（様式３）
平成２４年１２月１９日執行
番号
工事 名称
委第１号
1
駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務委託
委第4－3号
2
町道雁小屋北線道路測量調査設計業務委託
委第4－4号
3
町道雁小屋北線橋梁予備設計業務委託
委第4－5号
4
町道宮田踏込畑線道路測量調査設計業務委託
委第3-3号
5
菅谷前排水路測量設計業務委託
第H24-8-5-5-9号
6
雁小屋西地区防災集団移転団地造成工事
第H24-8-5-5-10号
7
富倉地区防災集団移転団地造成工事
第H24-8-5-5-11号
8
作田東地区防災集団移転団地造成工事（その１）
第H24-8-5-5-12号
9
雁小屋地区防災集団移転団地造成工事（その１）
第H24-8-5-5-13号
10
大戸浜地区防災集団移転団地造成工事（その１）

入

札

結

果

落 札 者
請負金額（円） 着完 工成
仙台市 ＮＴＣコンサルタンツ 株式会社
H24.12.19
新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内
東北支社 支社長 竹中 雄次郎 10,080,000 H25.03.29
南相馬市 日栄地質測量設計 株式会社
H24.12.19
新地町杉目字八郎地内
原町営業所 所長 岩塚 一 9,450,000 H25.03.28
南相馬市 日栄地質測量設計 株式会社
H24.12.19
新地町杉目字八郎地内
原町営業所 所長 岩塚 一 6,195,000 H25.03.28
南相馬市 株式会社 福建コンサルタント
H24.12.19
新地町大戸浜字踏込畑地内
代表取締役 木幡 俊一 11,970,000 H25.03.28
南相馬市 株式会社 日建
H24.12.19
新地町駒ヶ嶺字菅谷前地内
代表取締役 櫻井 雄志 3,360,000 H25.03.28
新地町 株式会社 千田建設
議決の日
新地町杉目字雁小屋地内
代表取締役 千田 喜雄 78,225,000 H25.03.31
新地町 新和工業 株式会社
H24.12.21
新地町駒ヶ嶺字ソリ畑地内
代表取締役 荒 純一 34,650,000 H25.03.31
新地町 有限会社 猪狩組
議決の日
新地町大字埓木崎字作田地内
代表取締役 猪狩 喜悦 138,600,000 H25.03.31
南相馬市 東北建設 株式会社
議決の日
新地町杉目字雁小屋地内
取締役社長 太田 常實 240,450,000 H25.03.31
新地町 新和工業 株式会社
議決の日
新地町大戸浜字神後北地内
代表取締役 荒 純一 153,300,000 H25.03.31
工事 場所

概

要

水路基本計画 L=750m
測量調査設計 L=160m W=5.5m
橋梁予備設計 L=10m
測量調査設計 L=600m W=4.0m
測量設計 L=440m
造成Ａ＝0.72ha
切土Ｖ＝3,700m3
盛土Ｖ＝2,400m3
舗装工Ａ＝2,615㎡
排水路工Ｎ＝1式
造成Ａ＝0.58ha
切土Ｖ＝4,200m3
盛土Ｖ＝1,300m3
舗装工Ａ＝760㎡
擁壁工Ｎ＝1式
排水路工Ｎ＝1式 汚水工Ｌ＝135m
造成Ａ＝2.02ha
切土Ｖ＝100,000m3
調整池築造Ｎ＝2箇所
仮設工Ｎ＝1式
造成Ａ＝5.47ha
切土Ｖ＝118,000m3
盛土Ｖ＝6,000m3
調整池築造Ｎ＝2箇所
仮設工Ｎ＝1式
造成Ａ＝2.82ha
切土Ｖ＝66,900m3
盛土Ｖ＝1,230m3
小型擁壁工Ｖ＝171m3
調整池築造Ｎ＝2箇所
仮設工Ｎ＝1式

