
喜多方建設事務所 工事

平成２８年 4 月分

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

15413500284
道路橋りょう整備（再復）
工事（排水）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.4.18 98,076,960 85,752,000 87.43 （株）高橋建設 管内 9 詳細情報

16413500003
やさしい道づくり推進工事
（歩道）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.4.18 16,387,920 14,572,332 88.92 （株）大塚工業 管内 21 詳細情報

16413500055
道路橋りょう改良（改良）
工事（道路改良）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.4.18 19,125,720 16,998,120 88.88 （有）丸庄建設 管内 18 詳細情報

16413500001
道路橋りょう改良（改良）
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.4.21 49,447,800 43,729,200 88.44 （株）海老名建設 管内 7 詳細情報

16413500027
河川海岸改良（改良）工事
（床止）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.4.21 33,064,200 29,700,000 89.83 （株）高橋建設 管内 5 詳細情報

16413500096
河川海岸維持管理工事
（開削）

一般土木工事 随意契約 H28.4.22 4,229,280 4,104,000 97.04 （株）小滝建設 管内 9 詳細情報

16413500004
道路橋りょう改良（改良）
工事（防護柵）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.4.25 14,207,400 12,679,092 89.24
第一緑化工業（株）
喜多方支店

管内 22 詳細情報

16413500034
道路橋りょう改良（改良）
工事（道路改良）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.4.25 26,219,160 23,234,040 88.61 渡部産業（株） 管内 14 詳細情報

16413500009
河川（交付）工事（橋梁下
部）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.4.26 394,571,520 353,700,000 89.64 樫内建設工業（株） 管内 3 詳細情報

平成２８年 5 月分

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500028
市町村合併支援道路整備
工事（舗装）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.5.9 51,390,720 44,290,800 86.18 樫内建設工業（株） 管内 9 詳細情報

平成２８年 6 月分 H28.6.30 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500002
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.6.6 28,945,080 25,650,000 88.61 渡部産業（株） 管内 17 詳細情報

16413500091
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.10 89,062,200 78,084,000 87.67 江花建設（株） 管内 4 詳細情報

16413500085
道路橋りょう維持（維補）
工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.16 19,388,160 17,133,120 88.36 渡部産業（株） 管内 12 詳細情報

16413500101
道路橋りょう維持（災防）
工事（落石防護）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.6.21 23,737,320 21,161,412 89.14 鈴木建設（株） 管内 12 詳細情報

16413500116
道路橋りょう改良（交安）
工事（防護柵）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.6.21 4,641,840 4,232,196 91.17 荒井建設（株） 管内 8 詳細情報

16413500123
道路橋りょう維持（災防）
工事（擁壁）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.6.21 8,313,840 7,521,120 90.46 （株）長谷川建材 管内 7 詳細情報

16413500124
道路橋りょう整備（復一）
工事（落石防護）

法面処理工事 条件付一般（価格競争） H28.6.21 12,059,280 10,777,860 89.37 （株）芝恒 管内 13 詳細情報

16413500127
道路橋りょう整備（交
付）工事（防雪柵）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.6.21 21,392,640 19,010,052 88.86 鈴木建設（株） 管内 15 詳細情報

16413500131
道路橋りょう維持（災
防）工事（落石防護）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.6.21 17,857,800 15,977,520 89.47 （株）オクガワ 管内 17 詳細情報

16413500114
砂防施設工事（地下水
排除）

さく井工事 条件付一般（価格競争） H28.6.22 18,981,000 18,576,000 97.86
奥山ボーリング
（株）　福島支店

隣接3管内 2 詳細情報

16413500113
道路橋りょう整備（交
付）工事（法面）

法面処理工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.23 48,632,400 48,492,000 99.71
会津法面（株）　会
津支店

隣接3管内 1 詳細情報

16413500084
道路橋りょう維持（維
補）工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.28 19,893,600 16,948,440 85.19 穴澤建設（株） 管内 12 詳細情報

16413500138
砂防（交付）工事（砂防
えん堤）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.6.28 18,587,880 16,426,800 88.37 （株）相模 管内 4 詳細情報

16413500086
道路橋りょう改良（改
良）工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 17,815,680 15,746,400 88.38 （株）環境建設 管内 6 詳細情報

16413500093
砂防（交付）工事（砂防
えん堤）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 89,184,240 86,400,000 96.87 樫内建設工業（株） 管内 1 詳細情報

16413500099
道路橋りょう整備（交
付）工事（電共）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 49,238,280 44,280,000 89.93 （株）高橋建設 管内 1 詳細情報

16413500102
生活基盤緊急改善工事
（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 16,222,680 14,372,640 88.59 穴澤建設（株） 管内 6 詳細情報

16413500105
道路橋りょう整備（交
付）工事（法面）

法面処理工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 38,141,280 34,344,000 90.04
第一緑化工業（株）
喜多方支店

管内 3 詳細情報

16413500111
道路橋りょう整備（交
付）工事（橋梁補修）

塗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 61,953,120 55,036,800 88.83 （株）環境建設 管内 8 詳細情報

