
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 大越診療所新築建築主体工事 大越診療所 大越町下大越字上田地内
○診療所建築工事　N＝１式
　木造平屋建　A＝３２７．２９㎡

R2.3.27 建築工事 110,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

1
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＝４９．０ｍ
舗装延長　Ｌ＝７６．０ｍ
幅員　　　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

R1.12.27 土木一式工事 16,400,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

2
社会資本整備総合交付金事業
市道井堀光大寺線 道路改良工事

市道井堀光大
寺線

船引町芦沢字下関地内
改良延長　Ｌ＝１５３．０ｍ
幅員　　　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

R2.3.27 土木一式工事 33,700,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

3 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字砂子田地内） 船引町船引字砂子田地内
施工面積　A＝９７１．６２㎡
（基幹事業　舗装工　A＝９７１．６２㎡）

R1.10.25 舗装工事 14,300,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

4
社会資本整備総合交付金事業
市道西向今泉線 道路改良舗装工事

市道西向今泉
線

常葉町西向字仁井町地内
改良・舗装延長　Ｌ＝１７０．０ｍ
幅員　　　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

R2.1.31 土木一式工事 23,700,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

5 林業専用道整備事業　松ノ木平線　開設工事 松ノ木平線 都路町岩井沢字松ノ木平地内
施工延長　Ｌ＝３２７．２ｍ
幅員　　　　Ｗ＝３．０（３．５）ｍ

R1.12.27 土木一式工事 23,500,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

6 市道檜山牧場線 舗装工事
市道檜山牧場
線

常葉町堀田字八升栗地内
舗装工事　Ｌ＝４５０．０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝５．０（６．０）ｍ

R1.10.25 舗装工事 13,300,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

7 市道四重城堀田線 道路改良工事
市道四重城堀
田線

常葉町常葉字目石沢地内
門形函渠工　N＝１．０基　幅員　W＝５．５
（７．０）ｍ

R2.3.27 土木一式工事 43,200,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

8 公共下水道事業舗装復旧工事（菅谷字平木内地内） 滝根町菅谷字平木内地内
施工面積　A＝７６３．９６㎡
（基幹事業　舗装工　A＝７６３．９６㎡）

R1.9.27 舗装工事 12,300,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

9 水道施設保全改修　鹿山地内舗装復旧工事 常葉町鹿山字川原田地内 常葉町鹿山地内配水管 R1.12.20 舗装工事 22,800,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10
防災・安全交付金事業
市道高森線 道路改良舗装工事

市道高森線 常葉町鹿山字高森地内
改良工　延長Ｌ＝７７．００ｍ　舗装工　延長
Ｌ＝９０．００ｍ　　幅員Ｗ＝６．００（１０．０
０）ｍ

R2.3.27 土木一式工事 27,400,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

11 除染除去物端末輸送業務（都路第4行政区（強梨）） 都路町岩井沢字馬酔木沢 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝４，０８２袋

R1.9.27 業務委託 135,200,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

12 除染除去物端末輸送業務（都路第４行政区（持藤田）） 都路町岩井沢字持藤田 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，６７４袋

R1.9.27 業務委託 124,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

13 除染除去物端末輸送業務（都路第3行政区（言神）） 都路町岩井沢字所久保 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝２，４７４袋

R1.9.27 業務委託 91,900,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

14 除染除去物端末輸送業務（都路第５行政区（楢梨子①）） 都路町岩井沢字楢梨子 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，５００袋

R1.10.25 業務委託 118,000,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

15 除染除去物端末輸送業務（都路第１行政区（大槻）） 都路町岩井沢字小保内 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，４２３袋

R1.10.25 業務委託 112,000,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

令和元年６月２７日執行　入札結果一覧表
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16 除染除去物端末輸送業務（山根行政区（５号組その２）） 常葉町山根字雨乞平 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，０１４袋

R1.8.30 業務委託 93,500,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

17 除染除去物端末輸送業務（都路第１１行政区（白石）） 都路町古道字白石 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝２，８３８袋

R1.9.27 業務委託 96,000,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

18 除染除去物端末輸送業務（鹿又二行政区）
船引町北鹿又字前田稲荷前 地
内

除染除去物端末輸送
Ｎ＝１，５３０袋

R1.8.30 業務委託 53,000,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

19 除染除去物端末輸送業務（中山行政区） 船引町中山字遠中山 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝５，５９８袋

R1.10.25 業務委託 187,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

20 除染除去物端末輸送業務（南移行政区） 船引町南移字戸引 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，０００袋

R1.10.25 業務委託 100,000,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

21 除染除去物端末輸送業務（鹿又一行政区） 船引町北鹿又字砂子田 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝９３９袋

R1.8.30 業務委託 21,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

22 除染除去物端末輸送業務（黒川行政区(その２)） 常葉町堀田字山ノ影 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝１，５４８袋

R1.9.27 業務委託 52,500,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

23 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（新田作行政区） 常葉町新田作字遠東地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝２０９袋

R1.8.30 業務委託 6,980,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

24 除染除去物端末輸送業務（山根行政区（８号組）） 常葉町山根字早坂 地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝２，７９５袋

