
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 市道黒内3号線　道路改良工事 市道黒内3号線 船引町荒和田字舘ヶ森地内
改良（暫定）延長　L=265.0m、幅員
W=4.0(5.0)m

H29.1.27 土木工事 5,400,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

2 社会資本整備総合交付金事業　市道西向今泉線　道路改良工事
市道西向今泉
線

船引町今泉字葉前場地内
改良施工延長　L=140.0m、幅員
W=4.0(5.0)m

H29.3.24 土木工事 13,450,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

3 久保田団地1号棟外壁改修工事 大越町上大越字久保田地内
外壁改修工事　足場設置 A=969㎡、外壁
塗装 A=805㎡

H28.12.15 建築工事 8,470,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　守弘 指名

4 久保田団地2号棟外壁改修工事 大越町上大越字久保田地内
外壁改修工事　足場設置 A=1,589㎡、外壁
塗装 A=1,425㎡

H28.12.15 建築工事 13,600,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　守弘 指名

5 都路診療所雨漏修繕工事 都路町古道字寺下地内
屋根修繕工事
塩ビシート防水　A=132.7㎡、ウレタン塗膜
防水　A=132.4㎡

H28.12.22 建築工事 4,100,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

6 古道地区　水路整備工事 都路町古道字稲葉下地内外
水路整備工　稲葉下地区 500排水フリュー
ム L=250.0m、萩田地区 300ベンチフリュー
ム L=178.0m

H29.2.28 土木工事 9,400,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

7 準用河川明部渕川筋　排水路整備工事
準用河川明部
渕川筋

大越町上大越字岩崎前地内 水路工（H1100×W1900）　L=47.5m H29.2.24 土木工事 8,500,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

8 市道中ノ目下町線　道路改良舗装工事
市道中ノ目下町
線

大越町下大越字中ノ目地内
道路改良 延長 L=50.0m、舗装新設 延長
L=30.0m、幅員 W=3.0(4.0)m

H29.1.27 土木工事 5,480,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　守弘 指名

9 市道馬場早風線　道路改良工事
市道馬場早風
線

滝根町菅谷字作田下地内
改良（暫定）延長　L=194.6m、幅員
W=4.0(5.0)m

H29.1.27 土木工事 6,800,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

10 市道宮ノ前上平線　道路改良舗装工事
市道宮ノ前上平
線

滝根町広瀬字山口地内
改良延長　L=14.5m、舗装延長　L=74.5m、
幅員　W=4.0(5.0)m

H28.12.22 土木工事 4,200,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

11 まちづくり復興交付金事業　市道富岡鰍線　法面復旧工事 市道富岡鰍線 常葉町山根字殿上地内 復旧延長　L=24.0m、法面保護工　1.0式 H28.12.28 土木工事 6,350,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

12 市道川柏線　舗装新設工事 市道川柏線 大越町下大越字後原地内 舗装工　L=80.0m W=3.00(4.00)m H28.11.25 舗装工事 4,200,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

13 水道施設保全改修　滝根浄水場2系ろ過池流入弁更新工事 滝根町神俣字入新田地内 電動ソフトシール仕切弁　1.0台 H29.2.28 上水道工事 1,790,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

14 古道プール脇トイレ改修工事 都路町古道字遠下前地内
トイレ機器交換　洋式大便器交換　N=3箇
所、洋式小便器交換　N=1箇所、手洗器交
換　N=3箇所

H29.1.31
暖冷房衛生
設備工事

4,500,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　学 指名

15 公共下水道関連　県道船引大越小野線配水管布設替工事 大越町上大越字薬師堂地内
公共下水道工事に伴う配水管布設替工事
配水用ポリエチレン管　HPPE Ø150
L=142.2m

H29.3.21 上水道工事 20,000,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

16 休石地区　水路整備工事 常葉町西向字休石地内
水路整備工事　L=167.09m 排水フリューム
1800×1000

H29.3.17 土木工事 27,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

17 佐土畑地区　水路整備工事 滝根町広瀬字佐土畑地内
水路整備工事　L=127.87m 排水フリューム
1200×1000

H29.3.17 土木工事 17,300,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

18 公共下水道事業管渠布設工事（上大越字薬師堂地内外） 大越町上大越字薬師堂地内外
施工延長　L=186.95m（基幹事業　開削工
法　L=167.65m）、（基幹事業　推進工法
L=19.30m）

H29.2.24 下水道工事 21,200,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

19 市道駅前馬場線　道路改良舗装工事（第2回工事）
市道駅前馬場
線

船引町船引字下大平地内
改良延長　L=188.4m、舗装延長
L=122.4m、幅員　W=6.0(10.0)m

H29.3.24 土木工事 43,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名
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20 市道堂平線　道路改良工事（第2回工事） 市道堂平線 大越町上大越字後原地内
改良施工延長　L=188.5m、幅員
W=6.0(9.0)m

H29.2.28 土木工事 39,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

21 社会資本整備総合交付金事業　市道永畑屋戸線　道路改良舗装工事
市道永畑屋戸
線

船引町春山字永畑地内
改良延長　L=140.0m、舗装延長
L=140.0m、幅員　W=4.0(5.0)m

H29.3.24 土木工事 14,700,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

22 田村市道路台帳補正業務委託 田村市全域 市内一円

道路台帳補正業務
4級基準点測量　L=5.15km、新規路線　1路
線　L=0.27km、幅員の変更　L=5.15km、改
良路線　16路線　L=4.88km、関連路線の修
正　L=1.00km、接続路線の修正
L=0.76km、構造物台帳　N=1.0式

H29.3.24 業務委託 11,000,000
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 大滝根川水利使用許可申請書作成業務委託 船引町船引字上川原地内
水利使用許可申請書作成（現状の把握、
計画給水人口・給水量の算出、申請書類
の作成、照査）

H29.3.24 業務委託 5,000,000
株式会社　山口水道設計事務所　郡
山支所

支所長　佐々木　賢司 指名

24 都路診療所非常用発電機設置工事 都路診療所 都路町古道字寺下50
発電機本体等設置費　一式、屋内外電気
配線等工事費　一式、ガス配管等工事費
一式

H28.12.22
電気設備工
事

入札不落 － － 指名

25 都路歯科診療所歯科ユニット購入
都路歯科診療
所

都路町古道字寺下50 歯科ユニット　3台 H28.10.31 備品購入 9,916,000 株式会社　岩瀬歯科商会　福島支店 支店長　小島　勇 指名

26 都路歯科診療所歯科レーザー治療機器購入
都路歯科診療
所

都路町古道字寺下50 歯科レーザー治療機器　1台 H28.9.30 備品購入 4,100,000 株式会社　岩瀬歯科商会　福島支店 支店長　小島　勇 指名

27 都路歯科診療所可搬式歯科用ユニット購入
都路歯科診療
所

都路町古道字寺下50 可搬式歯科用ユニット　1台 H28.11.30 備品購入 564,480 株式会社　協立医療 代表取締役　影山　則夫 指名

28 田村市公用車購入（2tダンプ）1台 都路町古道字本町地内 公用車（2tダンプ）1台 H28.10.31 備品購入 入札不落 － － 指名

29 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 バン　1台 H28.11.18 備品購入 2,750,000 管野モータース 代表　管野　正明 指名

30 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

H28.12.22 備品購入 9,200,000 管野モータース 代表　管野　正明 指名

31 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 28,500,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 指名