16413500117
道路橋りょう整備（交
付）工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 18,916,200 16,748,640 88.54 渡部産業（株） 管内 8 詳細情報

16413500118
道路橋りょう整備（交
付）工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 38,890,800 34,495,200 88.69 （株）海老名建設 管内 5 詳細情報

16413500119
道路橋りょう整備（交
付）工事（橋梁補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 20,566,440 18,230,400 88.64 （株）環境建設 管内 5 詳細情報

16413500121
道路橋りょう整備（交
付）工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 13,014,000 11,574,360 88.93 穴澤建設（株） 管内 9 詳細情報

16413500126
道路橋りょう整備（交
付）工事（消雪）

消雪工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 36,170,280 35,640,000 98.53
日本地下水開発
（株）　福島営業所

隣接3管内 2 詳細情報

16413500133
砂防（交付）工事（地下
水排除）

さく井工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.6.30 17,488,440 16,848,000 96.33
奥山ボーリング
（株）　福島支店

隣接3管内 2 詳細情報

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/15-41350-0284.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0003.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0055-kouji.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0001.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0027-kouji.pdf
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0004.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0034-kouji.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0009-kouji.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0028.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0002-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0091-keisai.pdf
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0101-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0116-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0123-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0124-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0127-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0131-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0114-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0113-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0084-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0138-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0086-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0093-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0099-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0102-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0105-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0111-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0117-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0118-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0119-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0121-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0126-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0133-keisai.pdf


平成２８年 7 月分 H28.7.30 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500108
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.7.4 30,574,800 27,000,000 88.30 渡部産業（株） 管内 4 詳細情報

16413500110
道路橋りょう整備（地活）
工事（道路改良）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.7.5 24,200,640 21,523,320 88.93 東信建設工業（株） 管内 16 詳細情報

16413500112
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.7.7 13,062,600 11,581,920 88.66 鈴木建設（株） 管内 10 詳細情報

16413500120
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.7.12 13,664,160 12,097,080 88.53 樫内建設工業（株） 管内 10 詳細情報

16413500129
道路橋りょう整備（交付）
工事（照明設備）

電気設備工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.7.6 65,168,280 58,104,000 89.15
（株）佐藤電設　喜多
方営業所

管内 6 詳細情報

16413500130
道路橋りょう整備（交付）
工事（ＣＣＴＶ）

通信設備工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.7.14 147,040,920 130,356,000 88.65 （株）佐藤電設 隣接３管内 4 詳細情報

16413500134
道路橋りょう整備（交付）
工事（歩道）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.7.25 21,689,640 19,286,640 88.92 渡部産業（株） 管内 12 詳細情報

16413500141
道路橋りょう整備（交付）
工事（歩道）

一般土木工事 随意契約 H28.7.8 2,068,200 2,052,000 99.22 第一建設工業（株） 県外 詳細情報

16413500143
道路橋りょう整備（再復）
工事（標識）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.7.5 15,294,960 13,863,960 90.64 東信建設工業（株） 管内 14 詳細情報

16413500145
市町村合併支援道路整備
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.7.26 47,110,680 41,652,360 88.41 鈴木建設（株） 管内 4 詳細情報

16413500146
県有施設管理工事（外壁
改修）

建築工事 条件付一般（価格競争） H28.7.5 13,491,360 12,441,600 92.21 穴澤建設（株） 管内 7 詳細情報

16413500164
生活基盤緊急改善工事
（擁壁）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.7.26 9,456,480 8,590,320 90.84 （株）相模 管内 3 詳細情報

平成２８年 8 月分 H28.8.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500166
道路橋りょう整備（地活）
工事（法面）

法面処理工事 条件付一般（価格競争） H28.8.3 23,349,600 20,738,160 88.81
会津法面（株）　会津
支店

隣接３管内 11 詳細情報

16413500171
地域づくり交流促進（交
付）工事（道路改良

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.8.9 10,456,560 9,397,836 89.87 （有）西会津道路 管内 7 詳細情報

16413500184
県有施設管理工事（排水
管改修）

暖冷房衛生設
備工事

条件付一般（価格競争） H28.8.15 7,016,760 6,912,000 98.50
（有）大実水道設備
工業

管内 3 詳細情報

平成２８年 9 月分 H28.9.30 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500136
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.26 72,749,880 69,120,000 95.01 （株）高橋建設 管内 1 詳細情報

16413500162
生活基盤緊急改善工事
（護岸）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.9.5 8,161,560 7,292,160 89.34 （株）大塚工業 管内 6 詳細情報

16413500163
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.1 121,739,760 119,880,000 98.47 （株）海老名建設 管内 1 詳細情報

16413500176
道路橋りょう整備（交付）
工事（消雪）

消雪工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.26 64,929,600 63,504,000 97.80
日本地下水開発
（株）　福島営業所

