
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 屋頭清水地内　敷地造成工事 屋頭清水地内 船引町船引字屋頭清水地内 敷地造成工　Ｎ＝１式 R2.12.25
土木一式工
事

60,400,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 条件付き

2
令和元年災第1082号
普通河川 山口川 河川災害復旧工事

普通河川山口川 都路町古道字山口地内 復旧延長　Ｌ＝２２０ｍ R3.2.26
土木一式工
事

109,000,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 条件付き

3 田村市産業団地　地中埋設物撤去工事（２工区） 田村市産業団地 大越町上大越字後原地内 地中埋設物撤去　N＝１．０式 R2.12.25
土木一式工
事

129,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

1
令和元年災第1084号
普通河川 山根川 河川災害復旧工事

普通河川　山根川 常葉町山根字仲ノ坪1号 地内 復旧延長　Ⅼ＝８０．５ｍ R2.11.27
土木一式工
事

31,850,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

2
令和元年災第1094号
普通河川 田代川 河川災害復旧工事

普通河川　田代川 常葉町堀田字五月平 地内 復旧延長　Ⅼ＝１９ｍ R2.9.25
土木一式工
事

9,600,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

3
令和元年災第1093号
普通河川 田代川 河川災害復旧工事

普通河川　田代川 常葉町堀田字川越1号 地内 復旧延長　Ⅼ＝７４ｍ R2.11.27
土木一式工
事

27,000,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

4
農業用施設災害復旧事業
41-1012　藪下地区水路復旧工事

常葉町小桧山字藪下地内 工種：水路　Ⅼ＝１４ｍ R2.12.11
土木一式工
事

2,110,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

5
農業用施設災害復旧事業
41-1011　一本松地区水路復旧工事

常葉町小桧山字一本松地内 工種：水路　Ⅼ＝４３ｍ R2.12.11
土木一式工
事

5,900,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

6
令和元年災第1091号
普通河川 大槻川 河川災害復旧工事

普通河川　大槻川 都路町岩井沢字小保内2号 地内 復旧延長　Ⅼ＝５７ｍ R2.10.30
土木一式工
事

18,100,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

7
令和元年災第1080号
普通河川 荻田川 河川災害復旧工事

普通河川　荻田川 都路町古道字場々 地内 復旧延長　Ⅼ＝８６ｍ R2.11.27
土木一式工
事

31,800,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

8
令和元年災第1092号
普通河川 大槻川 河川災害復旧工事

普通河川　大槻川 都路町岩井沢字浜井場 地内 復旧延長　Ⅼ＝１６１．９ｍ R2.12.25
土木一式工
事

40,400,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

9
令和元年災第1095号
普通河川 馬洗戸川 河川災害復旧工事

普通河川　馬洗戸川 都路町古道字釜作 地内 復旧延長　Ⅼ＝８３．５ｍ R2.11.27
土木一式工
事

38,000,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

10
令和元年災第1097号
市道 井堀光大寺線 道路災害復旧工事

市道井堀光大寺線 船引町芦沢字向田 地内
復旧延長　Ⅼ＝２８．５ｍ
復旧幅員　Ｗ＝５．２～５．６ⅿ

R2.12.25
土木一式工
事

40,500,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

11
令和元年災第1099号
市道 頭ノ巣線 道路災害復旧工事

市道頭ノ巣線 都路町古道字下板橋 地内
復旧延長　L＝２８．２ｍ
復旧幅員　W＝５．１～５．５ｍ

R2.12.25
土木一式工
事

44,300,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

12
令和元年災第1101号
市道 広平1号線 道路災害復旧工事

市道広平1号線 船引町大倉字前田 地内
復旧延長　L＝２４２．７ｍ
復旧幅員　W＝３．０～３．２ｍ

R3.3.26
土木一式工
事

98,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

13 田村市パークゴルフ場整備工事（第3回工事） 田村市パークゴルフ場 船引町椚山字朝日前地内 敷地整備工　Ｎ＝１式 R2.12.25
土木一式工
事

38,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 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 落石防止柵点検　Ｎ＝１式 R2.12.25 業務委託 2,700,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

令和２年４月２４日執行　入札結果一覧表
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15 市道田木山１号線道路改良工事 市道田木山１号線 滝根町菅谷字田木山地内
改良（暫定）延長　Ⅼ＝４０ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

R2.12.25
土木一式工
事

4,740,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

16 市道 大橋中広土線 側溝修繕工事 市道大橋中広土線 滝根町広瀬字蟹内地内

側溝敷設替
落蓋型側溝　Ⅼ＝３４．０ｍ
幅600×深さ800　Ｔ-25
一部舗装　Ⅼ＝３４．０ｍ　ｔ＝４．０ｍ

R2.12.25
土木一式工
事

3,400,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

17 あぶくま洞貯水槽裏落石対策防止柵設置工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 落石防護工　Ｎ＝１式 R2.7.31
土木一式工
事

4,550,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

18 美山運動場防球ネット工事 美山運動場 船引町北鹿又字宮ノ後地内 防球ネット設置　H＝７ｍ　A＝１８２㎡ R2.6.26 建築工事 1,280,000 有限会社　マルサ佐藤建設 代表取締役　佐藤　清司 指名

