
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　排水路整備工事 屋頭清水地内 船引町船引字屋頭清水地内 函渠工　Ｎ＝１．０式 R3.3.26
土木一式工
事

129,000,000 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1096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

船引町芦沢字狐石地内
復旧延長　Ｌ＝２７８．０ｍ
復旧幅員　Ｗ＝４．４５～７．００ｍ

R3.3.26
土木一式工
事

109,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

3 天地人館解体工事 天地人館 滝根町菅谷字東釜山地内
天地人館解体　Ｎ＝１式
吹付アスベスト除去工事　Ｎ＝１式

R3.3.26 建築工事 131,000,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 条件付き

4 田村市総合体育館空調設備設置工事
田村市総合体
育館

船引町船引字遠表地内
自然放熱パネル設置　Ｎ＝６７組
空冷電気ＨＰ式チラー設置　Ｎ＝２組

R2.9.25
暖冷房衛生
設備工事

207,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 条件付き

1 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（大越・滝根） 大越町上大越地内外
維持管理（除草）
①大越　A=850.0㎡
②滝根　A=1,400.0㎡

R2.10.30 業務委託 940,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

2 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉1工区） 常葉町堀田地内外

維持管理（除草）
①堀田行政区（堀田）　A=1,700.0㎡
②黒川行政区（黒川その2）　A=750.0㎡
③黒川行政区（柳渡戸）　A=800.0㎡
④黒川行政区（八升栗）　A=1,250.0㎡
⑤田代行政区（田代）　A=750.0㎡

R2.10.30 業務委託 2,200,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

3 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉2工区） 常葉町山根地内外

維持管理（除草）
①山根行政区（2号組）　A=1,600.0㎡
②山根行政区（2号組その2）　A=900.0㎡
③山根行政区（4号組その2）　A=1,200.0㎡
④山根行政区（5号組その2）　A=1,450.0㎡
⑤山根行政区（6号組その2）　A=900.0㎡
⑥山根行政区（8号組）　A=800.0㎡
⑦新田作行政区　A=1,050.0㎡

R2.10.30 業務委託 3,150,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

4
令和元年災第1083号
普通河川　山根川　河川災害復旧工事

常葉町山根字鹿島地内 復旧延長　Ｌ＝２１５．８ｍ R3.2.26
土木一式工
事

59,500,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

5 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＝３，２８１袋 R2.10.30 業務委託 93,000,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

6 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引1工区） 船引町大倉地内
維持管理（除草）
①大倉行政区（瀬川）　A=31,500.0㎡

R2.10.30 業務委託 13,500,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

7 除染除去物端末輸送業務（北移行政区（大石）） 船引町北移字久保田地内 除染除去物端末輸送　Ｎ＝２，５７２袋 R2.10.30 業務委託 87,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

8 農業用施設災害復旧事業　41-1020　曲山第1地区　水路復旧工事 田村市船引町上移字曲山地内 水路　Ｌ＝３０７ｍ R3.3.12
土木一式工
事

33,000,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

9 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引3工区） 船引町北鹿又地内外

維持管理（除草）
①鹿又一行政区　A=2,100.0㎡
②鹿又二行政区　A=2,250.0㎡
③鹿又三行政区　A=3,050.0㎡
④長外路行政区　A=1,500.0㎡

R2.10.30 業務委託 3,860,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

10 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引6工区） 船引町南移地内外

維持管理（除草）
①南移行政区　A=2,750.0㎡
②中山行政区　A=3,600.0㎡
③横道行政区　A=1,450.0㎡
④横道行政区その2　A=250.0㎡

R2.10.30 業務委託 3,400,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名
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11 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引4工区） 船引町上移地内外

維持管理（除草）
①上移行政区（東部）　A=1,600.0㎡
②上移行政区（上移）　A=1,050.0㎡
③上移行政区（西部）　A=1,200.0㎡
④上移行政区（町）　A=4,550.0㎡

R2.10.30 業務委託 3,650,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

12 除染除去物端末輸送業務（瀬川地区） 船引町大倉字川下地内 除染除去物端末輸送　Ｎ＝２００袋 R2.8.28 業務委託 10,200,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

13 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引2工区） 船引町笹山地内外
維持管理（除草）
①笹山行政区　A=3,400.0㎡
②荒和田行政区　A=2,900.0㎡

R2.10.30 業務委託 2,750,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

14 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引5工区） 船引町北移地内外

維持管理（除草）
①北移行政区（東作）　A=1,650.0㎡
②北移行政区（大石）　A=3,700.0㎡
③北移行政区（町その1）　A=850.0㎡
④北移行政区（町その2）　A=500.0㎡

R2.10.30 業務委託 2,940,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

15 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路3工区） 都路町古道地内外
維持管理（除草）
①第6行政区（芹ケ沢）　A=2,800.0㎡
②第5行政区（楢梨子）　A=2,800.0㎡

R2.10.30 業務委託 2,410,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

16 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路2工区） 都路町岩井沢地内外

維持管理（除草）
①第3行政区（平蔵内その1）　A=1,200.0㎡
②第3行政区（平蔵内その2）　A=1,400.0㎡
③第3行政区（言神）　A=1,400.0㎡
④第4行政区（強梨）　A=900.0㎡
⑤第4行政区（持藤田）　A=1,100.0㎡

R2.10.30 業務委託 2,600,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

17 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路1工区） 都路町岩井沢地内外

維持管理（除草）
①大槻　A=1,900.0㎡
②小与内　A=900.0㎡
③ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ都路　A=1,200.0㎡
④ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ都路その２　A=350.0㎡