隣接３管内 2 詳細情報

16413500177
道路橋りょう整備（地活）
工事（道路改良）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.9.5 15,720,480 14,018,400 89.17 穴澤建設（株） 管内 11 詳細情報

16413500178
道路橋りょう整備（交付）
工事（歩道）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.9.21 29,816,640 26,269,812 88.10 鈴木建設（株） 管内 8 詳細情報

16413500180
道路橋りょう整備（交付）
工事（情報板）

通信設備工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.13 46,326,600 42,390,000 91.50
（株）佐藤電設　喜多
方営業所

管内 8 詳細情報

16413500183
道路橋りょう整備（交付）
工事（橋梁補修）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.9.21 16,355,520 14,449,320 88.34 樫内建設工業（株） 管内 9 詳細情報

16413500186
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.26 118,856,160 104,166,000 87.64 江花建設（株） 管内 4 詳細情報

16413500187
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.13 41,560,560 36,720,000 88.35 渡部産業（株） 管内 4 詳細情報

16413500188
道路橋りょう改良（改良）
工事（橋梁下部）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.26 199,776,240 178,200,000 89.19 江花建設（株） 管内 2 詳細情報

16413500190
道路橋りょう整備（地活）
工事（橋梁上部）

鋼橋上部工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.26 74,682,000 66,204,000 88.64 東開工業（株） 隣接３管内 2 詳細情報

16413500192
道路橋りょう整備（交
付）工事（電共）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.9.26 118,689,840 117,180,000 98.72 （株）高橋建設 管内 1 詳細情報

16413500197
生活基盤緊急改善工事
（舗装補修）

舗装工事 条件付一般（価格競争） H28.9.5 4,749,840 4,257,360 89.63 （株）高橋建設 管内 22 詳細情報

16413500201
生活基盤緊急改善工事
（排水）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.9.21 8,274,960 7,441,200 89.92 （株）大塚工業 管内 7 詳細情報

16413500208
道路橋りょう維持（災防）
工事（落石防護）

法面処理工事 条件付一般（価格競争） H28.9.21 26,007,480 23,112,000 88.86 （株）海老名建設 管内 9 詳細情報

16413500209
道路橋りょう維持（維補）
工事（塗装）

塗装工事 条件付一般（価格競争） H28.9.20 3,020,760 2,699,028 89.34 福島交安（株） 隣接３管内 9 詳細情報

平成２８年 10 月分 H28.10.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500195
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.10.11 7,323,480 6,598,800 90.10 （株）飯豊建設 管内 6 詳細情報

16413500211
道路橋りょう維持（維補）
工事（消雪補修）

消雪工事 条件付一般（価格競争） H28.10.11 19,342,800 18,900,000 97.71
日本地下水開発
（株）　福島営業所

隣接３管内 1 詳細情報

16413500239
道路橋りょう整備（交付）
工事（歩道）

一般土木工事 随意契約 H28.10.14 2,378,160 2,376,000 99.90 第一建設工業（株） 県外 1 詳細情報

平成２８年 11 月分 H28.11.30 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500189
道路橋りょう維持（災防）
工事（仮道撤去）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.11.14 10,446,840 9,347,400 89.47 （株）オグラ総建 管内 8 詳細情報

16413500200
道路橋りょう整備（交付）
工事（法面）

法面処理工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H28.11.2 43,376,040 37,584,000 86.64 （株）環境建設 管内 2 詳細情報

16413500235
道路橋りょう整備（交付）
工事（歩道補修）

舗装工事 条件付一般（価格競争） H28.11.21 9,104,400 8,075,160 88.69 巳ノ瀬建設工業（株） 隣接３管内 12 詳細情報

平成２８年 12 月分 H28.12.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500265
生活基盤緊急改善工事
（護岸）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.12.12 4,023,000 3,632,796 90.30 （株）ダイゴ 管内 3 詳細情報

16413500258
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H28.12.12 24,236,280 21,548,052 88.90 （株）ダイゴ 管内 12 詳細情報

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0108-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0110-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0112-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0120-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0129-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0130-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0134-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0141-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0143-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0145-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0146-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0164-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0166-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0171-keisai.pdf
http://cms.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0184-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0136-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0162-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0163-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0176-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0177-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0178-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0180-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0183-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0186-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0187-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0188-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0190-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0192-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0197-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0201-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0208-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0209-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0195-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0211-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0239-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0189-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0200-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0235-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0265-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0258-keisai.pdf


平成２９年 1 月分 H29.1.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500228
道路橋りょう整備（交付）
工事（橋梁上部）

Ｐ・Ｃ橋上部工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H29.1.26 313,761,600 277,020,000 88.28
（株）ピーエス三菱
福島営業所

隣接３管内 6 詳細情報

16413500229
道路橋りょう整備（地活）
工事（舗装）

舗装工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H29.1.6 29,567,160 26,136,000 88.39 穴澤建設（株） 管内 10 詳細情報

16413500267
河川海岸改良（改良）工事
（開削）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H29.1.16 7,053,480 6,370,920 90.32 （株）オグラ総建 管内 8 詳細情報

