
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工期
工事等種

別
落札金額
（税抜き）

落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 大越小学校旧校舎等解体工事 大越町上大越字元池地内
校舎=4,428㎡　体育館=787㎡
プール=677㎡　付属施設一式

H28.12.28 建築工事 210,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

1 西田団地屋根塗装工事 常葉町常葉字西田地内
（設計内容）屋根塗装工事　ウレタン塗装
A=1,600㎡

H28.8.31 塗装工事 1,930,000 有限会社　先﨑塗装 代表取締役　先﨑　正治 指名

2 あぶくま洞　落石防止柵点検業務委託 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 落石防止柵点検　N=1.0式 H28.12.22 業務委託 2,600,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

3
公共下水道事業舗装復旧工事
（常葉字常光寺地内）

常葉町常葉字常光寺地内
施工面積　A=1955.31㎡（基幹事業　舗装
工　A=1955.31㎡）

H28.9.30 舗装工事 13,500,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

4
公共下水道事業舗装復旧工事
（上大越字白石地内）

大越町上大越字白石地内
施工面積　A=911.69㎡（基幹事業　復旧面
積　A=833.63㎡）、単独事業　復旧面積　Ａ
=78.06㎡）、公共ます設置N=1箇所

H28.9.30 舗装工事 10,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

5 除去土壌等の搬出にかかる業務委託(都路中学校）
都路中・古道
小・都路こども
園

都路町古道地内 除去土壌　V=775.3㎥ H28.11.30 業務委託 38,500,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

6
公共下水道事業管渠布設工事
（下大越字平鉢地内外）

大越町下大越字平鉢地内外
施工延長　L=212.00m（基幹事業　開削工
法　L=193.50m）、（単独事業　開削工法
L=18.50m）

H28.11.25 下水道工事 17,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

7
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
施工延長　L=214.00m（基幹事業　開削工
法　L=214.00m）

H28.11.25 下水道工事 17,600,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

8 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉1工区） 常葉町堀田地内外

維持管理（除草）
①堀田　1739.9㎡　②黒川1　628.9㎡　③黒川2
717.0㎡　④柳渡戸　1188.7㎡　⑤八升栗
1072.2㎡　⑥川越　5641.0㎡　⑦田代　1000.0㎡
⑧関本　143.7㎡　⑨小桧山　468.0㎡　⑩早稲川
602.7㎡

H28.10.31 業務委託 3,500,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

9 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉2工区） 常葉町山根地内外

維持管理（除草）
①山根1号　679.5㎡　②山根2号　1635.5㎡　③
山根3号　1043.0㎡　④山根4-1号　954.1㎡　⑤
山根4-2号　⑥山根5-1号　360.1㎡　⑦山根5-2
号　1497.7㎡　⑧山根7号　538.9㎡　⑨山根8号
878.3㎡　⑩ｽｶｲﾊﾟﾚｽ1　510.5㎡　⑪ｽｶｲﾊﾟﾚｽ2
276.0㎡　⑫ｽｶｲﾊﾟﾚｽ3　213.5㎡　⑬ｽｶｲﾊﾟﾚｽ4
319.5㎡　⑭ｽｶｲﾊﾟﾚｽ5　568.0㎡

H28.10.31 業務委託 2,780,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

10 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉3工区） 常葉町西向地内外

維持管理（除草）
①板橋　497.1㎡　②中・西美田　473.7㎡　③休
石　233.5㎡　④下ノ内　52.0㎡　⑤鹿山　1064.7
㎡　⑥山田作　249.3㎡　⑦常葉1・2　734.7㎡
⑧石蒔田　285.4㎡　⑨久保　428.2㎡　⑩新田作
574.6㎡　⑪山根6-1号　725.7㎡　⑫山根6-2号
829.3㎡

H28.10.31 業務委託 1,610,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

11 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路1工区） 都路町岩井沢地内

維持管理（除草）
①西戸1　571.3㎡　②西戸2　722.2㎡　③松葉
1399.5㎡　④平内地1　1594.2㎡　⑤平内地2
517.1㎡　⑥大槻　1516.6㎡　⑦小与内　945.0㎡
⑧ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ　1226.9㎡

