
No 工 事 名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工 期 工 事 種 別 落 札 金 額 落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 常葉小学校校舎大規模改造工事 常葉小学校 常葉町常葉字上野地内 ＦＦ石油暖房機設置　N=４４台 H25.10.31
暖冷房衛生
設備工事

31,700,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 条件付き

2 西向小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造工事 西向小学校 常葉町西向字屋形地内
鉄骨補強工事一式
床下地組・床フローリング張り　A=420㎡

H25.11.29 建築工事 74,000,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 条件付き

3 あぶくま洞切羽浮石除去点検業務委託 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 切羽浮石除去点検一式 H25.12.25 業務委託 3,450,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

4 郡山地方広域消防組合田村消防署移分駐所建設工事
田村消防署
移分駐所

船引町上移字後田地内 木造平屋建新築　A=118.38㎡ H25.11.29 建築工事 28,000,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

5 船引小学校校庭排水処理改良工事 船引小学校 船引町船引字南元町地内 校庭排水処理一式 H25.08.30 土木工事 4,950,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

6 市道駅前馬場線舗装新設工事
市道駅前馬
場線

船引町船引字今年田地内 舗装工　L=55.7m　W=6.0(10.0)m H25.08.09 舗装工事 2,700,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

7 西向小学校校舎大規模改造工事 西向小学校 常葉町西向字屋形地内
ＦＦ暖房機改修（29台）一式
オイル配管改修一式

H25.10.31
暖冷房衛生
設備工事

19,400,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

8 船引南中学校校舎大規模改造工事
船引南中学
校

船引町堀越字丸森地内
ＦＦ暖房機改修（23台）一式
オイル配管改修一式

H25.10.31
暖冷房衛生
設備工事

19,300,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

9 移中学校校舎大規模改造工事 移中学校 船引町上移字橋本地内 ＦＦ暖房機改修（37台）一式 H25.10.31
暖冷房衛生
設備工事

19,200,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

10 瀬川小学校屋内運動場トイレ改修工事 瀬川小学校 船引町新舘字軽井沢地内 トイレ改修（水洗化）一式 H25.08.30
暖冷房衛生
設備工事

5,950,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

11 あぶくま眺望台法面落石防止工事
あぶくま眺望
台

滝根町菅谷字東釜山地内 ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工　A=60.0m H25.07.19 土木工事 2,670,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

12 あぶくま洞園地内展望台手摺及び床修繕工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内
手摺製作取付　L=33.0m
オーバーレイ工　A=95.8㎡

H25.07.19 建築工事 3,600,000 有限会社　永山工務店 代表取締役　永山　正一 指名

13 防災・安全交付金事業　市道大橋中広土線橋梁修正設計業務委託
市道大橋中
広土線

滝根町広瀬字針湯地内 橋梁修正設計一式 H26.03.25 業務委託 1,850,000 株式会社　郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

14 市道石田舘線測量設計業務委託
市道石田舘
線

船引町春山字石田地内
基準点測量・地形測量一式
路線測量　L=0.55km
道路詳細設計　L=0.55km

H26.02.21 業務委託 4,800,000 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

15 大越小学校敷地測量設計業務委託 大越小学校 大越町上大越字元池地内
用地測量A=2.8ha
敷地測量A=2.8ha

H26.03.25 業務委託 11,700,000 株式会社　郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

16 滝根地区統合小学校敷地測量設計業務委託
滝根地区統
合小学校

滝根町神俣字弥五郎内地内
用地測量A=2.5ha
敷地測量A=2.2ha

H26.03.25 業務委託 9,000,000 株式会社　郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

17 滝根地区統合小学校地質調査業務委託
滝根地区統
合小学校

滝根町神俣字弥五郎内地内
地質調査一式（機械ボーリング・標準貫
入試験）　N=8箇所

H25.12.10 業務委託 7,500,000 株式会社　福島地下開発 代表取締役　須藤　和徳 指名

18 大越小学校地質調査業務委託 大越小学校 大越町上大越字元池地内
地質調査一式（機械ボーリング・標準貫
入試験）　N=8箇所

H25.12.10 業務委託 7,500,000 山北調査設計　株式会社 代表取締役　林　英幸 指名

19 滝根地区統合小学校新築工事実施設計業務委託
滝根地区統
合小学校

滝根町神俣字弥五郎内地内
校舎；RC造･3階･延床面積≒4,000㎡
体育館；S造･1階･延床面積≒900㎡
外構一式

H26.03.28 業務委託 49,000,000 株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　山口　寛 指名

20 大越小学校改築工事実施設計業務委託 大越小学校 大越町上大越字元池地内
校舎；RC造･3階･延床面積≒4,000㎡
体育館；S造･1階･延床面積≒900㎡
外構一式　プール一式

H26.03.28 業務委託 49,500,000 株式会社　水上設計 代表取締役　水上　朗 指名

21
船引町地域振興基金 地域コミュニティ整備事業　各地区公民館用ス
ポーツ用具購入

各地区公民館
スポーツ用具購入（イージーアップテント
ほか18品）

H25.06.28 備品購入 1,595,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名

22 常葉地区スクールバス購入（中型バス） 常葉町常葉字町裏地内
常葉地区スクールバス（中型バス・45人
乗）1台

H25.11.29 備品購入 11,000,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 指名

23 常葉地区スクールバス購入（マイクロバス） 常葉町常葉字町裏地内
常葉地区スクールバス（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ･29人
乗）1台

H25.11.29 備品購入 5,900,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名

24 消防用ホース購入 船引町船引字馬場川原地内 消防用ホース　１７０本 H25.09.30 備品購入 5,440,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

25 消防小型動力ポンプ購入 船引町船引字馬場川原地内 消防小型動力ポンプ　８台 H25.12.20 備品購入 10,400,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

平成２５年５月２９日執行　入札結果一覧表