16413500270
道路橋りょう整備（交付）
工事（歩道）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H29.1.23 25,108,920 22,306,212 88.83 （株）ダイゴ 管内 16 詳細情報

16413500279
河川海岸改良（改良）工事
（開削）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H29.1.16 7,203,600 6,502,140 90.26 （有）西会津道路 管内 8 詳細情報

16413500282
生活基盤緊急改善工事
（排水）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H29.1.16 6,676,560 6,019,704 90.16 （有）西会津道路 管内 3 詳細情報

平成２９年 2 月分 H29.2.28 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500280
道路橋りょう改良（改良）
工事（道路改良）

一般土木工事
条件付一般（総合評価・低
入）

H29.2.2 130,783,680 129,600,000 99.09 （株）海老名建設 管内 1 詳細情報

16413500295
道路橋りょう整備（地活）
工事（標識）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H29.2.14 3,856,680 3,501,360 90.78
明誠建設（株）　会津
支店

管内 11 詳細情報

16413500298
生活基盤緊急改善工事
（標識）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H29.2.14 8,183,160 7,624,800 93.17 大鳳建設（株） 管内 8 詳細情報

16413500316
砂防（交付）工事（砂防え
ん堤）

一般土木工事 条件付一般（価格競争） H29.2.14 17,446,320 15,434,280 88.46 （有）西会津道路 管内 5 詳細情報

平成２９年 3 月分 H29.3.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500286
道路橋りょう整備（交付）
工事（電共）

一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.9 52,158,600 51,948,000 99.59 （株）高橋建設 管内 1 詳細情報

16413500287
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.3 61,113,960 53,978,400 88.32 （株）高橋建設 管内 4 詳細情報

16413500288
道路橋りょう整備（交付）
工事（消雪）

消雪工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.24 292,296,600 285,120,000 97.54
日本地下水開発
（株）福島営業所

隣接３管内 1 詳細情報

16413500289
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良）

一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.3 221,538,240 198,720,000 89.70 樫内建設工業（株） 管内 4 詳細情報

16413500290
道路橋りょう整備（交付）
工事（歩道）

一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 42,602,760 37,260,000 87.46 鈴木建設（株） 管内 6 詳細情報

16413500296
道路橋りょう改良（改良）
工事（道路改良）

一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.24 71,356,680 64,800,000 90.81 （株）高橋建設 管内 2 詳細情報

16413500299
道路橋りょう整備（交付）
工事（道路改良 ）

一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.24 98,631,000 90,720,000 91.98 （株）海老名建設 管内 2 詳細情報

16413500301
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.14 28,109,160 24,840,000 88.36 （株）相模 管内 10 詳細情報

16413500302
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 26,683,560 23,554,800 88.27 （株）高橋建設 管内 10 詳細情報

16413500303
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 23,351,760 20,628,000 88.33 （株）高橋建設 管内 9 詳細情報

16413500304
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 48,956,400 43,027,200 87.88 （株）高橋建設 管内 9 詳細情報

16413500305
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 34,366,680 30,290,760 88.13 東栄建設（株） 管内 9 詳細情報

16413500306
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 32,823,360 28,836,000 87.85 樫内建設工業（株） 管内 11 詳細情報

16413500308
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 36,498,600 32,076,000 87.88 鈴木建設（株） 管内 11 詳細情報

16413500310
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.8 35,436,960 31,104,000 87.77 鈴木建設（株） 管内 10 詳細情報

16413500314
河川（交付）工事（掘削築
堤）

一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.14 117,502,920 103,410,000 88.00 渡部産業（株） 管内 2 詳細情報

16413500315 河川（交付）工事（開削） 一般土木工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.15 59,596,560 52,488,000 88.07 （株）海老名建設 管内 7 詳細情報

16413500317
河川（交付）工事（橋梁上
部）

鋼橋上部工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.17 225,747,000 205,200,000 90.89 矢田工業（株） 隣接３管内 1 詳細情報