備 考

（様式３）
平成２４年１２月１９日執行
番号
工事 名称
第H24-8-5-5-14号
11
作田西地区防災集団移転団地造成工事（その１）
第H24-8-5-5-15号
12
岡地区防災集団移転団地造成工事（その１）
第H24-8-5-5-16号
13
移転促進区域整地工事（その１）
24消災第2号
14
消防団車庫建築災害復旧工事
第012防集下-1号
15
防集雁小屋地区排水施設整備工事
工第11-2号
16
道路災害復旧その２工事
第011下災-12号
17
公共下水道災害舗装復旧（２工区）工事
第011下災-13号
18
公共下水道災害復旧（４工区－２）工事
第011下災-14号
19
公共下水道災害復旧（４工区－３）工事
第011下災-15号
20
公共下水道災害復旧（４工区－４）工事

入

工事 場所

新地町

新地町谷地小屋字駒込地内

新地町
新地町谷地小屋字原地内
新地町谷地小屋字釣師～
大戸浜字前田上地内

新地町
新地町

新地町今泉字鹿野地内
新地町
新地町小川地内
新地町
新地町一円
新地町
新地町小川地内
新地町谷地小屋地内
新地町谷地小屋地内
新地町谷地小屋地内

札

結

果

落 札 者
株式会社 渡辺建設
代表取締役 鈴木
株式会社 新栄建設
代表取締役 大久
株式会社 千田建設
代表取締役 千田
新和工業 株式会社
代表取締役 荒
株式会社 千田建設
代表取締役 千田
有限会社 猪狩組
代表取締役 猪狩
株式会社 新栄建設
代表取締役 大久

請負金額（円） 着完 工成
議決の日
清幸 219,450,000 H25.03.31
議決の日
洋介 98,175,000 H25.03.31
H24.12.21
喜雄 9,450,000 H25.03.31
H24.12.21
純一 10,185,000 H25.03.25
H24.12.21
喜雄 5,985,000 H25.03.22
H24.12.19
喜悦 3,822,000 H25.03.28
H24.12.21
洋介 12,075,000 H25.03.28

概

造成Ａ＝3.97ha
切土Ｖ＝123,000m3
盛土Ｖ＝11,700m3
調整池築造Ｎ＝2箇所
仮設工Ｎ＝1式
伐採除根Ａ＝33,900㎡
造成Ａ＝1.85ha
切土Ｖ＝3,500m3
盛土Ｖ＝5,600m3
調整池築造Ｎ＝1箇所
仮設工Ｎ＝1式

要

備 考

コンクリート基礎取壊 V=880m3
鉄骨造・平屋健て
建築面積47.80㎡
下水道管渠工 L=121.0m
防護柵 L=288.5m
下水道舗装復旧工
L=1,024.2m（A=3,201m）
管渠災害復旧 L=78.7m

応札者無

管渠災害復旧 L=118.7m

応札者無

管渠災害復旧 L=51.5m

応札者無

（様式３）
平成２４年１２月１９日執行
番号
工事 名称
工事 場所
第011下災-16号
21
公共下水道災害復旧（４工区－５）工事
新地町谷地小屋地内
第011下災-17号
22 公共下水道災害復旧（マンホールポンプその２）工
新地町大戸浜外地内
事
第011下災-18号
23
公共下水道災害舗装復旧（３工区－１）工事
新地町谷地小屋外地内

入

札

結

果

落 札 者

請負金額（円） 着完 工成

概

要

管渠災害復旧 L=98.0m
郡山市 株式会社 ウォーターエージェンシー
郡山営業所 営業所長 野内 広
新地町 株式会社 千田建設
代表取締役 千田 喜雄

H24.12.21 マンホールポンプ制御盤
8,400,000 H25.03.28 N=2箇所
H24.12.21 下水道舗装復旧 L=834.2m
（A=2,794㎡）
11,550,000 H25.03.28

備 考
応札者無
不落随契

