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落札金額
（税抜き）
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1 田村市産業団地　切土整地工事（１工区）
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内
施設撤去工　N=1.0式、切土整地工
N=1.0式

H28.8.31 土木工事 210,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

2 田村市産業団地　切土整地工事（２工区）
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内
施設撤去工　N=1.0式、切土整地工
N=1.0式

H28.8.31 土木工事 187,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

3 田村市産業団地　切土整地工事（３工区）
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内
施設撤去工　N=1.0式、切土整地工
N=1.0式

H28.8.31 土木工事 164,600,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

1 市道馬場早風線　道路改良工事
市道馬場早風
線

滝根町菅谷字馬場地内
道路改良工L=18.1191ｍ、W=4.0（5.0）
ｍ,道路改良工（暫定改良）　L=52.381
ｍ

H27.12.25 土木工事 6,300,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

2 市道仙台平和貢線　道路改良工事
市道仙台平和
貢線

滝根町神俣字和貢地内
改良工　暫定延長　L=60.0ｍ、W=4.0
（5.0）ｍ

H27.12.25 土木工事 3,600,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

3 市道赤沼塙小辺坂線　局部拡幅工事
市道赤沼塙小
辺坂線

滝根町広瀬字小辺坂地内 施工延長　L=82.0ｍ H27.11.27 土木工事 5,140,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

4 市道富作２号線　道路改良工事
市道富作２号
線

常葉町常葉字富作地内 改良延長　L=12.3ｍ、幅員　W=4.0ｍ H27.11.27 土木工事 4,500,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

5 岩井沢地区　水路整備工事 都路町岩井沢字強梨地内外

強梨工区　400排水ﾌﾘｭｰﾑ　L=210.0
ｍ、馬酔木沢第1工区　300ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰ
ﾑ　L=180.0ｍ、馬酔木沢第2工区　300
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ　L=130.0ｍ、馬酔木沢第3
工区　300ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ　L=140.0ｍ

H28.1.29 土木工事 9,040,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　政一 指名

6 都路地区公的賃貸住宅建設（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ棟）建築主体工事 都路町古道字遠下前地内 A-D棟　木造平屋建　N=4棟8戸 H28.3.28 建築工事 69,200,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

7 都路地区公的賃貸住宅建設（Ｅ・Ｆ・Ｓ棟）建築主体工事 都路町古道字遠下前地内
E・F棟　木造平屋建　N=4棟4戸、集会
所棟　木造平屋建　N=1棟1戸

H28.3.28 建築工事 63,900,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

8 公共下水道関連　市道常光寺1号線配水管布設替工事 常葉町常葉字常光寺地内

耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 75
L=32.85ｍ、水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管1種2層
φ 40　L=237.50ｍ、水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
1種2層φ 40（仮設）　L=270.30ｍ

H28.1.29
上水道工
事

2,400,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

9 公共下水道関連　市道金屋五林平線配水管布設替工事 滝根町神俣字五林平地内
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　HPPEφ 100
L=137.0ｍ、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　HPPE
φ 50　L=24.9ｍ

H28.1.29
上水道工
事

8,200,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

10 水道施設保全改修　滝根浄水場３系ろ過砂入替工事 滝根町神俣字入新田地内 ろ過砂 166.6㎥　H=80㎝、133㎥ H27.12.11
上水道工
事

8,600,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

11 都路地区公的賃貸住宅建設機械設備工事 都路町古道字遠下前地内 屋内、屋外機械設備工事　一式 H28.3.28
暖冷房衛
生設備工
事

26,500,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

12 公共下水道関連　市道下内白石線配水管布設替工事 大越町上大越字白石地内
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　DIP-GX　φ 200
L=130.4ｍ

H28.1.29
上水道工
事

17,800,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

13 道路改良関連　市道湯田線配水管布設替工事 大越町下大越字根木志地内
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　DIP-GX　φ 200
L=118.3ｍ

H28.3.25
上水道工
事

20,300,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

14 基幹改良事業　常葉字中町地内送水管布設替工事 常葉町常葉字中町地内
送水管布設替工事　DIP-NS　φ 150
L=261.80ｍ、舗装本復旧工　A=1,135.1
㎟

H28.2.26
上水道工
事

19,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

15 佐土畑地区　水路整備工事 滝根町広瀬字佐土畑地内
水路整備工（排水ﾌﾘｭｰﾑ1200×
1200）、第1工区　L=82.0ｍ、第2工区
L=8.70ｍ、第3工区　L=114.0ｍ

H28.3.25 土木工事 27,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

16 水量拡張事業　県道小野富岡線舗装本復旧第２工区工事 滝根町神俣字和貢地内 舗装本復旧工　L=246.48ｍ H28.2.26 舗装工事 18,200,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