16413500324
生活基盤緊急改善工事
（塗装）

塗装工事
02_条件付一般（価格競
争）

H29.3.7 8,640,000 7,629,552 88.30 北日本ライン（株） 隣接３管内 22 詳細情報

16413500326
道路橋りょう維持（維補）
工事（区画線）

塗装工事
02_条件付一般（価格競
争）

H29.3.6 6,990,840 6,172,632 88.29
旭産業（株）　喜多方
営業所

管内 20 詳細情報

16413500332
生活基盤緊急改善工事
（区画線）

塗装工事
02_条件付一般（価格競
争）

H29.3.14 4,254,120 3,777,732 88.80 荒井建設（株） 管内 19 詳細情報

16413500334
道路橋りょう整備（交付）
工事（法面）

法面処理工事
02_条件付一般（価格競
争）

H29.3.23 18,486,360 16,509,960 89.30 （株）環境建設 管内 5 詳細情報

16413500335
生活基盤緊急改善工事
（区画線）

塗装工事
02_条件付一般（価格競
争）

H29.3.14 4,106,160 3,649,644 88.88 荒井建設（株） 管内 19 詳細情報

16413500336
生活基盤緊急改善工事
（擁壁）

一般土木工事
02_条件付一般（価格競
争）

H29.3.14 18,753,120 16,783,200 89.49 （株）相模 管内 8 詳細情報

16413500337
道路橋りょう整備（交付）
工事（舗装補修）

舗装工事
05_条件付一般（総合評
価・低入）

H29.3.24 61,400,160 61,128,000 99.56 （株）高橋建設 管内 3 詳細情報

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0228-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0229-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0267-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0270-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0279-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0282-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0280-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0295-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0298-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0316-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0286-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0287-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0288-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0289-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0290-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0296-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0299-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0301-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0302-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0303-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0304-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0305-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0306-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0308-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0310-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0314-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0315-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0317-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0324-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0326-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0332-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0334-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0335-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0336-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0337-keisai.pdf


喜多方建設事務所 委託

平成２８年 4 月分

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500030 測量業務委託（ダム管理） 地上測量 指名競争 H28.4.1 1,958,040 1,890,000 96.52 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500040
地すべり調査業務委託
（道整・交付）

調査 指名競争 H28.4.1 5,766,120 5,400,000 93.65
奥山ボーリング（株）　福
島支店

隣接３管内 9 詳細情報

16413500063
地すべり調査業務委託
（砂防・交付）

調査 指名競争 H28.4.1 7,899,120 7,538,400 95.43
国土防災技術（株）　福島
支店

隣接３管内 11 詳細情報

16413500065
地下水調査業務委託（河
川・交付）

調査 指名競争 H28.4.1 3,549,960 3,348,000 94.31
奥山ボーリング（株）　福
島支店

隣接３管内 9 詳細情報

16413500070
流量観測業務委託（水文
観測）

地上測量 指名競争 H28.4.1 4,960,440 4,752,000 95.79 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500071
地すべり調査業務委託
（道維・維補）

調査 指名競争 H28.4.1 2,373,840 2,268,000 95.54
庄建技術（株）　磐梯営業
所

管内 9 詳細情報

16413500083
砂防調査業務委託（砂防
施設）

調査 指名競争 H28.4.18 6,989,760 5,172,660 74.00
（株）建設技術研究所　福
島事務所

隣接３管内 9 詳細情報

平成２８年 5 月分

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500095 積算業務委託（流総） 土木設計 随意契約 H28.5.13 3,019,680 2,775,600 91.91
一般財団法人　ふくしま
市町村支援機構

隣接３管内 1 詳細情報

16413500092
地下水調査業務委託（砂
防・交付）

調査 指名競争 H28.5.23 3,884,760 3,726,000 95.91
山北調査設計（株）　喜多
方営業所

管内 9 詳細情報

16413500089
測量業務委託（砂防・交付
（再復））

地上測量 指名競争 H28.5.24 18,090,000 17,496,000 96.71
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 10 詳細情報

16413500090
測量設計業務委託（砂防・
交付（再復））

地上測量 指名競争 H28.5.26 26,481,600 25,704,000 97.06
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 10 詳細情報

16413500115
積算業務委託（道整・交
付）

土木設計 随意契約 H28.6.30 1,911,600 1,749,600 91.52
一般財団法人　ふくしま
市町村支援機構

隣接３管内 1 詳細情報

16413500098 測量業務委託（砂防施設） 地上測量 指名競争 H28.5.30 1,332,720 1,242,000 93.19
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 9 詳細情報

平成２８年 6 月分

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500103
橋梁点検業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H28.6.27 11,425,320 8,575,092 75.05
（株）橋梁コンサルタント
東北事務所

管内 10 詳細情報

16413500109
道路附属物点検業務委託
（道整・交付）

調査 指名競争 H28.6.13 4,669,920 4,428,000 94.81 （株）コウキコンサルタント 管内 1 詳細情報

16413500132
基礎調査業務委託（砂防・
交付）

土木設計 指名競争 H28.6.13 17,627,760 16,740,000 94.96 （株）コウキコンサルタント 管内 10 詳細情報

16413500135 測量業務委託（流総） 地上測量 指名競争 H28.6.27 3,437,640 3,240,000 94.25 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500137
物件調査等業務委託（道
整・交付）

調査 随意契約 H28.6.7 798,120 734,400 92.01
（株）東日本エンジニアリ
ング　会津若松支店

隣接３管内 10 詳細情報

16413500140
発注者支援業務委託（生
活基盤）

その他 随意契約 H28.6.15 5,808,240 5,670,000 97.61
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 8 詳細情報

16413500144
測量業務委託（道整・交
付）

地上測量 指名競争 H28.6.27 10,930,680 10,476,000 95.84 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500152
地すべり調査業務委託
（砂防・交付）

