
No 工事等名 路線・施設名
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別
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落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 市道茸山前田線　道路改良舗装工事
市道茸山前田
線

船引町北鹿又字前田地内
道路改良舗装　延長　L=60.0m、幅員
W=4.0(5.0)m

H28.12.22 土木工事 8,050,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

2 市道小塚1号線　道路改良工事 市道小塚1号線 船引町中山字小塚地内 改良延長　L=130.0m、幅員　W=4.0(5.0)m H29.1.27 土木工事 13,300,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

3 市道船引石森線　道路改良舗装工事
市道船引石森
線

船引町船引字砂子田地内
改良延長　L=50.0m、舗装延長　L=50.0m、
幅員　W=6.0(10.0)m

H29.1.27 土木工事 12,080,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

4 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字扇田地内外） 船引町船引字扇田地内外

施工面積　A=1329.92㎡（基幹事業　舗装工
A=1175.36㎡）（単独事業　舗装工　A=154.56
㎡）、施工数量　N=4.00箇所（基幹事業　公共ま
す設置工　N=4.00箇所）

H28.10.28 舗装工事 8,800,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

5 社会資本整備総合交付金事業　市道原線　道路改良舗装工事 市道原線 船引町北鹿又字広見地内
改良延長　L=120.0m、舗装延長
L=54.8m、幅員　W=6.0(8.0)m

H29.1.27 土木工事 14,300,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

6 都路中学校　駐車場舗装工事 都路中学校 都路町古道字北町地内 表層工　A=3393.1㎡、付帯工　N=1.0式 H28.12.22 舗装工事 15,800,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

7 みらいを創る市町村等支援事業　行司ヶ滝遊歩道　改修工事 行司ヶ滝遊歩道 都路町古道字小滝沢地内 遊歩道改修　N=2.0橋 H29.3.22 土木工事 15,900,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（菅谷字大子堂地内） 滝根町菅谷字大子堂地内
施工延長　L=260.00m（基幹事業　開削工
法　L=241.00m）（単独事業　開削工法
L=19.00m）

H29.3.17 下水道工事 15,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

9 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字中田地内） 大越町下大越字中田地内
施工延長　L=73.00m（基幹事業　開削工法
L=53.00m）（基幹事業　推進工法
L=20.00m）、舗装復旧面積　A=50.02㎡

H29.1.27 下水道工事 12,100,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

10 水道施設保全改修　市道明部渕線配水管布設工事 大越町上大越字明部渕地内
配水管布設工事　総布設延長
L=613.86m(HIVPØ150 L=2.00m、HPPEØ150
L=2.52m、HPPEØ100 L=609.34m)

H29.1.31 上水道工事 16,400,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

11 石田団地下水道接続工事 船引町船引字石田地内
○排水管布設　硬質塩化ビニル管　VU100
L=69m、便器交換　洋風便器節水型　N=10
組

H28.12.20
暖冷房衛生
設備工事

4,600,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

12 公共下水道事業管渠布設工事（上大越字元池地内） 大越町上大越字元池地内
施工延長　L=24.30m（基幹事業　開削工法
L=24.30m）

H28.10.28 下水道工事 1,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

13 岩井沢字松ノ口地区　水路整備工事
岩井沢字松ノ口
地区

都路町岩井沢字松ノ口地内
水路整備工　600ベンチフリューム
L=260.0m

H29.2.28 土木工事 6,300,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

14 岩井沢字五反田・中作地区　水路整備工事
岩井沢字五反
田・中作地区

都路町岩井沢字五反田地内外
水路整備工　五反田地区　300排水フ
リューム　L=400.0m、中作地区　300ベンチ
フリューム　L=66.0m

H29.3.27 土木工事 9,650,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

15 町団地外解体工事 滝根町神俣字町地内外
市営住宅解体　町団地　N=3戸、塙団地
N=1戸

H28.10.31 建築工事 2,550,000 平河内工務店 平河内　一博 指名

16 求中団地解体工事 大越町上大越字求中地内 市営住宅解体　求中団地　N=2戸 H28.10.31 建築工事 1,210,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

17 防災・安全交付金事業　市道大橋中広土線　橋梁上部工工事
市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字針湯地内 橋長　L=26.1m、幅員　W=6.0(9.5)m H29.3.24
PC橋上部工
事

