（様式３）
平成２５年１２月２６日執行
番号
工事 名称
委第３－１号
1
町道南狼沢線測量調査設計業務委託
委第３－２号
2
町道東清水線（仮称）測量設計業務委託
第２号
3
農業基盤整備促進事業 駒ヶ嶺地区パイプライン布設工事
第３号
4
農業基盤整備促進事業 原地区パイプライン布設工事
２５新除第２－１号
5
除染作業等業務委託（公共施設等）
２５新除第２－２号
6
除染作業等業務委託（公共施設等）
２５新除第２－３号
7
除染作業等業務委託（公共施設等）
２５新除仮第１号
8
谷地小屋地区仮置場（南側）造成工事
第4-1-6-1号
9
一般廃棄物最終処分場管理道路舗装等修繕工事
工第２－３号
10

駒ヶ嶺駅前広場舗装修繕工事

入 札 結 果

落 札 者
請負金額（円） 着完 工成
南相馬市 株式会社 日建
H25.12.26
新地町谷地小屋字五郎四郎地内
代表取締役 櫻井 雄志 6,510,000 H26.03.28
新地町 有限会社 アーバンプランニング
H25.12.26
新地町駒ヶ嶺字東清水地内
代表取締役 加藤 浩二
735,000 H26.03.28
新地町 有限会社 サンリット工業
H25.12.27
新地町駒ヶ嶺字武井地内
代表取締役 加藤 優 44,835,000 H26.03.31
新地町 株式会社 渡辺建設
H25.12.27
新地町谷地小屋字原地内
代表取締役 鈴木 幸子 21,000,000 H26.03.31
新地町 相馬造園土木 株式会社
H25.12.26
新地町大字福田地内
代表取締役 小泉 武光 19,425,000 H26.03.31
新地町 株式会社 エスピーエス
H25.12.26
新地町小川・谷地小屋・今泉地内
代表取締役 小野 義彦 9,975,000 H26.03.31
新地町 相馬造園土木 株式会社
H25.12.26
新地町駒ヶ嶺地内
代表取締役 小泉 武光 8,820,000 H26.03.31
新地町 相馬造園土木 株式会社
H25.12.27
新地町谷地小屋字北畑地内
代表取締役 小泉 武光 45,990,000 H26.03.31
新地町 有限会社 猪狩組
H25.12.26
新地町大字福田字北原地内
代表取締役 猪狩 喜悦 3,087,000 H26.03.31
新地町 株式会社 千田建設
H25.12.26
工事 場所

新地町駒ヶ嶺字深町地内

代表取締役 千田 喜雄

概
要
路線測量 L=140m
用地測量 A=3.17ha
土質測量 １式
道路詳細設計 L=140m

備 考

延長 L=100.0m
幅員 W=3.0(4.0)

不落随契

管布設工 L=1,247m
管布設工 L=1,427m
表土除去、芝の深刈り、ブラシ洗浄
清掃、拭き取り作業等
表土除去、芝の深刈り、ブラシ洗浄
清掃、拭き取り作業等
表土除去、芝の深刈り、ブラシ洗浄
清掃、拭き取り作業等
仮置場造成工事 A=4,614.18㎡
舗装修繕工事 12箇所

土工
切土 V=220.6m3
盛土 V=136.8m3
排水工
U型側溝撤去再設置 L=4.0m
3,885,000 H26.03.31 舗装工
不陸整正 A=89.6㎡
路盤工 A=279.3㎡
アスファルト舗装工 A=395.6㎡

不落随契

（様式３）
平成２５年１２月２６日執行
番号
工事 名称
工第２－４号
11
町道維持修繕（２工区）工事
工第３－５号
12
駒町寺前線道路現道舗装工事
13
14
15

入 札 結 果

工事 場所
新地町一円
新地町駒ヶ嶺字原地内

工第３－６号

落 札 者
請負金額（円） 着完 工成
新地町 株式会社 新栄建設
H25.12.26
代表取締役 大久 洋介 3,045,000 H26.03.31
新地町 株式会社 千田建設
H25.12.26
代表取締役 千田 喜雄
新地町 株式会社 渡辺建設

原１号線道路側溝整備工事

新地町谷地小屋字原地内

代表取締役 鈴木 幸子

第４号
洞山ため池遮水工事
第25-8-5-4-35号

新地町 新和工業 株式会社
新地町駒ヶ嶺字洞山地内
代表取締役 荒 純一
新地町 有限会社 猪狩組

移転促進区域整地工事（その14）

新地町大字埓木崎字埓浜地内

代表取締役 猪狩 喜悦

概

要

維持修繕
背中振大槻線他 ３路線 ４箇所

施工延長 L=104.0m W=3.0(4.0)
舗装工 A=312.8㎡
U型側溝 L=104.0m
N=188.0枚
4,410,000 H26.03.31 Co蓋
鋼製蓋 N=10.0枚
集水桝工 １箇所
L=135.0m
H25.12.26 施工延長
路盤工 A=202.5㎡
U型側溝 L=135.0m
N=16.0枚
1,680,000 H26.03.31 Co蓋
鋼製蓋 N=8.0枚
集水桝工 １箇所
H25.12.27
遮水工 L=51.0m A=714㎡
8,505,000 H26.03.31
H25.12.27 （1工区）
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（無筋） V=218m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（鉄筋） V=45m3
A=1,407㎡
6,195,000 H26.03.31 立木伐採処分
（2工区）
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（無筋） V=53m3

備 考