調査 指名競争 H28.6.27 8,101,080 6,890,400 85.05
日本工営（株）　福島営業
所

隣接３管内 9 詳細情報

16413500153
設計業務委託（道維・維
補）

建築設計 随意契約 H28.6.21 544,320 529,200 97.22 （有）桂建築設計事務所 隣接３管内 9 詳細情報

16413500160
積算業務委託（河川・交
付）

土木設計 随意契約 H28.6.17 2,810,160 2,581,200 91.85
一般財団法人　ふくしま
市町村支援機構

隣接３管内 9 詳細情報

平成２８年 7 月分

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500125
橋梁点検業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H28.7.4 21,182,040 15,780,960 74.50
（株）東コンサルタント　郡
山事業所

管内 10 詳細情報

16413500128
橋梁点検業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H28.7.4 23,689,800 17,656,920 74.53
（株）東コンサルタント　郡
山事業所

管内 10 詳細情報

16413500142
測量設計業務委託（道整・
交付）

土木設計 指名競争 H28.7.27 6,457,320 4,819,716 74.63
富士コンサルタンツ（株）
福島支店

隣接３管内 9 詳細情報

16413500147
測量業務委託（道改・調
査）

地上測量 指名競争 H28.7.5 4,195,800 3,996,000 95.23 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500149
設計業務委託（道改・調
査）

土木設計 指名競争 H28.7.5 6,268,320 6,048,000 96.48 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500150
道路防災点検業務委託
（道整・交付）

調査 指名競争 H28.7.5 6,565,320 5,184,000 78.96
奥山ボーリング（株）　福
島支店

隣接３管内 8 詳細情報

16413500151
設計業務委託（道改・改
良）

土木設計 指名競争 H28.7.4 5,481,000 4,059,180 74.05
日本工営（株）　福島営業
所

隣接３管内 9 詳細情報

16413500165
積算業務委託（道改・改
良）

設計 随意契約 H28.7.1 2,555,280 2,343,600 91.71
一般財団法人　ふくしま
市町村支援機構

隣接３管内 1 詳細情報

16413500173
地質調査業務委託（砂防
施設）

調査 指名競争 H28.7.25 3,111,480 2,970,000 95.45
日栄地質測量設計（株）
喜多方営業所

管内 9 詳細情報

16413500174
地すべり調査業務委託
（単災調査）

調査 随意契約 H28.7.8 12,767,760 12,420,000 97.27
庄建技術（株）　磐梯営業
所

管内 10 詳細情報

平成２８年 8 月分

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500148
設計業務委託（道整・復
一）

土木設計 指名競争 H28.8.15 11,236,320 8,338,680 74.21
セントラルコンサルタント
（株）東北支社福島営業

隣接３管内 10 詳細情報

16413500168
測量設計業務委託（砂防・
交付）

地上測量 指名競争 H28.8.16 13,759,200 13,284,000 96.54
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 10 詳細情報

16413500169
測量業務委託（砂防・交
付）

地上測量 指名競争 H28.8.2 5,807,160 5,508,000 94.84 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500175 設計業務委託（砂防施設） 土木設計 指名競争 H28.8.2 5,898,960 5,670,000 96.11
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 9 詳細情報

16413500181
測量設計業務委託（道改・
調査）

土木設計 指名競争 H28.8.29 2,739,960 2,592,000 94.59 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500182
砂防調査業務委託（砂防
調査）

調査 指名競争 H28.8.8 4,342,680 3,218,400 74.11
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 9 詳細情報

16413500185 測量業務委託（単災調査） 地上測量 指名競争 H28.8.30 10,078,560 9,720,000 96.44 （株）コウキコンサルタント 管内 10 詳細情報

16413500196
地すべり調査業務委託
（砂防維持）

調査 指名競争 H28.8.15 3,542,400 3,456,000 97.56
庄建技術（株）　磐梯営業
所

管内 9 詳細情報

16413500210
物件調査等業務委託（道
整・交付）

調査 指名競争 H28.8.30 559,440 507,600 90.73
福島県建設業協同組合
会津営業所

隣接３管内 9 詳細情報

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0030-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0040-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0063-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0065-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0070-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0071-kekka2.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0083-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0095.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0092.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0089.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0090.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0115.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0098.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0103-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0109-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0132-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0135-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0137-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0140-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0144-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0152-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0153-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0160-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0125-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0128-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0142-kekka-itaku.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0147-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0149-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0150-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0151-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0165-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0173-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0174-itaku-keisai.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0148-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0168-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0169-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0175-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0181-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0182-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0185-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0196-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0210-itaku-kekka.pdf


平成２８年 9 月分 H28.9.30 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500179
交通事故調査業務委託
（道整・交付）

調査 随意契約 H28.9.21 950,400 896,400 94.31
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 9 詳細情報

16413500193
測量設計業務委託（砂防・
交付）

土木設計 指名競争 H28.9.12 8,604,360 8,208,000 95.39 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500194
地下水調査業務委託（道
改・改良）

