
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 田村市産業団地　造成区画排水工事
田村市産業団
地 （区画1・2・3・
4）

大越町上大越字後原地内

敷地造成工　N=4.0区画　法面工　N=1.0式（区画1・2
A=1073.7㎡、区画3 A=2310.2㎡、区画4 A=3095.4㎡）
排水工　N=1.0式（区画1 L=294.9ｍ、区画2 L=126.9
ｍ、区画3 L=587.8ｍ、区画4 L=548.1ｍ）

H31.3.26 土木工事 78,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

1 市道曲田線　道路改良舗装工事（第１回工事） 市道曲田線 大越町上大越字薬師堂地内
改良舗装工　　Ｌ＝９７．５ｍ　幅員　Ｗ＝
６．０（１０．０）ｍ

H31.2.22 土木工事 33,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

2 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字高屋敷地内外） 大越町下大越字高屋敷地内外
施工延長　L=272.3ｍ　（基幹事業　開削工
法　  L＝244.00ｍ）　（単独事業　開削工法
L＝28.30ｍ）

H31.1.25 下水道工事 25,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

3 田村市産業団地　公共下水道事業管渠布設工事（上大越字後原第１地内） 大越町上大越字後原地内
施工延長　L=59.00ｍ　（基幹事業φ150
推進工　　L＝59.00ｍ）

H31.1.25 下水道工事 18,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

4
防災・安全交付金事業
市道曲田線　舗装新設工事

市道曲田線 大越町上大越字中広土地内
舗装工　　延長　Ｌ＝４１０．００ｍ　幅員　Ｗ
＝６．００（１０．００）ｍ

H30.12.21 舗装工事 39,500,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

5 除染除去物端末輸送業務（石森外３箇所）

搬出場（一時保管所）：
石森／春山／文珠／
旧石森小学校　積込場
（一時保管所）：文珠

船引町石森字高屋敷地内 除染除去物端末輸送　N=1,610袋 H30.9.28 業務委託 63,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

6
社会資本整備総合交付金事業
市道井堀光大寺線　道路改良舗装工事

市道井堀光大
寺線

船引町芦沢字下関地内
延長　Ｌ＝１７９．２ｍ　　改良舗装延長　Ｌ＝１２０．０ｍ
改良延長　Ｌ＝　３４．０ｍ　　暫定改良延長　Ｌ＝　２
５．２ｍ　　幅員　Ｌ＝５．５（７．０）ｍ

H31.2.22 土木工事 32,700,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

7 公共下水道事業管渠布設工事（船引字砂子田第２地内） 船引町船引字砂子田地内
施工延長　L=358.71ｍ　（基幹事業φ
150,75,50　開削工法　L＝339.01ｍ）　（単
独事業φ150　開削工法　　L＝19.70ｍ）

H31.1.25 下水道工事 24,800,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（船引字太子堂第2地内） 船引町船引字太子堂地内
施工延長　L=162.00ｍ　（基幹事業　推進
工法　  L＝122.50ｍ）　　（取付管推進工法
L＝39.50ｍ）

H31.1.25 下水道工事 24,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

9 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字上田中地内外） 船引町船引字上田中地内外
施工面積　Ａ＝905.23㎡　（基幹事業　舗装
工　　A＝905.23㎡）

H30.10.26 舗装工事 10,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

10 要田小学校プール解体工事 要田小学校 船引町要田字要田地内 ○プール解体工事　A=750㎡ H30.12.21 建築工事 14,940,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

11 常葉小学校校舎屋上防水工事 常葉小学校 常葉町常葉字上野地内 ○校舎屋上防水工事　Ａ＝１２００㎡ H30.12.21 建築工事 18,200,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

12 常葉小学校塗装工事 常葉小学校 常葉町常葉字上野地内
○校舎内部塗装工事　壁塗装　Ａ＝２３６１
㎡　○体育館屋根塗装工事　Ａ＝８１８㎡

H31.3.22 建築工事 24,800,000 有限会社　先﨑塗装 代表取締役　先﨑　智之 指名

13 市道城ノ内石田線　側溝敷設工事
市道城ノ内石田
線

船引町船引字石田地内 側溝工　Ｌ＝４６．９０ｍ H30.10.26 土木工事 3,750,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

14 除染除去物輸送に係る進入路整備業務（上移行政区（東部））
上移行政区（東
部） 一時保管所

船引町上移字馬込地内 一時保管所進入路整備　L=90.0ｍ H30.9.28 業務委託 12,350,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

15 下大越字上田地区　水路整備工事 大越町下大越字上田地内 水路整備工（６００×６００）　L＝７０．０ｍ H31.3.25 土木工事 8,600,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

