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1 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字太子堂地内外） 船引町船引字太子堂地内外
施工面積　A＝1156.56㎡　（基幹事業　舗
装工　A＝652.95㎡）（単独事業　舗装工　A
＝503.61㎡）

R1.11.29 舗装工事 7,350,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

2 市道福祉の森線　道路改良工事
市道福祉の森
線

船引町北鹿又字仁井町地内
改良工(暫定)　延長Ｌ＝１００．００ｍ
　　　　　幅員Ｗ＝４．００（５．００）ｍ

R2.3.27
土木一式工
事

8,700,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

3 市道西美田線　側溝敷設工事 市道西美田線 常葉町西向字外手地内 側溝敷設工事 側溝工 Ｌ＝１０．０ｍ R1.11.29
土木一式工
事

3,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

4 市道馬場早風線　道路改良舗装工事
市道馬場早風
線

滝根町菅谷字作田下地内
改良延長 Ｌ＝９５．０ｍ
舗装延長Ｌ＝２１５．０ｍ
幅員　Ｗ＝４．０ｍ

R2.3.27
土木一式工
事

12,400,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

5 市道山口遠上線　道路改良工事
市道山口遠上
線

大越町上大越字大日前地内
改良工　延長Ｌ＝４０．００ｍ
　　　　　幅員Ｗ＝４．００（５．００）ｍ

R2.2.28
土木一式工
事

14,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

6 公共下水道事業舗装復旧工事（下大越字風呂前地内外） 大越町下大越字風呂前地内外
施工面積　A＝3151.28㎡　（基幹事業　舗
装工　A＝2786.38㎡）（単独事業　舗装工
A＝364.90㎡）

R1.12.27 舗装工事 20,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

7 田村市産業団地　緑地帯整地工事 大越町上大越字後原地内
敷地造成工　Ｎ＝２．０区画
道路改良舗装延長　Ｌ＝６４．５ｍ
幅員　Ｗ＝６．０ｍ

R1.12.20
土木一式工
事

34,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

8 舘公園トイレ建築工事 常葉町常葉字舘地内
○公衆トイレ建築　木造平屋建　Ａ＝７．２
１㎡

R1.11.29 建築工事 9,200,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

9 旧法務局土蔵解体撤去工事 常葉町常葉字平舘地内 ○土蔵解体撤去　Ｎ＝１式 R1.11.29 建築工事 2,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10 旧商工会事務所解体工事 都路町古道字寺ノ前地内 ○木造平屋建　解体撤去　A＝８８㎡ R1.10.25 建築工事 2,750,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

11 岩井沢北部生活改善センター改修工事
岩井沢北部生
活改善センター

都路町岩井沢字段ノ原地内
○トイレ改修　N＝１式
○各所照明LED改修　N＝２７箇所

R1.10.25 建築工事 1,550,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

12 除染除去物端末輸送業務（都路第3行政区（平蔵内その1）） 都路町岩井沢字言神地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝５４８袋

R1.10.18 業務委託 24,100,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

13 社会資本整備総合交付金事業　市道東向線　道路改良工事 市道東向線 常葉町常葉字白地石地内
改良工(暫定)　延長Ｌ＝１５５．００ｍ
　　　　　幅員Ｗ＝５．５０（７．００）ｍ

R2.2.28
土木一式工
事

17,800,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

14 除染除去物端末輸送業務（都路第5行政区（楢梨子②）） 都路町岩井沢字楢梨子地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，８９６袋

R1.11.22 業務委託 146,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

15 除染除去物端末輸送業務（黒川行政区（柳渡戸）） 常葉町堀田字大平地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝９９６袋

R1.10.25 業務委託 34,600,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

16 里山再生モデル事業　山頂広場除染業務（五十人山） 都路町岩井沢字南向国有林地内 除染面積 A=２．１ha R1.12.20 業務委託 24,680,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

令和元年７月２９日執行　入札結果一覧表
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17 除染除去物端末輸送業務（都路第2行政区（小与内）） 都路町岩井沢字小与内地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝１，２９９袋

R1.10.25 業務委託 47,630,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

18 除染除去物端末輸送業務（荒和田行政区） 船引町荒和田字五斗蒔田地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝１，９８１袋

R1.10.25 業務委託 68,000,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

19 除染除去物端末輸送業務（上移行政区（西部）） 船引町上移字高平地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝２，１６５袋

R1.10.25 業務委託 72,500,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

20 除染除去物端末輸送業務（上移行政区（町）） 船引町上移字北ノ作地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，６８０袋

R1.11.22 業務委託 118,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

21 辺地対策事業　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
改良・舗装延長　L＝１７３．５ｍ
幅員　W＝４．０（４．５）ｍ

R2.3.27
土木一式工
事

21,000,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

22 除染除去物端末輸送業務（北移行政区（東作）） 船引町北移字畔石地内
除染除去物端末輸送
Ｎ＝３，０９５袋

R1.11.22 業務委託 104,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

23 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字源次郎地内外） 船引町船引字源次郎地内外
施工面積　A＝1673.95㎡　（基幹事業　舗
装工　A＝1409.44㎡）（単独事業　舗装工
A＝264.51㎡）