調査 指名競争 H28.9.12 2,480,760 2,430,000 97.95
日栄地質測量設計（株）
喜多方営業所

管内 9 詳細情報

16413500199
砂防設備調査業務委託
（砂防・交付）

調査 指名競争 H28.9.12 2,628,720 2,505,600 95.31
（株）山中測量設計事務
所

管内 9 詳細情報

16413500203
橋梁点検業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H28.9.13 14,304,600 10,605,600 74.14
大日本コンサルタント
（株）　福島事務所

隣接３管内 10 詳細情報

16413500206
発注者支援業務委託（道
整・復一）

その他 随意契約 H28.9.21 19,265,040 17,917,200 93 日本振興（株）　東北支店 県外 9 詳細情報

16413500207
設計業務委託（道整・地
活）

土木設計 指名競争 H28.9.13 19,023,120 14,077,800 74
陸奥テックコンサルタント
（株）　会津営業所

隣接３管内 10 詳細情報

16413500213
地質調査業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H28.9.21 6,132,240 5,940,000 96.86
地質基礎工業（株）　会津
営業所

隣接３管内 9 詳細情報

16413500217
積算業務委託（道整・交
付）

土木設計 随意契約 H28.9.9 2,810,160 2,581,200 91.85
一般財団法人　ふくしま
市町村支援機構

隣接３管内 1 詳細情報

16413500220 設計業務委託（単災調査） 土木設計 随意契約 H28.9.2 4,614,840 4,536,000 98.29
庄建技術（株）　磐梯営業
所

管内 9 詳細情報

平成２８年 10 月分 H28.10.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500212
測量設計業務委託（道整・
交付）

土木設計 指名競争入札 H28.10.3 6,649,560 6,372,000 95.82 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500214 測量業務委託（ダム管理） 地上測量 指名競争入札 H28.10.24 2,320,920 2,160,000 93.06 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500215
設計業務委託（道維・長
寿）

土木設計 指名競争入札 H28.10.3 6,451,920 4,786,344 74.18
（株）橋梁コンサルタント
東北事務所

隣接複数管
内

9 詳細情報

16413500218
設計業務委託（道整・交
付）

土木設計 指名競争入札 H28.10.31 3,755,160 3,564,000 94.90 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500219
測量設計業務委託（道整・
再復）

土木設計 指名競争入札 H28.10.31 5,179,680 4,860,000 93.82 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500230
物件調査等業務委託（道
改・改良）

調査 指名競争入札 H28.10.12 811,080 788,400 97.20
（株）東友東亜技術コンサ
ルタント　会津支店

隣接複数管
内

9 詳細情報

16413500231
設計業務委託（道整・再
復）

土木設計 指名競争入札 H28.10.24 5,709,960 4,230,360 74.08
（株）協和コンサルタンツ
福島営業所

隣接複数管
内

9 詳細情報

平成２８年 11 月分 H28.11.30 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500191
測量設計業務委託（生活
基盤）

土木設計 指名競争入札 H28.11.15 5,526,360 5,346,000 96.73
（株）郡山測量設計社会
津支店

管内 9 詳細情報

16413500234
積雪密度観測業務委託
（道維・除雪（単））

地上測量 指名競争入札 H28.11.21 2,241,000 2,106,000 93.97
（株）山中測量設計事務
所

管内 9 詳細情報

16413500241
発注者支援業務委託（道
改・改良）

その他 随意契約 H28.11.1 16,138,440 14,904,000 92.35 日本振興（株）　東北支店 県外 7 詳細情報

16413500242
測量業務委託（道整・交
付）

地上測量 指名競争入札 H28.11.14 1,499,040 1,350,000 90.05 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500259
積算業務委託（道整・交
付）

その他 随意契約 H28.11.11 2,048,760 1,879,200 91.72
一般財団法人　ふくしま
市町村支援機構

隣接複数管
内

1 詳細情報

16413500263
発注者支援業務委託（生
活基盤）

その他 随意契約 H28.11.16 4,241,160 4,104,000 96.76 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500268
積算業務委託（道整・交
付）

その他 随意契約 H28.11.18 3,235,680 2,970,000 91.78
一般財団法人　ふくしま
市町村支援機構

隣接複数管
内

1 詳細情報

平成２８年 12 月分 H28.12.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500243
設計業務委託（道整・交
付）

土木設計 指名競争 H28.12.5 1,734,480 1,620,000 93.39 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500260
設計業務委託（道整・地
活）

土木設計 指名競争 H28.12.5 2,870,640 2,135,160 74.37
（株）エイト日本技術開発
東北支社

県外 9 詳細情報

16413500261
道路台帳整備業務委託
（道整・交付）

地上測量 指名競争 H28.12.12 2,040,120 1,944,000 95.28
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 9 詳細情報

16413500264
保安林関係書類作成業務
委託（道整・交付）

土木設計 指名競争 H28.12.5 1,257,120 982,800 78.17
（株）藤建技術設計セン
ター

隣接複数管
内

9 詳細情報

16413500269
測量設計業務委託（道整・
交付）

土木設計 指名競争 H28.12.6 4,624,560 4,320,000 93.41 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500271
物件調査等業務委託（道
整・地活）