16 広瀬字宮ノ前地区　水路整備工事 滝根町広瀬字宮ノ前地内 水路整備工（４００×２６０）　L＝４８０．０ｍ H31.3.25 土木工事 9,750,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

17 船引南小学校屋内運動場耐震補強工事
船引南小学校
屋内運動場

船引町堀越字丸森地内

○壁面鉄骨ブレース補強　Ｎ＝６箇所　○鉄骨柱柱頭
部補強　外ダイア補強　Ｎ＝１４箇所　接合部方杖補
強　Ｎ＝１０箇所　○鉄骨柱脚部補強　アンカーボルト
補強　Ｎ＝１２箇所

H30.10.26 建築工事 8,350,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

18 常葉馬場団地屋根雨樋外壁修繕工事 常葉馬場団地 常葉町常葉字馬場地内
○雨樋修繕　Ｎ＝２箇所　○屋根塗装　Ａ
＝７６２㎡

H30.10.26 建築工事 4,800,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名
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19 除染除去物輸送に係る積込場整備業務（グリーンパーク都路）
グリーンパーク
都路 一時保管
所

都路町古道字山口地内 一時保管所積込場整備　A=5,700.0㎡ H30.8.31 業務委託 12,300,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

20 除染除去物輸送に係る進入路整備業務（堀田行政区）
堀田行政区 一
時保管所

常葉町堀田字岡谷地地内 一時保管所進入路整備　L=45.0ｍ H30.8.31 業務委託 3,560,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

21 除染除去物輸送に係る進入路整備業務（山根行政区（2号組））
山根行政区（2
号組） 一時保管
所

常葉町山根字九十内地内 一時保管所進入路整備　L=50.0ｍ H30.8.31 業務委託 7,050,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

22 除染除去物端末輸送業務（鹿山外9箇所）

搬出場（一時保管所）：鹿山／山田作

／常葉1・2／石蒔田／板橋／中・西

美田／休石／下ノ内／久保／常葉

運動場

積込場（一時保管所）：常葉運動場

常葉町鹿山字欠下地内外 除染除去物端末輸送　N=2,867袋 H30.10.26 業務委託 106,000,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

23 除染除去物端末輸送業務（都路第10行政区（頭ノ巣その1））

搬出場（一時保管所）：都
路第10行政区（頭ノ巣その
1）　積込場（一時保管所）：
都路第10行政区（頭の巣そ
の2）

都路町古道字高橋地内 除染除去物端末輸送　N=5,186袋 H30.11.30 業務委託 172,500,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

24 除染除去物端末輸送業務（都路第3行政区（平蔵内その2））
搬出場（一時保管所）：都
路第3行政区（平蔵内その
2）　積込場（一時保管所）：
新場々（環境省直轄）

都路町岩井沢字所久保地内 除染除去物端末輸送　N=7,200袋 H30.10.26 業務委託 263,100,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

25 水道施設保全改修　鹿山地内配水管布設替工事 常葉町鹿山字川原田　地内
・常葉町鹿山地区の配水管老朽化による布設替工事　・　配
水用ポリエチレン管　HPPE　φ150　L=665.0ｍ　　HPPE　φ
100　L=500.0ｍ　HPPE　φ 75　L= 10.0ｍ

H31.2.22 上水道工事 39,500,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

26 公共下水道関連　船引字砂子田地内配水管布設替工事 船引町船引字砂子田　地内
・公共下水道工事に支障となる配水管布設替工
事　・　配水用ポリエチレン管　HPPE φ100
L=146.1ｍ　仮設配管　100A　L=176.0ｍ