R2.10.30 業務委託 1,770,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

18 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路4工区） 都路町古道地内外

維持管理（除草）
①第10行政区（頭ノ巣その2）　A=750.0㎡
②第11行政区（白石）　A=1,500.0㎡
③第11行政区（馬洗戸）　A=1,100.0㎡

R2.10.30 業務委託 1,450,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

19
農業用施設災害復旧事業
41-1022　仲田地区　水路復旧工事

田村市常葉町久保字仲田地内 水路　Ｌ＝６２ｍ R2.12.11
土木一式工
事

4,980,000 株式会社　土木アシスト 代表取締役　樽井　鉄男 指名

20 農業用施設災害復旧事業　41-1033　壁谷田第2地区　水路復旧工事 田村市常葉町常葉字壁谷田地内 水路　Ｌ＝１３ｍ R2.12.11
土木一式工
事

3,000,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

21
農業用施設災害復旧事業
41-1023　鳴子地区　水路復旧工事

田村市常葉町堀田字鳴子地内 水路　Ｌ＝７５ｍ R2.12.11
土木一式工
事

7,400,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

22 農業用施設災害復旧事業　41-1036　向田地区　水路復旧工事 田村市常葉町常葉字向田地内 水路　Ｌ＝１２０ｍ R2.12.11
土木一式工
事

12,800,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

23
農業用施設災害復旧事業
41-1018　堂ノ入地区　水路復旧工事

田村市常葉町小桧山字堂ノ入地
内

水路　Ｌ＝８８ｍ R2.12.11
土木一式工
事

10,600,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

24
農業用施設災害復旧事業
41-1024　中之坪地区　護岸復旧工事

田村市常葉町関本字中之坪地内 護岸　Ｌ＝１９ｍ R2.12.11
土木一式工
事

3,330,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名
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25 農業用施設災害復旧事業　41-1037　樋ノ口第1地区　水路復旧工事 田村市常葉町常葉字樋ノ口地内 水路　Ｌ＝６５ｍ R2.12.11
土木一式工
事

10,190,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

26 除染除去物端末輸送業務（大滝根山分屯基地） 常葉町早稲川地内 除染除去物端末輸送　Ｎ＝３，４５６袋 R2.10.30 業務委託 121,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

27 市道　和尚坦2号線　道路改良舗装工事 船引町船引字和尚坦地内
改良工　延長Ｌ＝１２０．００ｍ
舗装工　延長Ｌ＝１２０．００ｍ
　　　　　幅員Ｗ＝５．５０（６．００）ｍ

R3.3.26
土木一式工
事

27,900,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

28 天地人大学屋上防水改修工事 天地人大学 滝根町広瀬字針湯地内 屋上防水改修　Ａ＝１２６㎡ R2.8.28 建築工事 2,150,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

29 滝根浄水場ろ過砂入替・洗浄業務委託 滝根町神俣字入新田地内

緩速ろ過池砂入替業務（年２回）
ろ過砂洗浄作業（年２回）
沈砂池清掃業務（年２回）
沈殿池清掃業務（１系、２系）

R3.3.31 業務委託 7,950,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

30
農業用施設災害復旧事業
41-1026　馬酔木沢第1地区　水路復旧工事

田村市都路町岩井沢字馬酔木沢
地内

水路　Ｌ＝３５ｍ R2.12.11
土木一式工
事

1,900,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

31 農業用施設災害復旧事業　41-1039　小和久戸地区　道路復旧工事
田村市都路町古道字小和久戸地
内

道路　Ｌ＝２２ｍ R2.12.11
土木一式工
事

4,050,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

32 農業用施設災害復旧事業　41-1027　北作地区　水路復旧工事 田村市都路町岩井沢字北作地内 水路　Ｌ＝５ｍ R2.12.11
土木一式工
事

1,420,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

33 農業用施設災害復旧事業　41-1028　中小屋地区　水路復旧工事
田村市都路町岩井沢字中小屋地
内

水路　Ｌ＝６７ｍ R2.12.11
土木一式工
事

6,250,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

34 古道ライスセンター・米流通合理化施設整備敷地造成測量設計業務委託 都路町古道字芹ケ沢地内 測量設計面積　Ａ＝０．００３㎢ R2.12.11 業務委託 6,100,000 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

35 地見城ライスセンター整備敷地造成測量設計業務委託 都路町古道字前田地内 測量設計面積　Ａ＝０．００３㎢ R2.12.11 業務委託 5,700,000 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

36 サツマイモ貯蔵施設整備敷地造成測量設計業務委託 船引町門沢字直道地内 測量設計面積　Ａ＝０．００３㎢ R2.12.11 業務委託 5,500,000 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

37 田村市総合体育館空調設備設置工事監理業務委託
田村市総合体
育館

船引町船引字遠表地内 空調設備設置工事監理業務　Ｎ＝１式 R2.9.25 業務委託 2,147,000 株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　吉田　優 指名

38 消防小型動力ポンプ購入 田村市 消防小型動力ポンプ　３台購入 R2.9.25 備品購入 4,950,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

39 消防用ホース購入 田村市 消防用ホース　１３０本購入 R2.9.25 備品購入 4,420,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

40 公用車購入（小型乗用車１台） 田村市船引町船引字畑添地内
公用車購入
　小型乗用車　１台

R2.8.28 備品購入 1,500,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　智康 指名


