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1 H22.10.29 7-31 水道施設保全改修常葉浄水場計装更新工事 常葉町常葉字長縄地内外
常葉浄水場区域内施設の水道テ
レメーター機器更新工事　データ
送信装置　１４基

平成２２年１１月１日
平成２３年３月１８日

電気設備工事 37,830,000 1,891,500 39,721,500 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 条件付き

2 H22.10.29 1-167
公共下水道事業管渠布設工事（上大越字元池第３地
内）

大越町上大越字元池地内外 施工延長　L=37.84ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年２月２８日

下水道工事 5,000,000 250,000 5,250,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

3 H22.10.29 1-173 公共下水道事業管渠布設工事（船引字番匠地内） 船引町船引字番匠地内 施工延長　L=123.00ｍ
平成２２年１１月１日
平成２２年１２月１７日

下水道工事 5,000,000 250,000 5,250,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

4 H22.10.29 2-31
地域振興基金事業市道一ノ坪あぶくま洞線排水路整
備工事

滝根町菅谷字糠塚地内 排水工　L=133.1ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年１月３１日

土木工事 5,600,000 280,000 5,880,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

5 H22.10.29 1-170 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台二丁目地内） 船引町東部台二丁目地内 施工面積　A=4225.54㎡
平成２２年１１月１日
平成２３年　３月２５日

舗装工事 16,150,000 807,500 16,957,500 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　等 指名

6 H22.10.29 1-64
地方特定道路整備事業　市道拾貫内本郷線舗装新設
工事

市道拾貫内本郷線 船引町芦沢字松ケ作地内
舗装工　L=183.5m
幅員　W=5.5（7.0）ｍ

平成２２年１１月１日
平成２３年　１月２８日

舗装工事 8,350,000 417,500 8,767,500 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

7 H22.10.29 1-63
地方特定道路整備事業　市道拾貫内本郷線道路改良
工事

市道拾貫内本郷線 船引町芦沢字本郷前地内
改良工　Ｌ＝190.0m
幅員　W=5.5（7.0）m

平成２２年１１月１日
平成２３年　３月２２日

土木工事 21,900,000 1,095,000 22,995,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

8 H22.10.29 1-169 市道中原１号線道路改良舗装工事 市道中原１号線 大越町下大越字中原地内
延長　L=94.5ｍ　幅員　W=6.0
（8.0）ｍ

平成２２年１１月１日
平成２３年　３月２８日

土木工事 18,500,000 925,000 19,425,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

9 H22.10.29 4-16 市道古道線（阿園平）道路改良工事 都路町古道字阿園平地内 改良工　L=190.0ｍ　W=3.0（4.0）ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年３月２５日

土木工事 9,300,000 465,000 9,765,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　政一 指名

10 H22.10.29 4-14 基盤整備促進事業農道小滝沢線道路舗装工事 都路町古道字小滝沢地内 舗装工　L=805.9ｍ　W=4.0ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年３月２８日

舗装工事 15,100,000 755,000 15,855,000 株式会社　東友建設
代表取締役　赤石沢　善
正

指名

11 H22.10.29 1-168
公共下水道事業舗装復旧工事（上大越字元池地内
外）

大越町上大越字元池地内外 舗装面積　A=1465.58㎡
平成２２年１１月１日
平成２３年１月２８日

舗装工事 9,700,000 485,000 10,185,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

12 H22.10.29 7-29
石綿セメント管更新事業市道山口遠上線第２地内配水
管布設替工事

大越町上大越字中広土地内 配水管布設替　L=195.49ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年３月１８日

上水道工事 8,400,000 420,000 8,820,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　菊雄 指名

13 H22.10.29 7-30
石綿セメント管更新事業市道下内白石線配水管布施
替工事

大越町上大越字槻木地内 配水管布設替　L=248.18ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年３月１８日

上水道工事 9,200,000 460,000 9,660,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

14 H22.10.29 7-26
石綿セメント管更新事業市道駅前馬場線　船引第２地
内配水管布設替工事

船引町船引字上大平地内 配水管布設替　L=200.62ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年３月１８日

上水道工事 8,690,000 434,500 9,124,500
マル武建設工業　株式
会社

代表取締役　武田　幸子 指名

15 H22.10.29 7-27
石綿セメント管更新事業西中子縄地内配水管布設替
工事

船引町船引字西中子縄地内
配水管布設替　L=220.03ｍ
不断水分岐工　N=1箇所

平成２２年１１月１日
平成２３年３月１８日

上水道工事 9,100,000 455,000 9,555,000
株式会社　大和田設備
工業

代表取締役　大和田　茂 指名

16 H22.10.29 1-165
公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第３地
内）

船引町東部台三丁目地内 施工延長　L=157.00ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年２月２５日

下水道工事 16,500,000 825,000 17,325,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

17 H22.10.29 1-161
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目第３地
内）

船引町東部台四丁目地内 施工延長　L=138.20ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年２月２５日

下水道工事 12,980,000 649,000 13,629,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　善隆 指名

18 H22.10.29 1-166
公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第４地
内）

船引町東部台三丁目地内 施工延長　L=233.87ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年２月２８日

下水道工事 12,400,000 620,000 13,020,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

19 H22.10.29 1-162
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目第４地
内）

船引町東部台四丁目地内 施工延長　L=135.55ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年２月２５日

下水道工事 13,000,000 650,000 13,650,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

20 H22.10.29 1-171
公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第５地
内）

船引町東部台三丁目地内 施工延長　L=241.70ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年２月２８日

下水道工事 12,100,000 605,000 12,705,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二 指名

21 H22.10.29 1-163
公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第２地
内）

船引町東部台三丁目地内 施工延長　L=120.00ｍ
平成２２年１１月１日
平成２３年２月２５日

下水道工事 11,900,000 595,000 12,495,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　等 指名

22 H22.10.29 7-36 船引浄水場第２配水池・第３配水池清掃業務委託 船引町船引字山ノ内地内外 配水池内部底面清掃業務　２池
平成２２年１１月１日
平成２３年１月３１日

業務委託 1,940,000 97,000 2,037,000 株式会社　イワキ 代表取締役　原　信男 指名

23 H22.10.29 7-30
石綿セメント管更新事業県道郡山大越線外配水管布
設替測量設計業務委託

大越町下大越字川向地内
配水管布設替工事測量設計業務
委託　L=690m

平成２２年１１月１日
平成２３年３月１８日

委託業務 3,100,000 155,000 3,255,000
新日本設計　株式会社
福島営業所

所長　野口　春美 指名

24 H22.10.29 1-66 滝根中学校体育館耐震診断業務委託 滝根町神俣字中広土地内
耐震診断業務委託　S造平屋
A=694㎡

平成２２年１１月１日
平成２３年３月２５日

業務委託 1,200,000 60,000 1,260,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名


