
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 市道小塚１号線　道路改良舗装工事 市道小塚1号線 船引町中山字小塚地内

1工区　改良延長　L=80.0ｍ　舗装延長　L=80.0
ｍ　幅員　W=4.0（5.0）ｍ　　2工区　改良延長
L=66.5ｍ　舗装延長　L=66.5ｍ　幅員　W=4.0
（5.0）ｍ

H30.11.30 土木工事 21,400,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

2 田村市産業団地　流末水路工事
準用河川白石
川

大越町上大越字白石地内 水路工　L=26.4ｍ H30.10.26 土木工事 17,450,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

3 市道沖田５号線　舗装新設工事 市道沖田5号線 滝根町菅谷字沖田地内
舗装延長　L=274.1ｍ　　幅員　W=5.5（7.0）
ｍ

H30.8.31 舗装工事 20,500,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

4 除染除去物端末輸送業務（都路第１０行政区（大久保））
都路第10行政
区（大久保）一
時保管所

都路町古道字福谷井地内 除染除去物端末輸送　N=8,172袋 H30.9.28 業務委託 294,500,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

5 岩井沢北部生活改善センター改修工事 都路町岩井沢字段ノ原地内

○屋根改修　ポリウレタン樹脂塗装　A=163
㎡　○床改修　タイルカーペット張り
A=44.3㎡　○外装工事　アスファルト舗装
A=52.8㎡

H30.8.31 建築工事 2,230,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

6 大槻生活改善センター改修工事 都路町岩井沢字日向地内

○床改修　クッションフロア張り　A=18.5㎡
○屋根改修　ポリウレタン樹脂塗装　A=180
㎡　○外溝工事　アスファルト舗装　A=134
㎡

H30.8.31 建築工事 2,540,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

7 地見城多目的研修集会施設改修工事 都路町古道字前田地内
○外壁塗装　A=132㎡　○軒天塗装　A=37
㎡

H30.7.27 建築工事 1,200,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

8 合子地区野菜等集出荷所改修工事 都路町古道字仲ノ前地内
○屋根改修　トタン板張替　A=224.4㎡　○
外壁塗装　ＳＯＰ　A=160㎡　○便槽取替
N=２箇所

H30.9.28 建築工事 4,080,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

9 小滝沢転作推進技術研修センターボーリング工事 都路町古道字小滝沢地内 ○井戸掘削　L=50ｍ H30.6.29 さく井工事 2,600,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

10 滝根デイサービス空調設備更新工事
滝根デイサービ
スセンター

滝根町広瀬字針湯地内 ○空調機取付　N=２台 H30.7.27
暖冷房衛生
設備工事

2,100,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

11 常葉デイサービス加圧ポンプユニット交換工事
常葉デイサービ
スセンター

常葉町常葉字備前作地内 ○加圧ポンプユニット交換　N=１式 H30.7.27
暖冷房衛生
設備工事

1,540,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

12 船引小学校プール改修工事 船引町船引字南元町地内
給水管付設　L=95ｍ（附帯工一式）　水吞
場修繕一式　排水管付設　L=40ｍ（附帯工
一式）

H30.7.27
暖冷房衛生
設備工事

3,600,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

13 ふくしま復興道路関連　県道船引大越小野線配水管布設替工事 滝根町広瀬字幡門場地内

・ふくしま復興道路に伴う配水管布設替工
事
・配水用ポリエチレン管　HPPE　Ø75
L=137.7ｍ

H30.12.14 上水道工事 5,800,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

14 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 落下防止柵点検　N=1.0式 H30.12.21 業務委託 2,650,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