H28.10.31 業務委託 2,250,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

12 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路2工区） 都路町岩井沢地内

維持管理（除草）
①平蔵内1　1320.2㎡　②平蔵内2　1717.3㎡　③
言神　1482.5㎡　④強梨　940.0㎡　⑤持藤田
1342.0㎡　⑥楢梨子　2592.2㎡

H28.10.31 業務委託 2,500,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

13 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路3工区） 都路町古道地内
維持管理（除草）
①芹ヶ沢　3270.6㎡　②戸田平　1832.6㎡　③杉
内1　2441.2㎡　④杉内2　771.8㎡

H28.10.31 業務委託 2,200,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

14 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路4工区） 都路町古道地内

維持管理（除草）
①頭ノ巣1　1725.8㎡　②頭ノ巣2　642.2㎡　③大
久保　1084.9㎡　④休場　582.2㎡　⑤白石
1346.3㎡　⑥馬洗戸　1216.4㎡

H28.10.31 業務委託 1,750,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

15 除去土壌等の搬出にかかる業務委託（旧都路第2中学校跡地）
岩井沢小・岩井
沢児童館

都路町岩井沢地内 除去土壌　V=186.3㎥ H28.11.30 業務委託 11,300,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名
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16 市道堂平線　道路改良工事（第1回工事） 市道堂平線 大越町上大越字後原地内
暫定改良施工延長　L=120.0m、幅員
W=4.0（5.0）m

H28.12.22 土木工事 5,880,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

17 市道板橋2号線　道路改良舗装工事 市道板橋2号線 常葉町西向字板橋地内
改良舗装工　延長　L=80.00m、幅員
W=4.00m

H28.10.28 土木工事 6,700,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

18 常葉小学校屋根改修工事 常葉町常葉字上野地内 屋根防水改修　A≒123.6㎡ H28.10.31 建築工事 2,450,000 常葉建築 白岩　幸広 指名

19 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=215.0m、舗装施工延長
L=132.0m、幅員　W=5.5（7.0）m

H29.1.27 土木工事 34,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

20
公共下水道事業管渠布設工事
（船引字坪敬地地内）

船引町船引字坪敬地地内

施工延長　L=297.70m（基幹事業　開削工法
L=145.50m　Ø150）、（基幹事業　開削工法
L=152.20m　Ø75圧送管）、（単独事業　仮設管
撤去　L=15.61m）

H28.12.20 下水道工事 26,100,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

21
公共下水道事業管渠布設工事
（船引字太子堂地内）

船引町船引字太子堂地内
施工延長　L=182.00m（基幹事業　開削工
法　L=177.00m）、（単独事業　開削工法
L=5.00m）

H28.11.25 下水道工事 15,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

22
公共下水道事業舗装復旧工事
（船引字石田地内）

船引町船引字石田地内
施工面積　A=2459.18㎡（基幹事業　舗装
工　A=2459.18㎡）、施工数量　N=1.00箇所
（基幹事業　公共ます設置工　N=1.00箇所）