R1.9.27 業務委託 89,000,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

25 市道堂山夏崎線　側溝敷設工事
市道堂山夏崎
線

船引町門沢字大旦地内 側溝敷設工　Ｌ＝９８．０ｍ R1.9.27 土木一式工事 3,850,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

26 船引馬場団地１号棟外壁・給排水管改修工事
船引馬場団地１
号棟

船引町船引字馬場地内
○外壁改修工事　A＝１，４２４㎡
○屋内・屋外給水管更新工事　N＝１式
○屋外排水管更新工事　N＝１式

R2.2.28 建築工事 72,000,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

27 市道岩崎線 道路改良舗装工事 市道岩崎線 大越町上大越字岩崎地内
改良・舗装延長　Ｌ＝８０．０ｍ
幅員　　　Ｗ＝４．０ｍ

R1.12.20 土木一式工事 5,800,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 指名

28 林業専用道整備事業　宮ノ前裾ヲ田線　開設工事 宮ノ前裾ヲ田線 大越町早稲川字上遠野地内
施工延長　L＝１８５．７ｍ
幅員　W＝３．０（３．５）ｍ

R1.11.29 土木一式工事 11,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

29 公共下水道事業管渠布設工事（久保字樋ノ口地内） 常葉町久保字樋ノ口地内
施工延長　L＝７５．０ｍ
（単独事業　開削工法　L＝７５．０ｍ）

R1.9.27 下水道工事 4,800,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

30 公共下水道事業管渠布設工事（船引字舘柄前地内） 船引町船引字舘柄前地内
施工延長　L＝３２．７５ｍ
（単独事業　開削工法　L＝３２．７５ｍ）

R1.10.25 下水道工事 4,250,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

31 道路改良関連　国道288号バイパス下大平地内仮設配水管布設工事 船引町船引字下大平地内
国道２８８号バイパス工事に伴う仮設配水
管布設工事
仮設配水管　１００A　L＝３２２．６ｍ

R2.1.31 上水道工事 10,000,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名
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32 滝根中学校屋外受水槽交換工事 滝根中学校 滝根町神俣字中広土地内 ○受水槽交換工事　N=１基 R1.9.27
暖冷房衛生設
備工事

4,300,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

33 大越診療所新築機械設備工事 大越診療所 大越町下大越字上田地内
○診療所機械設備工事　N＝１式
　木造平屋建　A＝３２７．２９㎡

R2.3.27
暖冷房衛生設
備工事

43,000,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

34 大越中学校給水管・消火栓修繕工事 大越中学校 大越町上大越字古町地内 ○給水管布設替　N＝１式 R1.9.27
暖冷房衛生設
備工事

4,760,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

35 船引中学校トイレ洋式化工事 船引中学校 船引町東部台２丁目地内
○洋式便器設置（温水洗浄便座共）　N＝
９．０台

R1.9.27
暖冷房衛生設
備工事

4,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

36 船引南中学校トイレ洋式化工事 船引南中学校 船引町堀越字丸森地内
○洋式便器設置（温水洗浄便座共）　N＝
６．０台

R1.9.27
暖冷房衛生設
備工事

2,690,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

37 都路中学校トイレ洋式化工事 都路中学校 都路町古道字北町地内
○洋式便器設置（温水洗浄便座共）　N＝
４．０台

R1.9.27
暖冷房衛生設
備工事

1,730,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　学 指名

38 大越診療所新築電気設備工事 大越診療所 大越町下大越字上田地内
○診療所電気設備工事　N＝１式
　木造平屋建　A＝３２７．２９㎡

R2.3.27 電気設備工事 40,400,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　真一 指名

39 市道井坪線 測量設計業務委託 市道井坪線 常葉町常葉字上井坪地内
路線測量　　　　Ｌ＝１．０５㎞
道路詳細設計　Ｌ＝１．０５㎞

R2.3.27 業務委託 12,500,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

40 田村市道路台帳補正業務委託 田村市全域 田村市市内一円

道路台帳補正業務委託
４級基準点測量　L＝３．６０㎞　新規　L＝
１．１７㎞　幅員の変更　L＝２．４３㎞　関連
路線の修正　L＝１．１０㎞

R2.3.27 業務委託 9,700,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

41 市道田木山１号線 用地測量業務委託
市道田木山１号
線

滝根町菅谷字田木山地内 用地測量　A＝０．４５ha R1.11.29 業務委託 1,950,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋　和広 指名

42
防災・安全交付金事業
道路橋定期点検業務委託

下扇田橋外16
橋

船引町船引字下扇田地内外 道路橋定期点検　N＝１７．０橋 R1.12.20 業務委託 8,600,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

43 市道山口遠上線送導配水管布設替詳細設計業務委託 大越町上大越字大日前地内 送導排水管敷設替工事詳細設計業務委託 R1.9.27 業務委託 3,200,000
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

44 大越診療所新築工事監理業務委託 大越診療所 大越町下大越字上田地内
○大越診療所新築工事　監理業務　N＝１
式

R2.3.27 業務委託 4,947,000 株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　吉田　優 指名

45
社会資本整備総合交付金事業
市道東向線 補償物件調査算定業務委託

市道東向線 常葉町常葉字東向地内 補償物件調査算定　Ｎ＝１．０式 R1.9.27 業務委託 1,900,000
株式会社　東都不動産補償コンサル
研究所

代表取締役　佐久間　隆使 指名