17 公共下水道事業管渠布設工事（常葉字常光寺地内外） 常葉町常葉字常光寺地内外
施工延長　L=277.90ｍ（基幹事業
L=277.90ｍ）

H28.1.29
下水道工
事

20,500,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

18 公共下水道事業管渠布設工事（上大越字白石地内外） 大越町上大越字白石地内外
施工延長　L=198.80ｍ（基幹事業
L=141.80ｍ）、（単独事業　L=57.00ｍ）

H28.1.29
下水道工
事

18,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

19 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字五林平第１地内） 滝根町神俣字五林平地内

当初施工延長　L=159.50ｍ（基幹事業
開削工法　L=41.00ｍ）、（基幹事業推
進工法　L=118.50ｍ）、1号ﾏﾝﾎｰﾙ
N=5.00箇所、小型ﾏﾝﾎｰﾙ（ﾚｼﾞﾝ製）
N=1.00箇所

H27.12.18
下水道工
事

20,200,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名
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20 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字五林平第２地内） 滝根町神俣字五林平地内
施工延長　L=162.50ｍ（基幹事業
L=118.50ｍ）、（単独事業　L=44.00ｍ）

H28.1.29
下水道工
事

15,900,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

21 田村市産業団地　砕石運搬工事
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 砕石運搬工　N=1.0式 H27.12.18 土木工事 40,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

22 公共下水道事業管渠布設工事（船引字山ノ内地内） 船引町船引字山ノ内地内

当初施工延長　L=204.10ｍ（基幹事業
開削工法　L=158.20ｍ）、（基幹事業圧
送管　L=33.50ｍ）、（単独事業　開削
工法　L=12.40ｍ）、1号ﾏﾝﾎｰﾙ　N=5.00
箇所、2号ﾏﾝﾎｰﾙ　N=1.00箇所、小型ﾏ
ﾝﾎｰﾙ（ﾚｼﾞﾝ製）　N=2.00箇所

H28.1.29
下水道工
事

19,700,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

23 市道北ノ作線　道路改良舗装工事 市道北ノ作線 船引町上移字北ノ作地内
改良施工延長　L=100.0ｍ、舗装施工
延長　L=32.0ｍ、幅員　W=5.5（7.0）ｍ

H28.3.25 土木工事 36,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

24 公共下水道関連　船引字扇田地内配水管布設工事 船引町船引字扇田地内
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　HPPEφ 100
L=145.3ｍ

H28.1.29
上水道工
事

3,400,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

25 公共下水道関連　市道片曽根線配水管布設替工事 船引町船引字山ノ内地内 HPPE-EF　φ 75　L=127.5ｍ（131.9ｍ） H28.1.29
上水道工
事

5,800,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

26 大鏑矢ふれあい公園施設改修工事 船引町東部台六丁目地内 親水池埋立て　A=900㎟ H27.11.30 土木工事 4,250,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

27 都路地区公的賃貸住宅建設電気設備工事 都路町古道字遠下前地内 屋内、屋外電気設備工事　一式 H28.3.28
電気設備
工事

13,000,000 矢吹電気工事 矢吹　孔市 指名

28 滝根行政局庁舎　高圧受電設備機器更新工事 滝根町神俣字関場地内
電灯油入変圧器（75ｋVA）交換　N=1.0
台、高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ（31.9ｋVａｒ）交換
N=1.0台

H27.10.30
電気設備
工事

1,380,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　先崎　元勝 指名

29 市道陣場線　橋梁上部工工事 市道陣場線 常葉町常葉字荻ノ目地内 橋梁上部工　N=1.0式 H28.3.25
PC橋上部
工事

26,920,000
株式会社　富士ﾋﾟｰ･ｴｽ　福島営
業所

所長　佐藤　浩康 指名

30 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（神俣字弥五郎内地内） 滝根町神俣字弥五郎内地内 施工数量（当初）　N=1箇所 H27.12.18
機械設備
工事

9,800,000
株式会社　南東北クボタ　田村営
業所

所長　新田　宏司 指名

31 水道施設保全改修　船引浄水場１系浄水施設１号沈殿池設備改修工事 船引町船引字上川原地内
№1汚泥掻寄機改修1式、№1ｽｸﾘｭｰｺﾝ
ﾍﾞｱ改修1式、№1排泥弁改修1式

H28.1.29
機械設備
工事

23,800,000 株式会社　翼水ｴﾝｼﾞﾆｱ 代表取締役　　矢部　正一 指名

32 田村市産業団地敷地測量設計業務委託 大越町上大越字後原地内 敷地設計　A=16.0ｈａ H28.6.30 業務委託 35,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　佐藤　治彦 指名

33 市道新田作線　路線測量業務委託 市道新田作線 常葉町新田作字仲川地内 路線測量　L=0.78㎞ H27.12.25 業務委託 3,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　佐藤　治彦 指名

34 シンクライアントシステムサーバ購入 船引町船引字畑添地内 ｻｰﾊﾞ購入及びｼｽﾃﾑ更新　N=1式 H28.2.29 備品購入 66,120,000
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱東北事業本部福島
支社福島第一営業部

部長　関根　幸夫 指名


