
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
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落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1
社会資本整備総合交付金事業
市道越田和線　道路改良工事

市道越田和線 船引町南移字町尻地内
改良工（暫定）　延長Ｌ＝２０．０ｍ
幅員Ｗ＝４．００（５．００）ｍ

R2.3.27
土木一式工
事

15,600,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

2 除染除去物端末輸送業務（北移行政区（町その１）） 船引町北移字北浦地内 除染除去物端末輸送　Ｎ＝９９３袋 R1.11.22 業務委託 34,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

3 除染除去物端末輸送業務（北移行政区（町その２）） 船引町北移字池ノ入地内 除染除去物端末輸送　Ｎ＝１，３９６袋 R1.11.22 業務委託 47,400,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

4 上大越字水神宮地区　水路整備工事 大越町上大越字水神宮地内 水路整備工　L＝１７４．４ｍ R2.3.13
土木一式工
事

25,000,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 指名

5 下大越字三斗蒔地区　水路整備工事 大越町下大越字三斗蒔地内 水路整備工　L＝２１０．０ｍ R2.3.13
土木一式工
事

43,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

6 除染除去物端末輸送業務（大越地区外１箇所） 大越町上大越字赤根坂地内外
除染除去物端末輸送　Ｎ＝３１３袋

R1.11.22 業務委託 14,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

7 除染除去物除去土壌搬出業務（滝根運動場外２箇所） 滝根町神俣字河原地内外
除染除去物除去土壌搬出輸送　Ｎ＝８７８
袋

R1.12.20 業務委託 37,600,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

8 大越診療所下水道管新設工事 大越町下大越字上田地内
施工延長　L＝92.55ｍ　（単独事業φ150
開削工法　L＝92.55ｍ）

R2.3.27 下水道工事 14,200,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

9 大田立消火栓設置工事 大越町上大越字大田立地内 N＝１基 R1.12.20 上水道工事 1,270,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

10 滝根浄水場ろ過砂交換及び沈砂池・沈殿池清掃業務委託 滝根町神俣字入新田地内
ろ過砂交換　６池
沈砂池・沈殿池清掃　一式

R1.12.13 業務委託 3,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

11 菅谷字山田地区　水路整備工事 滝根町菅谷字山田地内 水路整備工　L＝２００．０ｍ R2.3.13
土木一式工
事

13,200,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

12 船引町小沢地区　水路整備工事 船引町船引字宮向地内 水路整備工　L＝１２０．０ｍ R2.3.13
土木一式工
事

10,400,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

13 市道　追分文珠上線　道路改良工事
市道追分文珠
上線

船引町文珠字上地内
改良工（暫定）　延長Ｌ＝１６０．００ｍ
幅員Ｗ＝４．００（５．００）ｍ

R2.2.28
土木一式工
事

6,350,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

14 下大越字中平地区　水路整備工事 大越町下大越字中平地内 水路整備工　L＝２８０．０ｍ R2.3.13
土木一式工
事

8,570,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

15 古道字柳沢地区　水路整備工事 都路町古道字柳沢地内 水路整備工　L＝２３０．０ｍ R2.3.13
土木一式工
事

11,100,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

16 堀田字下田代地区　水路整備工事 常葉町堀田字下田代地内 水路整備工　L＝３３０．０ｍ R2.3.13
土木一式工
事

13,500,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名
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17 常葉行政局改装工事 常葉町常葉字町裏地内 グリルシャッター設置　Ｎ＝２箇所 R1.12.27 建築工事 6,750,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

18 除染除去物端末輸送業務（山根行政区（６号組その２）） 常葉町山根字池ノ畑地内 除染除去物端末輸送　Ｎ＝１，７４５袋 R1.11.22 業務委託 56,500,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

19 除染除去物端末輸送業務（大滝根山分屯基地） 常葉町早稲川地内 除染除去物端末輸送　Ｎ＝２，０３４袋 R1.12.20 業務委託 72,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

20 市道高森線道路改良に伴う配水管布設工事 常葉町鹿山字広畑地内 配水管ポリエチレン管　φ75　L＝89.0ｍ R2.3.19 上水道工事 3,050,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

21 船引浄水場合併処理浄化槽設置工事 船引町船引字上川原地内 合併処理浄化槽　N＝１基 R2.3.27
暖冷房衛生
設備工事

12,900,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

22 船引浄水場流量計更新工事 船引町船引字上川原地内 超音波レベル計　N＝４台 R2.2.28
電気設備工
事

8,870,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

23 ふくしま森林再生事業　常葉地区４－②工区　森林整備業務委託 常葉町西向字池ノ入地内
常葉地区４－②工区（常葉町西向字池ノ入
地内）森林整備Ａ＝14.46ha（樹下植栽）

R2.1.17 業務委託 19,000,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

24 船引分団第二部屯所新築工事実施設計業務委託 船引町船引字五升車地内
屯所新築工事実施設計業務　W造２階建
A＝１４５㎡（１階８０㎡　２階６５㎡）

R2.2.28 業務委託 2,340,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　昇 指名

25 船引町今泉地区　水路整備測量設計業務委託 船引町今泉字黒助地内 測量設計業務　L＝３００．０ｍ（水路） R2.2.28 業務委託 6,700,000 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

26 船引町遠山沢地区　水路整備測量設計業務委託 船引町遠山沢字反田地内 測量設計業務　L＝２７０．０ｍ（水路） R2.2.28 業務委託 6,200,000 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


