
（建設工事の種類） 工事 （税抜／単位：千円）

H26.9.1～H27.8.31
完成工事　計

合　計 2,068,353

 完成又は
 完成予定年月

うち元請工事

663,857

工　　事　　経　　歴　　書

合計

注　文　者
元請又
は下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
請　負　代
金　の　額

工　　　　期

着 工 年 月

工事現場のある
都道府県及び
市区町村名



（建設工事の種類） 工事 （税抜／単位：千円）

戸田建設㈱ 下請 ぎふメディアコスモス 岐阜県 岐阜市 160,300

各務原市 官公庁 JV
勤労青少年運動公園
陸上競技場整備工事 岐阜県 各務原市 143,884

岐建㈱ 下請 岐阜共販 岐阜県 各務原市 131,814

㈱加藤組 下請
木曽川宝積寺東築堤護
岸工事 岐阜県 各務原市 120,102

前田建設工業㈱ 下請
守山（24）日野訓練場新
設 岐阜県 岐阜市 113,752

永井建設㈱ 下請
中部プラント　第3系躯体
工 岐阜県 岐阜市 107,700

前田建設工業㈱ 下請 塩草造成-2 愛知県 瀬戸市 92,316

岐阜県流域浄水事
務所 官公庁

水処理施設（5・6池）耐震
対策工事 岐阜県 各務原市 68,813

各務原市 官公庁
那加東陸橋耐震補強・補
修工事 岐阜県 各務原市 67,581

各務原市 官公庁
市道那６９１号線道路改
良その１工事 岐阜県 各務原市 57,862

大日本土木㈱ 下請
中部プラント水処理棟改
築工事（第2期） 岐阜県 岐阜市 45,980

笠松町 官公庁
下羽栗処理分区（52工
区）管渠埋設工事 岐阜県 羽島郡笠松町 43,535

各務原市 官公庁
各務処理分区管渠布設
替及び更生工事 岐阜県 各務原市 40,458

各務原市 官公庁
三井東町地内国道横断
推進工事 岐阜県 各務原市 38,301

㈱市川工務店 下請 逆川排水機 岐阜県 羽島市 34,650

㈱奥村組 下請 愛西市統合庁舎 愛知県 愛西市 30,900

TSUCHIYA㈱ 下請
岐阜（25）雨水排水等整
備工事 岐阜県 各務原市 30,000

各務原市 官公庁
那加成清処理分区第1工
区管渠埋設工事 岐阜県 各務原市 28,924

日東工業㈱ 下請
東海環状高田高架橋北
下部工事 岐阜県 養老郡養老町 21,000

㈱市川工務店 下請 長良川浄化 岐阜県 美濃市 20,000

青協建設㈱ 下請 関高架橋 岐阜県 関市 15,100

㈱渡邊組 下請 西光橋 愛知県 稲沢市 13,420

㈱各務原会館 民間 盛土土砂入替工事 岐阜県 各務原市 12,095

戸田建設㈱ 下請 中部療護C・MEG棟増 岐阜県 美濃加茂市 9,829

㈱サンアール・コー
ポレーション 民間 宝積寺ブロック積 岐阜県 各務原市 8,000

㈱高村 下請 運動公園敷地造成工事 岐阜県 各務原市 6,700

各務原市 官公庁
県単那加山下地区用水
路改良工事 岐阜県 各務原市 6,400

平成26年4月1日 平成26年12月15日

工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

 完成又は
 完成予定年月

工　　事　　経　　歴　　書

土木

注　文　者
元請又
は下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
請　負　代
金　の　額

工　　　　期

着 工 年 月

平成25年9月30日 平成27年5月20日

平成26年7月2日

平成25年6月1日 平成26年12月20日

平成25年3月1日 平成26年9月24日

平成26年3月28日 平成27年1月31日

平成26年7月10日 平成27年3月27日

平成26年10月30日 平成27年3月6日

平成26年9月1日 平成27年8月31日

平成27年3月20日

平成26年10月20日 平成27年8月5日

平成26年9月1日 平成27年3月25日

平成26年10月2日 平成27年3月25日

平成25年12月1日 平成26年3月31日

平成26年6月1日 平成27年3月20日

平成26年8月28日 平成27年3月30日

平成26年5月29日 平成26年12月12日

平成26年4月7日 平成27年2月25日

平成26年6月10日 平成27年3月20日

平成26年12月17日 平成27年5月31日

平成26年4月1日 平成27年3月25日

平成27年1月22日 平成27年6月30日

平成26年7月1日 平成27年3月30日

平成26年8月17日 平成27年8月31日

平成26年10月9日 平成27年2月13日

平成22年6月1日 平成27年2月28日

平成26年10月20日 平成26年12月27日

平成26年9月1日 平成27年3月9日



（建設工事の種類） 工事 （税抜／単位：千円）

工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

 完成又は
 完成予定年月

工　　事　　経　　歴　　書

土木

注　文　者
元請又
は下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
請　負　代
金　の　額

工　　　　期

着 工 年 月

青協建設㈱ 下請
ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ美濃加茂製
作所塗装工場 岐阜県 美濃加茂市 4,357

