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1 市道畑添源次郎線　道路改良舗装工事
市道畑添源次
郎線

船引町船引字畑添地内
改良舗装工　延長　L=113．461ｍ 、幅
員　W=6.0（12.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 不調 - - 条件付き

2 市道大堰停車場線　道路改良舗装工事
市道大堰停車
場線

大越町上大越字鷹待田地内
改良施工　延長　L=280．0ｍ 、舗装施
工　延長　L=280．0ｍ、幅員　W=4.0
（5.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 40,400,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

3 市道陣場線　橋梁下部工工事 市道陣場線 常葉町常葉字荻ノ目地内 橋梁下部工　N=1.0式 H27.3.27 土木工事 30,000,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 条件付き

4 防災・安全交付金事業　市道湯田線　道路改良工事 市道湯田線 大越町下大越字檀野平地内
改良工　延長L=226.37ｍ、幅員W=6.00
（9.50）ｍ

H27.2.27 土木工事 55,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

5 学校施設（滝根・大越）エアコン設置工事 滝根町神俣ほか地内
エアコン設置　N= 63台（滝根中31台・
大越中28台・滝根幼稚園4台）

H27.3.20
暖冷房衛
生設備工
事・電気設

不調 - - 条件付き

6 学校施設（常葉）エアコン設置工事 常葉町常葉ほか地内
エアコン設置　N= 74台（関本小19台・
常葉小29台・西向小20台・常葉幼稚園
6台）

H27.3.20
暖冷房衛
生設備工
事・電気設

118,000,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 条件付き

7 学校施設（船引その1）エアコン設置工事 船引町東部台ほか地内
エアコン設置　N= 63台（船引中45台・
美山小18台）

H27.3.20
暖冷房衛
生設備工
事・電気設

119,000,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 条件付き

8 学校施設（船引その2）エアコン設置工事 船引町上移ほか地内
エアコン設置　N= 50台（移中16台・瀬
川小15台・緑小19台）

H27.3.20
暖冷房衛
生設備工
事・電気設

111,760,000 有限会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 条件付き

9 学校施設（船引その3）エアコン設置工事 船引町堀越ほか地内
エアコン設置　N= 70台（芦沢小24台・
船引南小23台・船引南中23台）

H27.3.20
暖冷房衛
生設備工
事・電気設

110,000,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　善治 条件付き

10 学校施設（船引その4）エアコン設置工事 船引町船引ほか地内
エアコン設置　N= 62台（要田小17台・
船引小45台）

H27.3.20
暖冷房衛
生設備工
事・電気設

不調 - - 条件付き

1 道路改良関連　市道畑添源次郎線配水管布設替工事 船引町船引字畑添地内
配水管布設替工事　水道配水用ポリ
エチレン管　HPPE　φ 150　L=115.00ｍ

H27.3.20
上水道工
事

5,400,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

2 公共下水道事業管渠布設工事（船引字和尚坦地内外） 船引町船引字和尚坦地内外
施工延長　L=177.75ｍ（基幹事業
L=153.75ｍ、効果促進事業L=24.00ｍ）

H26.11.14
下水道工
事

12,200,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

3 社会資本整備総合交付金事業　市道井堀光大寺線　道路改良工事
市道井堀光大
寺線

船引町芦沢字猫台地内 改良工（暫定）　切土延長　L=150.0ｍ H27.3.27 土木工事 27,200,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

4 市道駅前馬場線　道路改良舗装工事
市道駅前馬場
線

船引町船引字下扇田地内
改良舗装工　延長　L=140.0m、幅員
W=6.0（10.0）m

H27.3.27 土木工事 27,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

5 社会資本整備総合交付金事業　市道定福山口線　道路改良舗装工事
市道定福山口
線

常葉町山根字定福地内
改良延長　L=125.0ｍ、舗装延長
L=160.0ｍ、幅員　W=5.5（7.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 21,100,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

6 市道陣場線　道路改良工事 市道陣場線 常葉町常葉字荻ノ目地内
施工延長　L=80.0ｍ、幅員W=4.0（5.0）
ｍ

H27.3.27 土木工事 12,500,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

7 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字五林平第２地内） 滝根町神俣字五林平地内
施工延長　L=196.50ｍ（基幹事業
L=196.50ｍ　）

H27.1.16
下水道工
事

13,300,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

8 道路改良関連　市道湯田線配水管布設替工事 大越町下大越字檀野平地内
配水管布設替工　HPPE　φ 150
L=143.9m

H27.2.27
上水道工
事

11,000,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

9 基幹改良事業　県道上移常葉線送水管布設替工事 常葉町常葉字上野地内
送水管布設替工事　DIS-NS　φ 150
L=267.00ｍ、舗装本復旧工　A=1,122.4
㎡

