
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工期
工事等種

別
落札金額
（税抜き）

落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 古道体育館耐震改修・大規模改修建築主体工事 都路町古道字遠下前地内
○耐震改修工事　水平ブレース補強　N=２８箇所　垂
直ブレース補強　N=６箇所　○大規模改修工事　外壁
塗装改修　A=1,011.02㎡　天井遮熱改修　A=866.32㎡

H30.3.23 建築工事 262,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

1 古道地区　水路整備工事 古道地区 都路町古道地内

水路整備工　７地区　排水フリューム(WH400）：
L=500.0ｍ　排水フリューム（WH500）：L=300.0ｍ　排水
フリューム（WH700）：121.0ｍ　集水桝（600×600）：
N=1.0基　集水桝（1000×1000）：N=4.0基

H30.3.23 土木工事 26,200,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

2 市道南１号柏原２号線　舗装新設工事
市道南１号柏原
２号線

船引町芦沢字南地内 舗装工　L=360.0ｍ　W=4.0（5.0）ｍ H29.12.22 舗装工事 17,580,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

3 水道施設保全改修　県道船引大越小野線配水管布設工事（３工区） 大越町下大越字境野町地内
県道船引大越小野線配水管布設工事　ダ
クタイル鋳鉄管　DIP－GX　Ø200
L=340.00ｍ

H30.3.23 上水道工事 33,800,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

4 水道施設保全改修　県道船引大越小野線配水管布設工事（４工区） 大越町下大越字下田地内
県道船引大越小野線配水管布設工事　ダ
クタイル鋳鉄管　DIP－GX　Ø200
L=400.20ｍ

H30.3.23 上水道工事 36,750,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

5 市道島ノ松２号線　道路改良舗装工事
市道島ノ松２号
線

滝根町菅谷字島ノ松地内
改良延長　L=90.0ｍ　　舗装延長　L=150.0
ｍ　　幅員　W=4.0ｍ

H30.1.26 土木工事 13,300,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

6 市道馬場早風線　道路改良舗装工事
市道馬場早風
線

滝根町菅谷字作田下地内
改良（暫定）延長　L=120.0ｍ　　舗装延長
L=64.5ｍ　　幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H29.12.22 土木工事 4,450,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

7 坂ノ下１団地屋上防水工事 常葉町常葉字坂ノ下地内 屋上防水シート改修　A=478㎡ H29.11.24 建築工事 5,660,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

8 船引馬場団地４号棟屋上防水工事 船引町船引字馬場地内 屋上防水シート改修　A=434㎡ H29.11.24 建築工事 5,150,000 有限会社　鈴木工務所 代表取締役　鈴木　丈夫 指名

9 市営住宅解体工事 滝根町神俣字町地内外
市営住宅解体　N=10戸（町団地２戸　旧関
場団地１戸　本坊団地３戸　今泉団地２戸
御前池団地２戸）

H29.11.24 建築工事 6,400,000 有限会社　永山工務店 代表取締役　永山　正一 指名

10 下里団地１号棟屋上防水工事 船引町船引字城ノ内地内 屋上防水シート改修　A=478㎡ H29.11.24 建築工事 6,400,000 有限会社　佐藤建築 代表取締役　佐藤　淳一 指名

11 下里団地２号棟屋上防水工事 船引町船引字城ノ内地内 屋上防水シート改修　A=478㎡ H29.11.24 建築工事 6,400,000 有限会社　佐藤建築 代表取締役　佐藤　淳一 指名

12 市道平線　道路舗装工事 市道平線 船引町上移字根岸地内
道路舗装工　舗装①区間　L=130.0ｍ　　舗
装②区間　L=75.0ｍ　　舗装③区間
L=120.0ｍ

H29.10.27 舗装工事 5,150,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

13 市道石田舘線　舗装新設工事 市道石田舘線 船引町春山字石田地内 舗装工　L=180.0ｍ　W=4.0ｍ H29.11.24 舗装工事 8,500,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

14 市道追分文珠上線　舗装新設工事
市道追分文珠
上線

船引町春山字大平地内 舗装延長　L=80.0ｍ　　幅員　W=4.0（5.0）ｍ H29.10.27 舗装工事 5,000,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

15 古道体育館耐震改修・大規模改修機械設備工事 都路町古道字遠下前地内
○衛生器具設備改修　洋風便器改修　N=
７組　　○屋内消火栓設備改修　消火ポン
プユニット設置　N=１基

H30.3.23
暖冷房衛生
設備工事

9,250,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　学 指名

16 古道体育館耐震改修・大規模改修電気設備工事 都路町古道字遠下前地内
○屋内電灯設備改修　１階電灯　N=44台
２階電灯　N=52台　　○放送設備改修　ワ
ゴンアンプ設置　N=１台

H30.3.23
電気設備工
事

21,700,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　先崎　元勝 指名

17 市道越田和線　補償物件調査算定業務委託 市道越田和線 船引町南移字越田和地内 補償物件調査算定　N=1.0式 H29.11.24 業務委託 2,450,000 株式会社　福島調査設計 代表取締役　渡辺　剛 指名

18 市道田子屋線　道路概略設計業務委託 市道田子屋線 大越町下大越字田子屋地内 道路概略設計　L=3.00ｋｍ H29.12.28 業務委託 3,900,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

平成２９年７月３１日執行　入札結果一覧表



19 早稲川字鬼五郎地内水利権更新許可申請書作成業務委託
第１水源取水口
（大滝根川支流上
沢川右岸既設）

大越町早稲川字鬼五郎地内
水利使用許可申請書作成（現状の把握、
計画給水人口・給水量の算出、申請書類
の作成、照査）

H30.2.23 業務委託 4,400,000 株式会社　アーバン設計田村営業所 所長　原田　宗一 指名

20 古道体育館耐震改修・大規模改修工事監理業務委託 都路町古道字遠下前地内
耐震改修・大規模改修工事監理業務　N=１
式　用途：体育館　ＲＣ＋Ｓ造　２階建
A=1,255㎡

H30.3.23 業務委託 5,140,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　昇 指名

21 滝根浄水場１号、３号配水池清掃業務委託 滝根町神俣字入新田地内

滝根浄水場１号、３号配水池清掃業務　　・１号配水池
清掃業務　１箇所（RCタンク　２槽　総容量：452㎥）　・
３号配水池清掃業務　１箇所（ＰＣタンク　総容量：
678.9㎥）

H29.9.22 業務委託 500,000 株式会社　イワキ 代表取締役　原　信男 指名

22 常葉水道事業区域配水池等清掃業務委託 常葉町常葉字舘地内他

清掃業務内容　　・舘配水池　ＲＣ造　３棟１基　総容量390.0㎥【高圧滅
菌洗浄及び水質検査】　・石巻田浄水池　ＲＣ造　２棟１基　総容量22.5
㎥【高圧滅菌洗浄及び水質検査】　・久保配水池　ＲＣ造　２棟１基　底面
積79.0㎡【ロボット洗浄及び水質検査】　・久保減圧弁　ＲＣ造　１棟１基
底面積　8.0㎡【ロボット洗浄及び水質検査】

H29.10.27 業務委託 600,000 株式会社　イワキ 代表取締役　原　信男 指名

23 消防小型動力ポンプ購入 船引町船引字畑添76番地2 消防小型動力ポンプ　３台購入 H29.12.20 物品購入 4,500,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

24 消防用ホース購入 船引町船引字畑添76番地2 消防用ホース　１７０本 H29.12.20 物品購入 5,695,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名