㈱市川工務店 下請 高蔵寺浄水場 愛知県 春日井市 3,310

各務原市 官公庁
側溝改修工事（那加前野
町） 岐阜県 各務原市 2,857

その他 26,635

合　計 1,506,575

うち元請工事

518,710

平成26年5月20日 平成26年10月20日

平成26年8月1日 平成27年2月28日

平成26年11月21日 平成27年2月6日



（建設工事の種類） 工事 （税抜／単位：千円）

前田建設工業㈱ 下請 八事表台計画新築工事 愛知県 名古屋市 91,525

合　計 91,525

うち元請工事

平成26年4月1日 平成27年3月31日

工　　事　　経　　歴　　書

建築

注　文　者
元請又
は下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
請　負　代
金　の　額

工　　　　期

着 工 年 月
 完成又は
 完成予定年月

工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名



（建設工事の種類） 工事 （税抜／単位：千円）

戸田建設㈱ 下請
新日鉄小牧岩倉ごみ処
理 愛知県 小牧市 26,200

大日本土木㈱ 下請 岐阜境川橋脚 岐阜県 岐阜市 18,961

丸誠林建設㈱ 下請 県単河川維持 岐阜県 各務原市 2,509

大邦興業㈱ 下請 新濃尾大橋（渡辺組）2 岐阜県 羽島市 1,200

合　計 48,870

工　　事　　経　　歴　　書

とび・土工・コンクリート

注　文　者
元請又
は下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
請　負　代
金　の　額

工　　　　期

着 工 年 月
 完成又は
 完成予定年月

工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

平成25年11月1日 平成26年10月30日

うち元請工事

平成25年10月7日

平成26年9月1日

平成26年11月30日

平成27年8月31日

平成26年9月1日 平成27年8月31日



（建設工事の種類） 工事 （税抜／単位：千円）

TSUCHIYA㈱ 下請 名二環　4 愛知県 海部郡飛島村 45,750

各務原市 官公庁
市道那６９１号線道路改
良その２工事 岐阜県 各務原市 40,443

前田建設工業㈱ 下請 守山（25） 岐阜県 岐阜市 35,829

前田建設工業㈱ 下請 土岐アウトレット第4期 岐阜県 土岐市 32,197

㈱市川工務店　東
濃支店 下請 下山造成 愛知県 豊田市 32,000

佐藤・大栄 特定建
設工事共同企業体 下請 新白鳥保育所整備工事 愛知県 弥富市 31,863

岐阜県岐阜土木事
務所 官公庁

県単　道路維持修繕業
務（県債）委託工事 岐阜県 各務原市 26,408

岐阜県岐阜土木事
務所 官公庁

公共防災安全交付金（舗
装道補修） 岐阜県 各務原市 17,643

TSUCHIYA㈱ 下請 APCｴｱﾛ 岐阜県 各務原市 15,279

青協建設㈱ 下請
美濃ファウンドリ　新築工
事 岐阜県 美濃市 14,358

㈱NIPPO 下請 イオンモール 岐阜県 各務原市 12,600

コマツ建機販売㈱ 民間
中部C　岐阜支店　洗車
場設置工事 岐阜県 各務原市 12,200

青協建設㈱ 下請 メイラ 岐阜県 関市 10,515

各務原市 官公庁
舗装打換工事（那加雄飛
ケ丘町外） 岐阜県 各務原市 7,650

各務原市 官公庁
舗装補修工事（那加新加
納町） 岐阜県 各務原市 7,509

各務原市 官公庁
道路補修工事（那加桐野
町外５） 岐阜県 各務原市 4,629

㈱奥村組 下請 長良三法荘　2 岐阜県 岐阜市 3,500

合　計 350,373

平成27年1月16日 平成27年3月20日

平成26年7月1日 平成26年8月8日

平成26年11月1日 平成27年3月31日

平成26年9月4日 平成26年10月31日

平成27年5月21日 平成27年7月31日

平成26年7月1日 平成27年3月31日

平成26年10月23日

工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

工　　事　　経　　歴　　書

ほ装

注　文　者
元請又
は下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
請　負　代
金　の　額

工　　　　期

着 工 年 月
 完成又は
 完成予定年月

平成27年3月6日

うち元請工事

116,482

平成26年3月10日 平成26年11月4日

平成25年5月23日 平成27年8月31日

平成26年7月22日 平成26年11月18日

平成26年5月19日 平成26年10月20日

平成26年7月28日 平成27年5月30日

平成26年4月1日 平成26年9月26日

平成26年10月16日 平成27年1月31日

平成26年7月7日 平成27年3月31日

平成26年5月20日 平成26年10月20日

平成26年6月1日 平成27年5月31日



（建設工事の種類） 工事 （税抜／単位：千円）

各務原市 官公庁
宝積寺南４号公園整備
工事 岐阜県 各務原市 28,665

トップウェル㈱ 下請 オークワ関 岐阜県 関市 25,655

㈱加藤組 下請 笠松運動公園 岐阜県 羽島郡笠松町 12,400

大日本土木㈱ 下請 宝積寺浄化槽 岐阜県 各務原市 4,290

合　計 71,010

工　　事　　経　　歴　　書

造園

注　文　者
元請又
は下請
の別

JV
の
別

工　　事　　名
請　負　代
金　の　額

工　　　　期

着 工 年 月

工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

28,665

 完成又は
 完成予定年月

平成26年5月29日 平成27年3月20日

平成26年10月1日 平成27年2月27日

平成26年11月4日 平成27年3月25日

平成27年4月2日 平成27年4月24日

うち元請工事