83,800,000
東日本ｺﾝｸﾘｰﾄ　株式会社　福島営
業所

所長　白石　秀仁 指名

18 水道施設保全改修　船引浄水場1系ろ過設備更新工事 船引町船引字上川原地内
船引浄水場内1系ろ過設備更新　汚泥掻寄
機　1式、スクリュウコンベア　1式、排泥弁
1式、ハーディンジ　1式

H29.2.28
機械設備工
事

35,000,000 株式会社　翼水ｴﾝｼﾞﾆｱ 代表取締役　　矢部　正一 指名

19 水道施設保全改修　田村市浄水施設計装設備更新工事 大越町早稲川字千丁地地内外
大越浄水場管内　第2水源計装設備　1式、常葉
浄水場管内　第7水源計装設備　1式・久保中継
ポンプ計装設備　1式・受水槽計装設備　1式

H29.2.28
電気設備工
事

46,800,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 指名
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20 矢立松地区　水路整備測量設計業務委託 滝根町菅谷字矢立松地内 水路整備測量設計業務　L=540.0m H29.1.31 業務委託 7,000,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 指名

21 枯木作地区　水路整備測量設計業務委託 滝根町菅谷字枯木作地内 水路整備測量設計業務　L=320.0m H29.1.31 業務委託 5,800,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 指名

22 防災・安全交付金事業　道路橋定期点検業務委託 聖石橋外220橋 船引町大倉字本町地内外 道路橋定期点検　N=221.0橋 H29.2.28 業務委託 51,000,000
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

23 北移地区　水路整備測量設計業務委託 船引町北移字久保田地内 水路整備測量設計業務　L=250.0m H29.1.31 業務委託 4,400,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 指名

24 古道体育館耐震基本計画・耐震改修実施設計業務委託 都路町古道字遠下前地内

実施設計業務　古道体育館　ＲＣ＋Ｓ造2階建　A=1,255㎡、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、大規模改修工事実施設計業
務委託（屋上防水等）　一式

H29.3.24 業務委託 7,000,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

25 田村市公共下水道し尿投入計画概要書作成業務委託 船引町春山地内
田村市公共下水道し尿投入計画概要書の
作成　一式

H29.3.24 業務委託 2,700,000 株式会社　日水コン　福島事務所 所長　羽賀　宏文 指名

26 都路診療所全身用Ｘ線ＣＴ診断装置購入 都路町古道字寺下50
全身用マルチスライスＣＴスキャナ（16列）
一式

H28.12.22 備品購入 27,200,000 コセキ　株式会社　郡山営業所 所長　村上　慎 指名

27 都路診療所汎用超音波画像診断装置購入 都路町古道字寺下50
汎用超音波画像診断装置（ポータブル型）
一式

H28.12.22 備品購入 11,500,000 コセキ　株式会社　郡山営業所 所長　村上　慎 指名

28 都路診療所無散瞳眼底カメラ購入 都路町古道字寺下50 無散瞳眼底カメラ　一式 H28.12.22 備品購入 2,700,000 安積医科器械　株式会社 代表取締役　矢吹　忍 指名

29 都路診療所待合室ロビーチェア購入 都路町古道字寺下50
ロビーチェア（肘なし）　3人掛15台　2人掛1
台

H28.8.31 備品購入 1,380,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

30 市内イベント用テント等購入
あぶくま洞管理
事務所

滝根町菅谷字東釜山地内 テント　20張り、四方幕　20組 H28.9.16 備品購入 3,230,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

31 防災用レインウェア購入 船引町船引字畑添76番地2 防災用雨衣　1,400着 H28.12.20 物品購入 11,200,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

32 消防団員用ヘルメット購入 船引町船引字畑添76番地2 消防団員用ヘルメット　1,100個 H28.12.20 物品購入 3,410,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

33 田村市公用車購入（農産物等処理加工場バン1台）
農産物等処理
加工場

滝根町菅谷字早風地内 ハイエース　1台 H28.10.12 備品購入 入札不調 － － 指名

34 都路診療所患者送迎マイクロバス購入 都路町古道字寺下50
都路診療所患者送迎マイクロバス（諸経費
は含まない）　一式

H28.11.30 備品購入 入札不調 － － 指名

35 都路地区スクールバス（マイクロバス）購入 都路町古道字本町地内
都路地区スクールバス　マイクロバス（4Ｗ
Ｄ）・29人乗り（運転手を含む）　3台

H29.3.22 備品購入 入札不調 － － 指名