H28.9.30 舗装工事 15,200,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

23 船引字遠表地内配水管布設工事 船引町船引字遠表地内
船引町船引字遠表地内配水管布設工事、
配水用ポリエチレン管　HPPE Ø100
L=354.7m

H28.12.19 上水道工事 19,200,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

24 星の村ふれあい館サウナ用ボイラー交換工事 滝根町菅谷字馬場地内 蒸気ボイラー交換　N=2台 H28.8.25
暖冷房衛生
設備工事

2,890,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

25 スカイパレスときわ大広間等エアコン設置工事 常葉町山根字殿上地内 パッケージ形エアコン設置　天吊形　N=3台 H28.7.25
暖冷房衛生
設備工事

2,530,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

26
公共下水道事業管渠改築工事
（船引字和尚担地内）

船引町船引字和尚担地内
施工延長　L=14.98m（単独事業　開削工法
L=14.98m）

H28.8.31 下水道工事 1,950,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

27 船引字坪敬地地内配水管布設工事 船引町船引字坪敬地地内
船引町船引字坪敬地地内配水管布設工
事、配水用ポリエチレン管　HPPE Ø75
L=108.7m

H28.12.28 上水道工事 3,330,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

28 市道反田蟹沢線　舗装新設工事
市道反田蟹沢
線

船引町今泉字神戸前地内
舗装新設　延長　L=105.5m、幅員
W=4.0(5.0)m

H28.8.26 舗装工事 6,300,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

29 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引1工区） 船引町大倉地内
維持管理（除草）
①瀬川（船引）　29556.0㎡

H28.10.31 業務委託 7,850,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

30 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引2工区） 船引町春山地内外

維持管理（除草）
①春山　198.0㎡　②文珠　1222.6㎡　③要田
4203.9㎡　④笹山　3870.8㎡　⑤荒和田　1528.2
㎡

H28.10.31 業務委託 2,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

31 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引3工区） 船引町北鹿又地内外

維持管理（除草）
①鹿又1　1012.9㎡　②鹿又2　1023.5㎡　③鹿又
3　492.8㎡　④長外路　1508.7㎡　⑤石森　604.5
㎡

H28.10.31 業務委託 1,230,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

32 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引4工区） 船引町上移地内
維持管理（除草）
①東部　1920.9㎡　②上道　1283.1㎡　③下道
852.9㎡　④西部　1104.5㎡　⑤町　4230.3㎡

H28.10.31 業務委託 2,500,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

33 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引5工区） 船引町北移地内
維持管理（除草）
①東作　1144.0㎡　②西作　1744.4㎡　③大石
3835.9㎡　④町1　726.0㎡　⑤町2　550.3㎡

H28.10.31 業務委託 2,100,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

34 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引6工区） 船引町南移地内外
維持管理（除草）
①南移　2525.2㎡　②中山　2501.3㎡　③横道
1473.1㎡

H28.10.31 業務委託 1,720,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

35 市道黒井所線　道路改良舗装工事 市道黒井所線 船引町笹山字黒井所地内
改良延長　L=40.0m、舗装延長　L=40.0m、
幅員　W=4.0（5.0）m

H28.10.28 土木工事 8,650,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名



36 市道宮林二ツ森線　側溝敷設工事
市道宮林二ツ森
線

船引町堀越字御堂内地内 側溝敷設工　L=200.0m H28.10.14 土木工事 7,250,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

37 市道追分文珠上線　道路改良工事
市道追分文珠
上線

船引町春山字大平地内
道路改良　延長　L=77.0m、幅員　W=4.0
（5.0）m

H28.10.28 土木工事 7,650,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

38 市道田代1号線　道路改良舗装工事 市道田代1号線 船引町中山字田代地内
改良延長　L=20.0m、舗装延長　L=63.0m、
幅員　W=4.0（5.0）m

H28.10.28 土木工事 6,350,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

39 船引小学校屋根改修工事 船引町船引字南元町地内
屋根防水改修　A≒169.2㎡　内樋防水改
修一式

H28.10.31 建築工事 4,000,000 有限会社　佐藤建築 代表取締役　佐藤　淳一 指名

40
公共下水道事業地質調査業務委託
（船引字時ノ宮地内外）

船引町船引字時ノ宮地内外
地質調査　当初　N=29箇所（ボーリング深
度H=166.0m)

H28.11.26 業務委託 16,800,000
株式会社　武田コンサルタント　郡山
支店

支店長　阿部　弘 指名

41
公共下水道事業地質調査業務委託
（船引字新房院地内外）

船引町船引字新房院地内外
地質調査　当初　N=16箇所（ボーリング深
度H=80.0m)

