐阜トヨタ自動車㈱ 元請 各務原市那加日新町Ｕ－Ｃａｒ商品各務原市 8,630 千円

羽島用水土地改良区 元請 三井川排水路雑草刈工事 各務原市 3,932 千円

羽島用水土地改良区 元請 中屋排水路上流雑草刈工事 各務原市 1,380 千円

合　計 13,942
千円 千円

うち元請工事

13,942

請　負　代　金
の　額

工　　事　　経　　歴　　書

とび・土工・コンクリート

JV
の
別

注　文　者

元請
又は
下請
の別

平成23年5月13日

平成23年5月13日

平成23年9月20日

平成23年9月20日

平成24年2月8日 平成24年3月27日

工　　事　　名
工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

着 工 年 月



（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

各務原市 元請 舗装打換工事（那加前洞新町） 各務原市 10,500 千円

岐阜県岐阜土木事務所 元請 県単舗装補修 各務原市 9,606 千円

㈱市川工務店 下請 岐南舗装 羽島郡岐南町 2,430 千円

合　計 22,536
千円 千円

平成23年11月30日

平成23年9月24日

平成24年7月20日

工　　事　　経　　歴　　書

ほ装

JV
の
別

注　文　者

元請
又は
下請
の別

工　　事　　名
工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

うち元請工事

20,106

請　負　代　金
の　額 着 工 年 月

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

平成23年8月25日

平成23年7月12日

平成24年4月23日



（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

各務原市 元請 尾崎東公園整備工事 各務原市 17,847 千円

合　計 17,847
千円 千円

工　　事　　名
工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

着 工 年 月

うち元請工事

17,847

請　負　代　金
の　額

工　　事　　経　　歴　　書

造園

JV
の
別

注　文　者

元請
又は
下請
の別

平成23年9月22日 平成24年3月23日