R1.10.25 舗装工事 9,250,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

24 道路改良関連　国道288号バイパス2工区配水管布設替工事 船引町船引字高平地内

・国道288号バイパス２工区工事に伴う配
水管敷設替工事　・ダクタイル鋳鉄管　ＤＩＰ
－ＧＸ　φ250㎜　Ｌ＝348.0m　・配水用ポリ
エチレン管　HPPE　φ150㎜　L=118.4m

R2.1.31 上水道工事 37,380,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

25 常葉屋内ゲートボール場トイレ改修工事 常葉町常葉字備前作地内
○下水道接続工事　Ｎ＝１式
○外部トイレ解体及び内部トイレ設置　Ｎ＝
１式

R1.10.25
暖冷房衛生
設備工事

2,950,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

26 船引小学校ＦＦ式石油暖房機入替工事 船引町船引字南元町地内 ○ＦＦ式石油温風暖房機入替　Ｎ＝１式 R1.10.25
暖冷房衛生
設備工事

2,120,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

27 大越調整池水位計更新工事 大越町早稲川字関沢地内 水位計　Ｎ＝１基 R1.11.29
電気設備工
事

2,150,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　浩充 指名

28 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＝45ha（２箇
所）同意取得10人

R2.2.21 業務委託 46,000,000 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

29 市道小今泉中坪線　測量設計業務委託
市道小今泉中
坪線

船引町椚山字朝日前地内
路線測量　Ｌ＝０．２０㎞
道路詳細設計　Ｌ＝０．２０㎞

R1.12.20 業務委託 4,200,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

30 船引第2運動場跡地進入路　測量設計業務委託 船引町船引字寺ヶ入地内
路線測量　L=０．１３㎞　用地測量　A＝１．
６１ha　道路設計　L＝０．１３㎞

R1.12.20 業務委託 7,150,000 有限会社　坪倉土質調査設計 代表取締役　坪倉　新治 指名

31 農道　五十人山線　測量設計業務委託
農道　五十人山
線

都路町岩井沢字持藤田地内 測量設計業務　Ｌ＝２００．０ｍ R1.12.13 業務委託 3,400,000 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

32 防災・安全交付金事業　あたご山橋橋梁補修調査設計業務委託
市道あたご山２
号線

滝根町神俣字河原地内
橋梁補修調査設計業務　Ｎ＝１．０橋
詳細調査　１．０式
補修設計　１．０式

R1.11.29 業務委託 3,400,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋　和広 指名
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33 防災・安全交付金事業　宮林1号橋外橋梁補修調査設計業務委託
市道宮林二ツ森
線外

船引町堀越字宮林地内外
橋梁補修調査設計業務　Ｎ＝５．０橋
詳細調査　１．０式
補修設計　１．０式

R2.1.31 業務委託 14,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

34 ふくしま森林再生事業　滝根地区６工区　森林整備業務委託 滝根町神俣字水ノ木地内
滝根地区６工区（滝根町神俣字水ノ木地
内）森林整備Ａ＝35.78ha（間伐ほか）

R1.12.13 業務委託 22,150,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

35 ふくしま森林再生事業　大越地区２－④工区　森林整備業務委託 大越町下大越字大平地内
大越地区２－④工区（大越町下大越字大
平地内）森林整備Ａ＝6.60ha（下刈り）

R1.9.20 業務委託 2,550,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

36 ふくしま森林再生事業　大越地区３－④工区　森林整備業務委託 大越町早稲川字下河原地内
大越地区３－④工区（大越町早稲川字下
河原地内）森林整備Ａ＝4.37ha（下刈り）

R1.9.20 業務委託 1,260,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

37 ふくしま森林再生事業　大越地区４－③工区　森林整備業務委託 大越町早稲川字裾ヲ田地内
大越地区４－③工区（大越町早稲川字裾ヲ
田地内）森林整備Ａ＝18.31ha（間伐等）

R1.12.13 業務委託 38,100,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

38 ふくしま森林再生事業　都路地区１－④工区　森林整備業務委託 都路町古道字山口地内
都路地区１－④工区（都路町古道字山口
地内）森林整備Ａ＝12.57ha（下刈り）

R1.9.20 業務委託 4,480,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

39 ふくしま森林再生事業　都路地区３工区　森林整備業務委託 都路町古道字新田保地内
都路地区３工区（都路町古道字新田保地
内）森林整備Ａ＝29.98ha（間伐ほか）

R1.12.13 業務委託 38,800,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

40 ふくしま森林再生事業　都路地区６工区　森林整備業務委託 都路町古道字荻田地内
都路地区６工区（都路町古道字荻田地内）
森林整備Ａ＝20.90ha（間伐）

R1.12.13 業務委託 22,000,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

41 ふくしま森林再生事業　山根地区１-③工区　森林整備業務委託 常葉町山根字殿上地内
山根地区１－③工区（常葉町山根字殿上
地内）森林整備Ａ＝15.04ha（下刈り）

R1.9.20 業務委託 5,000,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

42 ふくしま森林再生事業　山根地区２工区　森林整備業務委託 常葉町早稲川字上遠野地内
山根地区２工区（常葉町早稲川字上遠野
地内）森林整備Ａ＝52.78ha（間伐ほか）

R1.12.13 業務委託 80,000,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

43 ふくしま森林再生事業　船引中部地区２－②工区　森林整備業務委託 船引町船引字仲上地内
船引中部地区２－②工区（船引町船引字
仲上地内）森林整備Ａ＝2.70ha（下刈り）

R1.9.20 業務委託 950,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名


