（様式３）
平成２４年１０月９日執行
番号
工事 名称
1 委第３－１号
町道鴻ノ巣線測量調査設計業務委託
2 委第４－２号
町道大戸浜富倉線橋梁予備設計業務委託
3 ０１２－下復委－２

入

札

結

果

工
請負金額（円） 着
完 成
新地町 株式会社 ササキカンパニーリミテド
H24.10.09
新地町駒ヶ嶺字鴻ノ巣地内
相馬営業所長 黒田 一弘 8,715,000 H25.03.28
南相馬市 株式会社 福建コンサルタント
H24.10.09
新地町大戸浜字大坂下地内
代表取締役 木幡 俊一 6,720,000 H25.03.28
郡山市 株式会社 三水コンサルタント
H24.10.09
防災集団移転関連公共下水道調査設計業務委託 新地町
郡山事務所 所長 齋藤 正樹 9,450,000 H25.03.25
新地町 有限会社 猪狩組
H24.10.12
4 農工第２号
農業体質強化基盤整備事業 排水路整備工事 新地町大字福田字十三奉行地内外
代表取締役 猪狩 喜悦 16,485,000 H25.03.29
新地町 株式会社 千田建設
H24.10.12
5 農工第３号
原排水路整備工事
新地町駒ヶ嶺字原地内
代表取締役 千田 喜雄 5,250,000 H24.12.20
新地町 株式会社 渡辺建設
H24.10.09
6 農工第４号
今泉排水路堆砂除却工事
新地町今泉字西田地内
代表取締役 鈴木 清幸 3,360,000 H24.12.20
7 工事第１０号
農業用施設災害復旧事業
沼ノ沢地区 ため池災害復旧工事
新地町大字福田字沢入地内
H25.03.29
8 工事第１１号
農業用施設災害復旧事業
大清水地区 ため池災害復旧工事
新地町谷地小屋字大清水地内
H25.03.29
工事第１４号
新地町 株式会社 千田建設
H24.10.09
9 農業用施設災害復旧事業
菖蒲谷地地区 ため池災害復旧工事
新地町杉目字鈴山地内
代表取締役 千田 喜雄 2,730,000 H25.01.31
工事第１８号
新地町 株式会社 渡辺建設
H24.10.12
10 農業用施設災害復旧事業
長清水地区 ため池災害復旧工事
新地町小川字長清水地内
代表取締役 鈴木 清幸 7,350,000 H25.03.29
工事第１９号
新地町 新和工業 株式会社
H24.10.12
11 農業用施設災害復旧事業
武井地区 ため池災害復旧工事
新地町駒ヶ嶺字武井地内
代表取締役 荒 純一 7,035,000 H25.03.29
工事第２４号
新地町 株式会社 千田建設
H24.10.09
12 農業用施設災害復旧事業
清水地区 ため池災害復旧工事
新地町大戸浜字清水地内
代表取締役 千田 喜雄 3,780,000 H25.02.28
工事第２５号
新地町 株式会社 渡辺建設
H24.10.09
13 農業用施設災害復旧事業
木戸脇地区 ため池災害復旧工事
新地町大戸浜字木戸脇地内
代表取締役 鈴木 清幸 1,522,500 H25.01.25
工事第２６号
新地町 新和工業 株式会社
H24.10.09
14 農業用施設災害復旧事業
南中磯塩入地区 ため池災害復旧工事
新地町大戸浜字南中磯塩入地内
代表取締役 荒 純一 1,575,000 H25.01.25
工事 場所