H28.11.26 業務委託 9,500,000 株式会社　福央ソイル 代表取締役　佐藤　創 指名

42 田村市産業団地　公共下水道地質調査業務委託（上大越字後原地内外） 大越町上大越字後原地内外
地質調査　当初　N=9箇所（ボーリング深度
H=45.0m)

H28.11.26 業務委託 5,900,000 山北調査設計　株式会社 代表取締役　林　英幸 指名

43
（仮称）田村中央スマートインターチェンジ（市道堀之内線）井戸地下水変位調査
業務委託

（仮称）田村中央
スマートインター
チェンジ（市道堀
之内線）

大越町牧野字堀之内地内 井戸地下水調査　N=5.0箇所 H29.2.15 業務委託 2,200,000
日栄地質測量設計　株式会社　郡山
支社

取締役支社長　蛭田　浩仙 指名

44 船引・大越区域間上水道配水管連結工事測量設計業務委託 船引町今泉～大越町下大越地内
配水管布設工事測量設計業務委託
測量設計業務　1.0式　L=1,540.0m

H28.12.20 業務委託 5,400,000
株式会社　武田コンサルタント　郡山
支店

支店長　阿部　弘 指名

45 市道明部渕線増圧ポンプ場建設工事測量設計業務委託 大越町上大越字寺畑地内
ポンプ場建設工事測量設計業務委託
測量設計業務　1.0式

H28.12.20 業務委託 4,000,000 新日本設計　株式会社　福島営業所 所長　加藤　知宏 指名

46 市道新田作線　測量設計業務委託 市道新田作線 常葉町新田作字仲川地内
用地測量　L=0.78km　地質調査　N=3ヶ所
道路詳細設計　L=780m

H29.1.27 業務委託 8,500,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　八木沼　国彦 指名

47 市道深渡卯田ヶ作線　測量設計業務委託
市道深渡卯田ヶ
作線

船引町船引字深渡地内
路線測量　L=0.55km、用地測量
A=2.63ha、道路設計　L=0.55km

H29.1.27 業務委託 10,300,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋和広 指名

48 市道山口遠上線　道路詳細設計業務委託
市道山口遠上
線

大越町上大越字欠入地内 詳細設計　L=0.77km H28.11.25 業務委託 5,200,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　八木沼　国彦 指名

49
公共下水道事業測量設計業務委託
（船引字時ノ宮地内外）

船引町船引字時ノ宮地内外
当初測量面積　A=16.76ha
当初設計延長　L=2715.0m

H29.2.24 業務委託 30,800,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋和広 指名

50
公共下水道事業測量設計業務委託
（船引字新房院地内外）

船引町船引字新房院地内外
当初測量面積　A=7.18ha
当初設計延長　L=1138.0m

H29.2.24 業務委託 13,500,000 総合技術コンサルタンツ　株式会社 代表取締役　安部　勝緒 指名

51 田村市産業団地　公共下水道測量設計業務委託（上大越字後原地内外） 大越町上大越字後原地内外
当初測量面積　A=16.26ha
当初設計延長　L=1395.0m

H29.2.24 業務委託 16,700,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　八木沼　国彦 指名

52 市道曲田上線  測量設計業務委託 市道曲田上線 大越町上大越字曲田地内
路線測量　L=0.40km、用地測量　Ｌ
=0.40ha、道路設計　L=0.40km

H28.10.28 業務委託 3,600,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　八木沼　国彦 指名

53 市道堂平線　道路修正設計業務委託 市道堂平線 大越町上大越字後原地内 道路詳細修正設計　L=0.18km H28.7.29 業務委託 1,500,000 昭和技術設計　株式会社 代表取締役　渡辺　和明 指名

54 市道余平田田代線　測量設計業務委託
市道余平田田
代線

常葉町山根字中谷地地内
路線測量　L=0.05㎞、用地測量
A=0.11ha、道路詳細設計　L=0.05㎞

H28.7.15 業務委託 1,400,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　八木沼　国彦 指名

55 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（船引字坪敬地地内） 船引町船引字坪敬地地内 施工数量（当初）　N=1箇所 H28.12.20
機械設備工
事