H31.1.25 上水道工事 9,890,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

27 常葉小学校トイレ洋式化工事 常葉小学校 常葉町常葉字上野地内 ○洋風便器設置　Ｎ＝１８組 H31.3.22
暖冷房衛生
設備工事

9,940,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

28 常葉体育館自家用発電設備改修工事 常葉体育館 常葉町常葉字宮川地内
○自家用発電設備設置（既設発電機撤去
共）Ｎ＝１台

H30.10.26
電気設備工
事

4,500,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　浩充 指名

29 ふくしま森林再生事業　年度別実施計画作成業務委託
田村市内民有
林

田村市全域
ふくしま森林再生事業森林整備計画の作
業業務・同意取得業務　面積Ａ＝90ha（2箇
所）　同意取得　23人

H31.2.22 業務委託 51,000,000 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

30 田村市東部産業団地　応用測量業務委託
田村市東部産
業団地

常葉町山根字余平田地内
路線測量　Ｎ＝１．０式　　応用調査　Ｎ＝
１．０式

H31.2.22 業務委託 58,700,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

31 防災・安全交付金事業　樋ノ口橋外橋梁補修調査設計業務委託
市道　樋ノ口線
外

常葉町久保字樋ノ口地内外
橋梁補修調査設計業務　N=6.0橋　　詳細
調査　１．０式　　補修設計　１．０式

H30.12.21 業務委託 14,500,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

32 船引馬場団地外壁・給排水管改修工事実施設計業務委託 船引馬場団地 船引町船引字馬場地内

○改修工事実施設計業務　Ｎ＝１式　　（改修内容）・外壁改
修工事　クラック補修含む塗装工事　・給排水管更新工事　内
部、外部全配管更新　給水方式検討含む　　・室内設備更新
工事　便所・台所シンク・換気扇更新

H30.12.21 業務委託 1,714,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

33 ふくしま森林再生事業　滝根地区５工区　森林整備業務委託 滝根地区 滝根町神俣字糠塚地内
滝根地区５工区（滝根町神俣字糖塚地内）
森林整備 A=7.26ha　（間伐ほか、路網整
備）

H30.12.28 業務委託 8,800,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

34 ふくしま森林再生事業　大越地区２－③工区　森林整備業務委託 大越地区 大越町下大越字大平地内
大越地区２－③工区（大越町下大越字大
平地内）　　森林整備 A=6.60ha　　（下刈り）

H30.11.30 業務委託 2,250,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

35 ふくしま森林再生事業　大越地区３－③工区　森林整備業務委託 大越地区 大越町早稲川字下河原地内
大越地区３－③工区（大越町早稲川字下
河原地内）　　森林整備 A=5.30ha　　（間伐
ほか、路網整備）

H30.12.28 業務委託 6,900,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

36 ふくしま森林再生事業　都路地区１－③工区　森林整備業務委託 都路地区 都路町古道字山口地内
都路地区１－③工区（都路町古道字山口
地内）　　森林整備 A=12.57ha　　（下刈り）

H30.11.30 業務委託 3,900,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

37 ふくしま森林再生事業　都路地区４工区　森林整備業務委託 都路地区 都路町古道字京久保地内
都路地区４工区（都路古道字京久保地内）
森林整備 A=38.72ha　　（間伐ほか、路網
整備）

H30.12.28 業務委託 40,500,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

38 ふくしま森林再生事業　都路地区５工区　森林整備業務委託 都路地区 都路町古道字南作地内
都路地区５工区（都路町古道字南作地内）
森林整備 A=16.42ha　　（間伐ほか、路網
整備）

H30.12.28 業務委託 15,700,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名



39 ふくしま森林再生事業　常葉地区３工区　森林整備業務委託 常葉地区 常葉町常葉字四重城地内
常葉地区３工区（常葉町常葉字四重城地
内）　　森林整備 A=9.19ha　　（間伐ほか、
路網整備）

H30.12.28 業務委託 24,400,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

40 ふくしま森林再生事業　常葉地区４工区　森林整備業務委託 常葉地区 常葉町西向字池ノ入地内
常葉地区４工区（常葉町西向字池ノ入地
内）　森林整備 A=24.16ha　（間伐ほか、路
網整備）

H30.12.28 業務委託 51,500,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

41 汚泥再生処理センター整備基本計画策定業務委託 船引町春山字赤間田地内
汚泥再生処理センター整備基本計画策定
業務　　・汚泥再生処理センター施設整備
基本計画　１式

H31.3.22 業務委託 3,480,000 株式会社　エスイイシイ 代表取締役　佐藤　和美 指名

42 汚泥再生処理センター整備に係る生活環境影響調査業務委託 船引町春山字赤間田地内
汚泥再生処理センター整備に係る生活環
境影響調査業務　１式

H31.3.22 業務委託 3,620,000 株式会社　エスイイシイ 代表取締役　佐藤　和美 指名

43 船引浄水場第２配水池、第３配水池中継ポンプ場清掃業務委託 船引町船引字石田地内外
配水池清掃業務（ロボット清掃）　船引第２
配水池　１箇所、船引第３配水池中継ポン
プ場　１箇所

H30.9.28 業務委託 740,000 株式会社　イワキ 代表取締役　原　信男 指名

44 田村市作業車両（バックホウ）購入 都路町古道字本町地内 作業車両（バックホウ） １台 H31.1.25 備品購入 3,780,000 ｺﾏﾂ福島　株式会社　郡山支店 支店長　斎藤　幸一 指名