調査 指名競争 H28.12.12 1,632,960 1,522,800 93.25
（有）会津相互補償コンサ
ルタント

隣接複数管
内

9 詳細情報

16413500272
測量設計業務委託（道整・
地活）

土木設計 指名競争 H28.12.12 5,838,480 5,508,000 94.33 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

平成２９年 1 月分 H29.1.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500285
測量設計業務委託（道整・
交付）

地上測量 指名競争 H29.1.16 4,587,840 4,320,000 94.16 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500292
測量業務委託（道整・地
活）

地上測量 指名競争 H29.1.30 2,719,440 2,592,000 95.31 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500293
測量業務委託（道整・地
活）

地上測量 指名競争 H29.1.30 5,580,360 5,184,000 92.89 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500297
測量業務委託（道整・交
付）

地上測量 随意契約 H29.1.24 743,040 680,400 91.56 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500321
道路台帳整備業務委託
（道整・再復）

19_地上測量 随意契約 H29.1.31 920,160 864,000 93.89 北永測量設計（株） 管内 9 詳細情報

16413500322
積算業務委託（道整・復
一）

22_土木設計 随意契約 H29.1.27 2,409,480 2,214,000 91.88
（一財）ふくしま市町村支
援機構

隣接複数管
内

1 詳細情報

16413500328
道路台帳整備業務委託
（道整・交付）

19_地上測量 随意契約 H29.1.31 993,600 939,600 94.56
（株）山中測量設計事務
所

管内 9 詳細情報

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0179-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0193-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0194-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0199-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0203-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0206-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0207-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0213-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0217-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0220-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0212-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0214-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0215-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0218-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0219-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0230-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0231-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0191-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0234-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0241-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0242-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0259-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0263-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0268-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0243-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0260-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0261-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0264-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0269-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0271-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0272-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0285-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0292-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0293-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0297-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0321-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0322-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0328-itaku-kekka.pdf


平成２９年 2 月分 H29.2.28 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500307
橋梁点検業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H29.2.6 13,933,080 10,410,552 74.71
日栄地質測量設計（株）
喜多方営業所

管内 10 詳細情報

16413500309
橋梁点検業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H29.2.6 14,509,800 10,830,888 74.64
日栄地質測量設計（株）
喜多方営業所

管内 10 詳細情報

16413500311
橋梁点検業務委託（道整・
交付）

調査 指名競争 H29.2.7 26,468,640 24,840,000 93.84
陸奥テックコンサルタント
（株）　会津営業所

管内 10 詳細情報

16413500312
砂防設備調査業務委託
（砂防・交付）

調査 指名競争 H29.2.6 14,103,720 13,446,000 95.33
（株）山中測量設計事務
所

管内 10 詳細情報

16413500313
砂防設備調査業務委託
（砂防・交付）

調査 指名競争 H29.2.6 6,847,200 6,480,000 94.63
（株）山中測量設計事務
所

管内 9 詳細情報

16413500319
消融雪施設台帳整備業務
委託（道整・交付）

地上測量 指名競争 H29.2.6 5,634,360 5,400,000 95.84 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500320
消融雪施設台帳整備業務
委託（道整・交付）

地上測量 指名競争 H29.2.6 5,749,920 5,400,000 93.91 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500327
測量業務委託（道整・交
付）

地上測量 指名競争 H29.2.13 3,279,960 3,132,000 95.48 （株）コウキコンサルタント 管内 9 詳細情報

16413500329
道路台帳整備業務委託
（道整・交付）

地上測量 指名競争 H29.2.20 1,604,880 1,512,000 94.21 北永測量設計（株） 管内 9 詳細情報

16413500330
浸水想定区域図作成業務
委託（河川・交付）

土木設計 指名競争 H29.2.20 18,765,000 13,877,892 73.95
三井共同建設コンサルタ
ント（株）　東北支社

県外 12 詳細情報

16413500331
設計業務委託（河改・改
良）

土木設計 指名競争 H29.2.27 3,886,920 3,672,000 94.47
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 9 詳細情報

平成２９年 3 月分 H29.3.31 現在

工事等番号 工事等の名称 種　別 入札契約方式 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域
入札参
加者数

備　考

16413500323
設計業務委託（河川・交
付）

土木設計 04_指名競争 H29.3.13 4,639,680 4,428,000 95.43
（株）郡山測量設計社　会
津支店

管内 9 詳細情報

16413500341
地すべり調査業務委託
（砂防施設）

調査 04_指名競争 H29.3.21 12,691,080 12,420,000 97.86
庄建技術（株）　磐梯営業
所

管内 10 詳細情報

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0307-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0309-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0311-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0312-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0313-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0319-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0320-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0327-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0329-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0330-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0331-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0323-itaku-kekka.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/41350a/16-41350-0341-itaku-kekka.pdf

