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公用車賃貸借

浪江町大字幾世橋字六反田7番地2

災害公営住宅集会所新築工事

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

被災地通学用バス購入

二本松市北トロミ　地内

浪江町共同調理場消耗品（給食関係）購入

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

浪江東中学校（なみえ創成小・中学校）ＩＣＴ関連備品購入

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

浪江東中学校（なみえ創成小・中学校）カーテン等備品購入

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

浪江東中学校（なみえ創成小・中学校）技術棟　家具等備品購入

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

浪江東中学校（なみえ創成小・中学校）教科用備品購入

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

浪江東中学校（なみえ創成小・中学校）机等備品購入

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

浪江東中学校（なみえ創成小・中学校）体育備品（運動用具類）購入

浪江町大字幾世橋字来福寺西　地内

ノートパソコン購入２

浪江町大字幾世橋字六反田　地内

公共下水道　舗装復旧（１）工事

浪江町大字田尻字みどりが丘　地内

浪江町水道施設等　維持管理業務委託

浪江町一円

いわき市平中神谷地区仮設施設（浪江町ＮＯ－１２）解体工事

いわき市平中神谷字十二所河原7番地1

南相馬市原町区北原地区仮設施設（浪江町ＮＯ－１３）解体工事

南相馬市原町区北原字大塚25番1・25番2・25番3

浪江町共同調理場給食モニタリング整備事業

浪江町内

立野地区他農業用用排水施設保全整備工事

浪江町立野、金ヶ森、百閒沢　地内

浪江町北産業団地実施設計業務委託

浪江町大字北幾世橋及び棚塩　地内

福島再生賃貸住宅敷地外駐車場整備工事

浪江町大字幾世橋字斉藤屋敷　地内

町道堀内新町線舗装修繕工事

浪江町大字高瀬字穴田　地内

町道一里檀大町線橋梁整備工事（下部工）

浪江町大字幾世橋字来福寺東　地内

公用車広報車両購入

浪江町大字幾世橋字六反田7番地2

平30年 2月28日迄
2,741,830

1回 佐藤　祐一 ー
17-018-099-114 企画財政課 3,500,000 2,544,347

平成29年11月30日 日産プリンス福島販売株式会社　原町店

横山建設株式会社 平32年 3月27日迄
687,960,000

1回 横山　佳弘 ー

平30年 3月23日迄
44,064,000

1回 泉田　征慶 ー

17-017-001-113 まちづくり整備課 646,253,000 637,000,000
平成29年11月30日

17-017-002-112 まちづくり整備課 41,116,000 40,800,000
平成29年11月30日 株式会社泉田組

株式会社泉田組 平30年 3月15日迄
7,020,000

1回 泉田　征慶 ー

平30年 3月30日迄
33,804,000

1回 森谷　伸開 ー

17-017-002-111 まちづくり整備課 7,205,000 6,500,000
平成29年11月30日

17-016-022-110 産業振興課 36,494,000 31,300,000
平成29年11月30日 株式会社建設技術研究所　福島事務所

豊工業株式会社 平30年 3月23日迄
30,121,200

1回 岩野　廣秀 ー

平30年 2月28日迄
6,966,000

1回 橋本　富美男 ー

17-016-001-109 産業振興課 28,240,000 27,890,000
平成29年11月30日

17-014-030-108 教育委員会事務局 6,450,000 6,450,000
平成29年11月30日 東栄科学産業株式会社　郡山営業所

ー 平30年 3月31日迄 不落
※随意契約へ移行6回 ー ー

平30年 3月31日迄
6,912,000

1回 平岡　愼 ー

17-016-003-107 産業振興課 ー ー
平成29年11月30日

17-016-003-106 産業振興課 11,897,872 6,400,000
平成29年11月30日 株式会社ニーズ　浪江支店

株式会社アサヒビルサービス 平30年 3月30日迄
1,432,080

1回 味戸　誠一郎 ー

平30年 1月31日迄
4,315,680

1回 佐藤　修朗 ー

17-020-030-105 住宅水道課 1,560,000 1,326,000
平成29年11月30日

17-018-030-083 企画財政課 6,750,000 3,996,000
平成29年11月30日 株式会社トヨタレンタリース新福島

丸三株式会社 平30年 2月28日迄
4,946,400

1回 三部　健次 ー

平30年 1月31日迄
3,019,504

1回 佐藤　祐一 ー

17-014-099-099 教育委員会事務局 5,728,980 4,580,000
平成29年11月30日

17-014-099-095 教育委員会事務局 3,177,400 2,799,291
平成29年11月30日 日産プリンス福島販売株式会社　原町店

東北土木株式会社 平30年 1月31日迄
2,808,000

1回 鈴木　仁根 ー

平29年12月22日迄
1,026,000

1回 志賀　祐広 ー

17-020-002-104 住宅水道課 2,637,000 2,600,000
平成29年11月30日

17-018-099-103 企画財政課 1,525,000 950,000
平成29年11月30日 株式会社双葉事務器

有限会社文化堂スポーツ 平30年 2月28日迄
6,696,000

1回 大河内　威 ー

平30年 2月28日迄
34,560,000

1回 志賀　祐広 ー

17-014-099-102 教育委員会事務局 6,341,800 6,200,000
平成29年11月30日

17-014-099-101 教育委員会事務局 36,642,565 32,000,000
平成29年11月30日 株式会社双葉事務器

福島アイホー調理機株式会社 平30年 2月28日迄
4,752,000

1回 渡邉　秀忠 ー

平30年 2月28日迄
22,438,080

1回 佐藤　隆二 ー

17-014-099-096 教育委員会事務局 4,442,000 4,400,000
平成29年11月30日

17-014-099-100 教育委員会事務局 20,975,000 20,776,000
平成29年11月30日 株式会社サトウ教材社

ー 平30年 3月23日迄 不落
※随意契約へ移行3回 ー ー

平30年 2月28日迄
5,886,000

1回 松本　定雄 ー

17-017-003-094 まちづくり整備課 ー 不落
平成29年11月30日

21,524,400
1回 小暮　憲一 ー

17-014-099-098 教育委員会事務局 6,995,100 5,450,000
平成29年11月30日 株式会社まつもと

落札業者名
落札業者代表者

工期 契約金額

17-014-099-097 教育委員会事務局 21,400,000 19,930,000
平成29年11月30日 株式会社福島情報処理センター 平30年 2月28日迄

平29年11月30日 入札分

入札番号 入札件名
施行箇所

担当課 予定価格
（税抜）

落札額 入札日
入札回数