H27.3.20
上水道工
事

18,900,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10 基幹改良事業　市道町裏線送水管布設替工事 常葉町常葉字町裏地内
送水管布設替工事　DIS-NS　φ 150
L=273.10ｍ、舗装本復旧工　A=575.2
㎡

H27.3.20
上水道工
事

15,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

11 水量拡張事業　県道小野富岡線　配水管布設替第2回工事 滝根町神俣字和貢地内
配水管布設替工事　DＩP-NS　φ 300
L=246.48m（246.93ｍ）

H27.2.27
上水道工
事

26,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

12 都路診療所ボイラー・トイレ便器等取替工事 都路町古道字寺下地内
暖房給湯用ボイラー取替　N=1.0台、
大便器取替　N=14.0台、小便器取替
N=7.0台、手洗器等改修　N=1.0式

H26.11.28
暖冷房衛
生設備工
事

8,100,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　清孝 指名

13 道路改良関連　市道大林坊ノ入線配水管布設替工事 大越町下大越字大林地内
配水管布設替工　HPPE　φ 150
L=83.0m

H26.12.12
上水道工
事

3,650,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

14 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字日照田地内） 大越町下大越字日照田地内
施工延長　L=27.70ｍ（基幹事業
L=27.70ｍ　）

H27.2.6
下水道工
事

不調 - - 指名

15 北鹿又字地蔵後地内　水路整備工事 船引町北鹿又字地蔵後地内
水路整備　L=32.0ｍ（排水ﾌﾘﾕｰﾑ1000
×1000）

H26.11.28 土木工事 2,550,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名
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16 準用河川明部渕川筋　排水路整備工事
準用河川明部
渕川筋

大越町上大越字寺前地内 水路工（H=1200×Ｗ2000）　L=69.1ｍ H27.3.27 土木工事 9,050,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

17 防災・安全交付金事業　市道湯田線　防火水槽補償工事 市道湯田線 大越町下大越字檀野平地内 防火水槽設置　N=1.00基 H27.3.27 土木工事 5,600,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

18 林道合子線　水路修繕工事 林道合子線 都路町古道字番坊地内 水路修繕工　L=200.0ｍ H26.10.31 土木工事 4,150,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

19 休石地区　水路整備計画測量設計業務委託 常葉町西向字休石地内 測量設計業務　L=930.0ｍ H27.2.27 業務委託 13,300,000
株式会社　日本測地コンサルタン
ト

代表取締役　小池　保弘 指名

20 市道曲田線（中広土工区）　測量設計業務委託
市道曲田線
（中広土工区）

大越町上大越字中広土地内
路線測量　L=0.90㎞、土質試験　N=4.0
箇所、実施設計　L=0.90㎞

H27.3.27 業務委託 8,000,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

21 佐土畑地区　水路整備計画測量設計業務委託 滝根町広瀬字佐土畑地内 測量設計業務　L=540.0ｍ H27.2.27 業務委託 8,650,000
株式会社　日本測地コンサルタン
ト

代表取締役　小池　保弘 指名

22 市道山口遠上線　測量業務委託
市道山口遠上
線

大越町上大越字山口地内
基準点測量N=1.0式、地形測量N=1.0
式、路線測量1.35㎞

H27.3.27 業務委託 5,500,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

23 学校施設（滝根・大越）エアコン設置工事監理業務委託 滝根町神俣ほか地内
監理業務一式（滝根中・大越中・滝根
幼稚園）

H27.3.20 業務委託 中止 - - 指名

24 学校施設（常葉）エアコン設置工事監理業務委託 常葉町常葉ほか地内
監理業務一式（常葉小・関本小・西向
小・常葉幼稚園）

H27.3.20 業務委託 2,800,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

25 学校施設（船引その１・その２）エアコン設置工事監理業務委託 船引町東部台ほか地内
監理業務一式（船引中・移中・美山小・
緑小・瀬川小）

H27.3.20 業務委託 3,700,000 株式会社　清水公夫研究所 代表取締役　清水　公夫 指名

26 学校施設（船引その３・その４）エアコン設置工事監理業務委託 船引町堀越ほか地内
監理業務一式（船引南中・芦沢小・船
引南小・船引小・要田小）

H27.3.20 業務委託 中止 - - 指名

27 都路診療所解析付多機能心電計更新 都路町古道字寺下50 解析付多機能心電計　一式 H26.11.28 備品購入 2,450,000 安積医科器械　株式会社 代表取締役　矢吹　忍 指名