15 大鏑矢ふれあい公園維持管理業務委託 船引町東部台六丁目地内
○芝管理工　A=8,680㎡　　○花菖蒲田管
理工　A=1,089㎡

H30.11.30 業務委託 2,350,000 株式会社　フクイシ 代表取締役　佐藤　利男 指名

16 田村市運動公園芝管理業務委託 船引町船引字遠表地内

１．芝生の管理　陸上競技場：フィールド11,601㎡、芝スタンド3,293㎡、スタンド周辺部

2,245㎡、西側駐車場443㎡、　総合体育館周辺部411㎡、総合体育館東側芝生2,000㎡

２．クロスカントリーコース走路芝管理　コース部　W=5ｍ、L=2,000ｍ　A=10,000㎡　ス

タート部　A=100㎡　芝面積合計　10,100㎡　　３．コース法面草刈り　法面面積3,063㎡

４．法面草刈り　法面面積　9,450㎡

H30.12.7 業務委託 12,400,000 有限会社　山峡園 代表取締役　橋本　健一 指名

17 市道四重城堀田線　測量設計業務委託
市道四重城堀
田線

常葉町常葉字目石沢地内
現地測量　A=0.010k㎡　路線測量　L=0.20
㎞　用地測量　A=1.00ｈａ　詳細設計
L=0.20㎞

H31.1.25 業務委託 13,800,000 株式会社　郡山測量設計社　田村支店 支店長　荻野　政輝 指名

18 市道四重城堀田線　地質調査業務委託
市道四重城堀
田線

常葉町常葉字目石沢地内 地質調査　N=2.0箇所 H30.7.27 業務委託 2,700,000 株式会社　新和調査設計　田村営業所 所長　髙橋  和広 指名

19 市道山口遠上線　補償物件調査算定業務委託
市道山口遠上
線

大越町上大越字大日前地内 補償物件調査　N=1.0式 H30.7.27 業務委託 2,450,000 株式会社　第一測地補償 代表取締役　小柴　建造 指名
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20 飲料水水質検査業務委託 田村市水道事業所区域内

配水：基準項目9項目、11項目、23項目、39項目、49
項目、51項目、アルミニウム、鉄、マンガン
原水：大腸菌、嫌気性芽胞菌、クリプトスポリジウム・
ジアルジア、農薬119項目、鉄、マンガン

H31.3.31 業務委託 12,160,000 株式会社　新環境分析センター福島県分析センター センター長　薄井　孝之 指名

21 水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（４ｔローリー） 田村市水道事業所
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム　4ｔローリー
購入　1㎏あたり　（年間使用量　109,960
㎏）

H31.3.31 物品購入 47.00 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

22 水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（２ｔローリー） 田村市水道事業　大越浄水場
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム　2ｔローリー
購入　1㎏あたり　（年間使用量　15,820㎏）

H31.3.31 物品購入 58.00 有限会社　渡辺薬局 代表取締役　星　淳 指名

23 水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（２ｔローリー） 田村市水道事業所
滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ　2ｔローリー購
入　１ｋｇあたり　（年間使用量　25,240㎏）

H31.3.31 物品購入 64.50 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

24 水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（１箱１８L）
田村市水道事業　大越浄水場、
常葉浄水場、滝根浄水場、入新
田浄水場

滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ　1箱18Lあたり　（年
間使用量　1,040箱）
大越280箱　常葉310箱　滝根・入新田450箱

H31.3.31 物品購入 2,900 有限会社　さとう 代表取締役　佐藤　順子 指名

25 水道量水器単価契約（口径１３ｍｍ乾式直読式量水器） 田村市水道事業所
水道量水器単価契約（口径13ｍｍ乾式直
読式量水器）　（年間購入予定　1,371個）

H31.3.31 物品購入 1,760 東洋計器　株式会社　郡山事務所 所長　矢吹　裕一 指名

26 消防ポンプ車購入 船引町船引字畑添７６番地２ 消防ポンプ車　１台購入 H30.10.31 備品購入 19,200,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

27 消防小型動力ポンプ積載車購入 船引町船引字畑添７６番地２ 消防小型動力ポンプ積載車　４台購入 H30.11.30 備品購入 22,600,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

28 静電複写機賃貸借 船引町船引字畑添７６番地２
静電複写機８台
・本庁舎７台　船引公民館１台　　・契約期間　平成30年6月1日～平成
33年5月31日（3年間）　　・年間総印刷予定枚数　254.3万枚
・1枚あたりの単価

H30.5.31 備品賃貸借 不落 - - 指名


