（様式３）
平成２５年１０月４日執行
番号
工事 名称
災第１号
1
農業用施設災害復旧事業 埓川第２地区 測量設計委託
災第２号
2
農地災害復旧事業 牛川地区 測量設計委託
第25-8-5-4-30号
3
防災集団移転団地確定測量業務委託（その２）
委第４号
4 震災対策農業水利施設整備事業（新地第2地区）
耐震性調査業務委託
委第１号
5 ため池等農地危機管理対策事業（鴻ノ巣ダム地区）
ハザードマップ作成業務委託
工事第１０号
6
沼ノ沢ため池災害復旧工事
工事第１１号
7
大清水ため池災害復旧工事
第25-8-5-4-25号
8
作田東地区防災集団移転団地造成工事（その４）
第25-8-5-4-26号
9
岡地区防災集団移転団地造成工事（その３）
第25-8-5-4-27号
10
雁小屋地区防災集団移転団地造成工事（その３）

入 札 結 果

落 札 者
請負金額（円） 着完 工成
南相馬市 株式会社 原測
H25.10.04
新地町大字埓木崎字埓浜地内
代表取締役 大和田 志郎 8,032,500 H26.03.28
南相馬市 株式会社 東コンサルタント
H25.10.04
新地町大戸浜字牛川地内
相双事業所 所長 黒澤 孝 5,355,000 H26.03.28
相馬市 有限会社 相馬測量設計社
H25.10.04
新地町杉目字雁小屋地区外３地区
代表取締役 伊東 春光 31,500,000 H26.03.20
南相馬市 庄建技術 株式会社
H25.10.04
新地町谷地小屋字菅ノ沢地内外
代表取締役社長 鈴木 克久 11,025,000 H25.12.20
仙台市 ＮＴＣコンサルタンツ 株式会社
H25.10.04
新地町駒ヶ嶺字鴻ノ巣地内
東北支社 支社長 月館 瑞寬 1,785,000 H26.03.28
仙台市 清水建設 株式会社 東北支店
H25.10.08
新地町大字福田字沢入地内
常務執行役員支店長 竹浪 浩 25,620,000 H26.03.31
仙台市 清水建設 株式会社 東北支店
H25.10.08
新地町谷地小屋字大清水地内
常務執行役員支店長 竹浪 浩 29,295,000 H26.03.31
新地町 有限会社 猪狩組
H25.10.08
新地町大字埓木崎字作田地内
代表取締役 猪狩 喜悦 34,860,000 H26.01.31
新地町 株式会社 新栄建設
H25.10.08
新地町谷地小屋字原地内
代表取締役 大久 洋介 23,887,500 H26.01.31
南相馬市 東北建設 株式会社
H25.10.08
新地町杉目字雁小屋地内
取締役社長 太田 常實 36,225,000 H26.01.31
工事 場所

概

要

備 考

排水路工 L=820m
農地復旧工 A=7.6ha
４級基準点測量 N=71点
境界測量 A=14.34ha
境界設置 1,637点
土質ボーリング調査
ダム・ため池安定解析
ため池ハザードマップ作成
堤体工

不落随契

堤体工

不落随契

石積工 A=69㎡
高木植栽工 N=41本
中低木植栽工 N=1,835本
照明灯設置工 N=3基
舗装工 A=285㎡
四阿設置工 N=1基
小型擁壁 V=26㎡
高木植栽工 N=14本
中低木植栽工 N=975本
照明灯設置工 N=1基
舗装工 A=287㎡
四阿設置工 N=1基
高木植栽工 73本
中低木植栽工 3,485本
園内舗装工 856㎡
縁石工 227.2m

（様式３）
平成２５年１０月４日執行
番号
工事 名称
第25-8-5-4-28号
11
大戸浜地区防災集団移転団地造成工事（その３）
第25-8-5-4-29号
12
作田西地区防災集団移転団地造成工事（その３）
第25-8-5-4-21号
13
雁小屋地区防災集団移転団地上水道整備工事
第25-8-5-4-22号
14
作田西地区防災集団移転団地上水道整備工事

入 札 結 果

工事 場所

新地町

新地町大戸浜字神後北外地内

新地町
新地町谷地小屋字駒込外地内

新地町

新地町杉目字雁小屋地内
新地町
新地町大字埓木崎字熊野外地内

落 札 者
請負金額（円） 着完 工成
新和工業 株式会社
H25.10.08
代表取締役 荒 純一 26,040,000 H26.01.31
株式会社 渡辺建設
H25.10.08
代表取締役 鈴木 幸子 37,380,000 H26.01.31
有限会社 サンリット工業
H25.10.08
代表取締役 加藤 優 26,880,000 H25.12.27
有限会社 佐藤水道設備
H25.10.08
代表取締役 佐藤 和男 18,375,000 H25.12.27

概

高木植栽工 25本
中低木植栽工 715本
園内舗装工 264㎡
縁石工 259.7m
四阿工 1箇所
高木植栽工 25本
中低木植栽工 3,240本
園内舗装工 300㎡
縁石工 320m
四阿工 1箇所

要

布設工HPEPφ100 L=413.0m
布設工HPEPφ75 L=682.6m
布設工HPEPφ50 L=287.7m
布設工PPφ20 L=378.6m
布設工HPEPφ100 L=376.8m
布設工HPEPφ75 L=109.3m
布設工HPEPφ50 L=450.9m
布設工PPφ20 L=171.4m

備 考