19
農業用施設災害復旧事業
41-1001　大黒内地区水路復旧工事

船引町長外路字大黒内地内 工種：水路　Ⅼ＝４３ｍ R2.12.11
土木一式工
事

2,760,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

20
農業用施設災害復旧事業
41-1005　後田地区水路復旧工事

船引町上移字後田地内 工種：水路　Ⅼ＝４６ｍ R2.12.11
土木一式工
事

8,100,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

21
農業用施設災害復旧事業
41-1010　越田和第１地区水路復旧工事

船引町南移字越田和地内 工種：水路　Ⅼ＝３９ｍ R2.12.11
土木一式工
事

5,150,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

22
農業用施設災害復旧事業
41-1003　北ノ作地区水路復旧工事

船引町上移字北ノ作地内 工種：水路　Ⅼ＝３２ｍ R2.12.11
土木一式工
事

6,100,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

23
農業用施設災害復旧事業
41-1006　小塚地区水路復旧工事

船引町中山字小塚地内 工種：水路　Ⅼ＝２７ｍ R2.12.11
土木一式工
事

5,550,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

24
農業用施設災害復旧事業
41-1013　今泉西第１地区水路復旧工事

船引町今泉字今泉西地内 工種：水路　Ⅼ＝１９ｍ R2.12.11
土木一式工
事

1,780,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

25
令和元年災第1098号
市道 田代線 道路災害復旧工事

市道田代線 船引町中山字田代坂 地内
復旧延長　L＝２１ｍ
復旧幅員　W＝８．２ｍ

R2.9.25
土木一式工
事

13,500,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

26
農業用施設災害復旧事業
41-1004　平畑前地区水路復旧工事

船引町上移字平畑前地内 工種：水路　Ⅼ＝１５ｍ R2.12.11
土木一式工
事

3,400,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

27
農業用施設災害復旧事業
41-1007　下馬沢地区水路復旧工事

船引町横道字下馬沢地内 工種：水路　Ⅼ＝１７ｍ R2.12.11
土木一式工
事

4,350,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

28
農業用施設災害復旧事業
41-1015　菖蒲田地区水路復旧工事

船引町南移字菖蒲田地内 工種：水路　Ⅼ＝７６ｍ R2.12.11
土木一式工
事

8,900,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

29 公共下水道事業管渠布設工事（船引字堰田地内） 船引町船引字堰田地内
施工延長　L＝135.50ｍ　（単独事業　φ150　開削工
法　L＝135.50ｍ）

R2.10.30 下水道工事 13,000,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

30 下水道事業舗装復旧工事（下大越字上田地内） 大越診療所 大越町下大越字上田地内
施工面積　A＝434.10㎡（単独事業　舗装工　A＝
434.10㎡）

R2.6.26 舗装工事 3,550,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

31 スカイパレスときわ外壁塗装工事 スカイパレスときわ 常葉町山根字殿上地内
屋根塗装工事　A＝７６７㎡
壁塗装工事　A＝４８３㎡

R2.8.28 建築工事 3,700,000 有限会社　先﨑塗装 代表取締役　先﨑　智之 指名
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32 田村市運動公園芝管理業務委託 田村市運動公園 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、ク
ロスカントリーコース道路側法面草刈り        法面面
積　9,450㎡

R2.11.29 業務委託 17,000,000 有限会社　山峡園 代表取締役　橋本　直幸 指名

33 旧椚山小学校体育館電源切替工事 旧椚山小学校 船引町椚山字池ノ辺地内 電源切替工事　N＝１式 R2.7.31
電気設備工
事

2,590,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　真一 指名

34 旧椚山小学校浄化槽撤去工事 旧椚山小学校 船引町椚山字池ノ辺地内 浄化槽撤去　N＝１基 R2.8.28
暖冷房衛生
設備工事

4,500,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

35 学校給食センター蒸気源蓄熱槽３号機更新工事 学校給食センター 常葉町西向字菅田地内 蒸気源蓄熱槽更新　N＝１式 R2.8.28
暖冷房衛生
設備工事

9,300,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

36 田村市防災マップ作成委託 田村市役所 田村市
別紙設計書の通り
田村市防災マップの作製（13,000部）
上記電子データの作成（別途指示あり）

R2.10.30 業務委託 4,500,000 北海道地図　株式会社　福島支店 支店長　山崎　浩資 指名

37 田村市地域福祉計画等策定支援業務委託 田村市内全域

第２期田村市地域福祉計画策定支援業務
地域福祉に関する情報収集、現行計画の進捗評価
と課題分析等、地域懇談会の運営支援、計画原稿の
作成、パブリックコメントの実施支援、会議等の支援
○第６期田村市障害福祉計画・第２期田村市障害児
福祉計画策定支援業務
現行計画の進捗評価と課題分析等、計画素案の作
成、パブリックコメントの実施支援、会議運営支援

R3.3.26 業務委託 3,250,000
株式会社　サーベイリサーチセンター
東北事務所

所長　千葉　記章 指名

38 飲料水水質検査業務委託 田村市水道事業区域内

配水：基準項目9項目、11項目、24項目、39項目、49
項目、51項目、ｱﾙﾐﾆｳﾑ､鉄･ﾏﾝｶﾞﾝ　原水：大腸菌、
嫌気性芽胞菌、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ･ｼﾞｱﾙｼﾞｱ､農薬114項
目､鉄･ﾏﾝｶﾞﾝ

R3.3.31 業務委託 12,535,000
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

39 水道量水器単価契約（口径13㎜乾式直読式量水器） 田村市上下水道局
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　1,300個）

R3.3.31 物品購入 1,610 東洋計器　株式会社　郡山事務所 所長　矢吹　裕一 指名

40
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）

田村市上下水道局
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　87,635㎏）

R3.3.31 物品購入 49.00 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

41
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）

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　16,000㎏）

R3.3.31 物品購入 60.00 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

42
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）

田村市上下水道局
滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ
　　　　　２ｔローリー購入　１㎏あたり
　　　　　（年間使用量　36,000㎏）

R3.3.31 物品購入 70.50 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

43
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　1,030箱）
　　　　　大越280箱　常葉300箱　滝根・入新田450箱

R3.3.31 物品購入 2,900 有限会社　さとう 代表取締役　佐藤　順子 指名