落

札

者

概
要
路線測量 L=450m
用地測量 A=2.32ha
土質調査 1.0式
道路設計 L=450m
橋梁予備設計 １式

備

考

測量 L=0.03k㎡
設計 L=1,510m
排水路整備工 L=834m
排水路整備工 L=122m
排水路土砂撤去工 L=1,700m
ため池工 １箇所

不 調

ため池工 １箇所

不 調

ため池工 １箇所
ため池工 １箇所
ため池工 １箇所
ため池工 １箇所
ため池工 １箇所
ため池工 １箇所

（様式３）
平成２４年１０月９日執行
番号
工事 名称
工事第２７号
15 農業用施設災害復旧事業
吾安谷地地区 ため池災害復旧工事
工事第２８号
16 農業用施設災害復旧事業
十三奉行地区 ため池災害復旧工事
工事第３４号
17 農業用施設災害復旧事業
十三奉行第２地区 ため池災害復旧工事
18 工事第３５号
農業用施設災害復旧事業
所沢地区 ため池災害復旧工事
工事第３６号
19 農業用施設災害復旧事業
長谷地第１地区 揚水機場災害復旧工事
工事第４０号
20 農業用施設災害復旧事業
鹿野第１地区 揚水機場災害復旧工事
工事第４５号
21 農業用施設災害復旧事業
長谷地第２地区 水路災害復旧工事
22 第１号
道路災害復旧１工区工事
23 第２号
道路災害復旧２工区工事
24 第４号
道路災害復旧４工区工事
25 第５号
道路災害復旧５工区工事
26 第６号
道路災害復旧６工区工事
27 工第３－２号
町道大作赤柴線道路改良舗装工事
28 ０１１下災－１０
公共下水道災害舗装復旧（１工区）工事

入

札

結

果

工事 場所

落 札 者
請負金額（円）
新地町 株式会社 新栄建設
新地町大戸浜字吾安谷地地内
代表取締役 大久 洋介 1,050,000
南相馬市 東北建設 株式会社
新地町大字福田字十三奉行地内
取締役社長 太田 常實 11,025,000
新地町 有限会社 猪狩組
新地町大字福田字十三奉行地内
代表取締役 猪狩 喜悦 3,150,000
新地町小川字川向地内
新地町小川地内
新地町今泉地内
新地町小川字長谷地地内
新地町今泉字西田地内外
新地町駒ヶ嶺字富倉中地内外
新地町大字埓木崎字木崎地内外

新地町今泉字鹿野地内外
新地町大字埓木崎字磯山地内

新地町駒ヶ嶺字鹿狼地内
新地町駒ヶ嶺地区

新地町 有限会社 サンリット工業
代表取締役 加藤 優
新地町 有限会社 サンリット工業
代表取締役 加藤 優
郡山市 矢田工業 株式会社
代表取締役 成田 正樹
新地町 株式会社 渡辺建設
代表取締役 鈴木 清幸
新地町 新和工業 株式会社
代表取締役 荒 純一
新地町 有限会社 猪狩組
代表取締役 猪狩 喜悦
新地町 株式会社 新栄建設
代表取締役 大久 洋介
新地町 有限会社 猪狩組
代表取締役 猪狩 喜悦
新地町 株式会社 千田建設
代表取締役 千田 喜雄
新地町 株式会社 千田建設
代表取締役 千田 喜雄

2,341,500
1,995,000
3,990,000
5,250,000
6,195,000
6,090,000
15,225,000
1,575,000
26,775,000
26,775,000

着 工
概
要
完 成
H24.10.09 ため池工 １箇所
H25.01.25
H24.10.12 ため池工 １箇所
H25.03.29
H24.10.09 ため池工 １箇所
H25.02.28
ため池工 １箇所
H25.01.31
H24.10.09 揚水機場復旧工 １機場
H25.01.31
H24.10.09 揚水機場復旧工 １機場
H24.12.25
H24.10.09 水路橋 Ｌ＝１７ｍ
H25.02.28
H24.10.12 道路舗装復旧 L=195.5m
H25.01.31
H24.10.12 道路舗装復旧 L=288.0m
H25.02.20
H24.10.12 道路舗装復旧 L=209.8m
H25.01.31
H24.10.12 道路舗装復旧 L=383.6m
H25.02.20
H24.10.09 高欄撤去新設 L=12.0m
H25.01.31
H24.10.12 道路改良舗装 L=250m
H25.03.28
H24.10.12 下水道舗装復旧工 L=2,030.5m
（A=7,369m）
H25.02.28

備

考

不落随契
不 調

不落随契