9,650,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　阿部　喜一 指名



56 滝根中学校校舎耐震補強設計業務委託 滝根町神俣字中広土地内 H29.1.31 業務委託 7,950,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

57 岩井沢陣場スポーツ広場トイレ等実施設計業務委託 都路町岩井沢字下田地内

実施設計業務
休憩所及びトイレ建設　木造平屋建　A≒100㎡
駐車場舗装、フェンス撤去新設、既存トイレ解
体、グラウンド整地等

H28.12.22 業務委託 4,000,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

58 常葉体育館耐震基本計画・耐震改修実施設計業務委託 常葉町常葉字宮川地内

実施設計業務　常葉体育館　RC造2階建
A=2,813㎡、耐震補強基本計画策定　一式、耐
震補強基本計画に基づく耐震補強工事実施設
計業務　一式

H29.3.24 業務委託 8,200,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

59 水道事業所常駐警備業務委託
船引町船引字上川原33番地
田村市水道事業所

水道事業所常駐警備業務内容
1.勤務日　土・日・祝日・年末年始（指定する日）
日直（8：30～17：15）
毎日　宿直（17：15～8：30）
2.勤務場所　田村市船引町船引字上川原33番
地　田村市水道事業所
3.勤務人数　日直1名、宿直1名
4.勤務内容　①施設内の巡回、毎日4回（10：
00、14：00、18：00、0：00）
②中央監視装置の異常警報の解除及び復旧操
作
③電話の受信　④緊急時の担当者への連絡

H29.3.31 業務委託 4,829,000 株式会社　ｱｻﾋﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 代表取締役　味戸　誠一郎 指名

60 船引浄水場第2配水池、中継ポンプ槽清掃業務委託 船引町船引字石田地内外
配水池清掃業務（ロボット清掃、人力清掃）
船引第2配水池　1箇所、中継ポンプ槽　1
箇所

H28.9.30 業務委託 980,000 株式会社　イワキ 代表取締役　原　信男 指名

61 田村市一般廃棄物処理基本計画改定業務委託 田村市

田村市一般廃棄物処理基本計画見直し
・ごみ処理基本計画の見直し
・生活排水処理基本計画の見直し
・成果品（基本計画書20冊、概要版200枚、デー
タCD-ROM）

H29.2.28 業務委託 1,950,000
株式会社　ｴｲﾄ日本技術開発　東北
支社

支社長　岩本　方克 指名

62 田村市公用車購入（小型貨物緊急車両2台）
船引町船引字上川原33番地
田村市水道事業所

水道事業所配置用　公用車2台（小型貨物
緊急車両）

H28.8.1 備品購入 入札不調 - - 指名

63 田村市公用車購入（軽トラック）5台 船引町船引字畑添地内 公用車購入　軽トラック5台 H28.8.31 備品購入 4,950,000 有限会社　佐藤モータース 代表取締役　佐藤　高行 指名

64 船引北部デイサービスセンター入浴リフト購入
船引北部デイ
サービスセン
ター

船引町上移字後田地内
入浴リフト1台　クルフトRA-580-S（搬送車1
台付き）

H28.7.31 備品購入 2,362,000 株式会社　あかね福祉　郡山営業所
取締役郡山営業所長　及川
貴之

指名

65 消防用ホース購入 船引町船引字畑添76-2

消防用ホース170本購入
・型式：キンパイホース　新SP-H-AAA（ルミタイ
ヤ付とする。）呼称：65mm、長さ：20m、質量
（g/m）：290±10、使用圧：1.3㎫、ジャケット：軽
量化としSPライニング加工、試験圧：2.5㎫

H28.11.30 備品購入 5,610,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

66 消防小型動力ポンプ購入 船引町船引字畑添76-2 消防小型動力ポンプ　4台購入 H28.11.30 備品購入 5,800,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

67 消防ポンプ自動車購入 船引町船引字畑添76-2 消防ポンプ自動車1台購入 H28.11.30 備品購入 17,850,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名


