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番号

入　札
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工事番号 工　　　事　　　名 路　線　名 工　事　場　所 工　事　の　概　要 工　　　期 工事種別 落札金額落札金額落札金額落札金額
落札金額落札金額落札金額落札金額のののの消消消消
費税相当額費税相当額費税相当額費税相当額

契約額契約額契約額契約額 落札者落札者落札者落札者（（（（業者名業者名業者名業者名）））） （（（（氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名））））
指　　　名
条件付き

1 21.6.4 １－８ 市道運動公園東線道路改良工事 市道運動公園東線 田村市船引町船引字三本椚地内
延長　Ｌ＝５３７．２８ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 71,705,00071,705,00071,705,00071,705,000 3,585,2503,585,2503,585,2503,585,250 75,290,25075,290,25075,290,25075,290,250 秀和建設秀和建設秀和建設秀和建設　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　吉田吉田吉田吉田　　　　幸司幸司幸司幸司 条件付き

2 21.6.4 １－２５
道整備交付金事業市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸｾｽ線道路改
良工事（第１回工事）

市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸ
ｾｽ線

田村市船引町笹山字大畑地内
延長　Ｌ＝２３０．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２２年　３月１０日

土木一式工事 90,026,00090,026,00090,026,00090,026,000 4,501,3004,501,3004,501,3004,501,300 94,527,30094,527,30094,527,30094,527,300 秀和建設秀和建設秀和建設秀和建設　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　吉田吉田吉田吉田　　　　幸司幸司幸司幸司 条件付き

3 21.6.4 １－２０ 公共下水道事業管渠布設工事（今泉字鳥足地内） 田村市船引町今泉字鳥足地内
施工延長　Ｌ＝５６．８５ｍ
（φ150塩ビ管　Ｌ＝５６．８５ｍ）

平成２１年　６月　４日
平成２１年　７月２１日

下水道工事 1,730,0001,730,0001,730,0001,730,000 86,50086,50086,50086,500 1,816,5001,816,5001,816,5001,816,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　安藤設備工業安藤設備工業安藤設備工業安藤設備工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　安藤安藤安藤安藤　　　　好弘好弘好弘好弘 指　　名

4 21.6.4 １－１６ 大鏑矢ふれあい公園遊具設置工事 大鏑矢ふれあい公園 田村市船引町東部台六丁目地内
公園遊具設備工事
動物すべり台　１基　動物腰掛け　４基

平成２１年　６月　４日
平成２１年　９月３０日

土木一式工事 1,350,0001,350,0001,350,0001,350,000 67,50067,50067,50067,500 1,417,5001,417,5001,417,5001,417,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　松崎工業松崎工業松崎工業松崎工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　松崎松崎松崎松崎　　　　一矢一矢一矢一矢 指　　名

5 21.6.4 １－２６
道整備交付金事業市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸｾｽ線道路改
良工事（第２回工事）

市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸ
ｾｽ線

田村市船引町笹山字立石地内
延長　Ｌ＝３２８．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２１年１２月２５日

土木一式工事 23,700,00023,700,00023,700,00023,700,000 1,185,0001,185,0001,185,0001,185,000 24,885,00024,885,00024,885,00024,885,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　春山建工社春山建工社春山建工社春山建工社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　等等等等 指　　名

6 21.6.4 １－２７ 市道水上線舗装新設工事 市道水上線 田村市船引町芦沢字水上地内
延長　Ｌ＝２００．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２１年　９月１８日

舗装工事 13,000,00013,000,00013,000,00013,000,000 650,000650,000650,000650,000 13,650,00013,650,00013,650,00013,650,000 秀和建設秀和建設秀和建設秀和建設　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　吉田吉田吉田吉田　　　　幸司幸司幸司幸司 指　　名

7 21.6.4 １－３２ 市道曲田線道路改良工事（第１回工事） 市道曲田線 田村市大越町上大越字水呑沢地内 改良工（暫定）　Ｌ＝９２０．０ｍ
平成２１年　６月　４日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 22,250,00022,250,00022,250,00022,250,000 1,112,5001,112,5001,112,5001,112,500 23,362,50023,362,50023,362,50023,362,500 富士工業富士工業富士工業富士工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　猪狩猪狩猪狩猪狩　　　　恭典恭典恭典恭典 指　　名

8 21.6.4 １－３３ 市道曲田線道路改良工事（第２回工事） 市道曲田線 田村市大越町上大越字求中地内
改良工（暫定）　Ｌ＝１５０．０ｍ
Ｗ＝６．０（９．５）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 15,200,00015,200,00015,200,00015,200,000 760,000760,000760,000760,000 15,960,00015,960,00015,960,00015,960,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　トリアストリアストリアストリアス 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長　　　　秋田秋田秋田秋田　　　　佳一佳一佳一佳一 指　　名

9 21.6.4 ３－１ 高柴児童館線道路改良工事 高柴児童館線 田村市大越町栗出字作内地内
改良工　Ｌ＝３４１．０ｍ
　　　　　Ｗ＝５．０（７．５）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 14,800,00014,800,00014,800,00014,800,000 740,000740,000740,000740,000 15,540,00015,540,00015,540,00015,540,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　本田工業本田工業本田工業本田工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　本田本田本田本田　　　　俊二俊二俊二俊二 指　　名

10 21.6.4 ５－４ 森林管理道整備事業林道小桧山早稲川線開設工事 林道小桧山早稲川線 田村市常葉町早稲川字赤坂地内
開設工事　Ｌ＝２３０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝３．０（４．０）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 13,000,00013,000,00013,000,00013,000,000 650,000650,000650,000650,000 13,650,00013,650,00013,650,00013,650,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺建設渡辺建設渡辺建設渡辺建設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　正一正一正一正一 指　　名

11 21.6.4 ２－２ あぶくま洞ロックネット新設工事 あぶくま洞 田村市滝根町菅谷字東釜山地内
ロックネット工（覆式落石防止網ﾀｲﾌﾟ）
Ａ＝４，３６０．０㎡

平成２１年　６月　４日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 23,600,00023,600,00023,600,00023,600,000 1,180,0001,180,0001,180,0001,180,000 24,780,00024,780,00024,780,00024,780,000 富岡工業富岡工業富岡工業富岡工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　富岡富岡富岡富岡　　　　繁久繁久繁久繁久 指　　名

12 21.6.4 １－１２ 田村市次世代育成支援後期行動計画策定業務委託 田村市船引町船引字馬場川原地内 計画策定一式
平成２１年　６月　４日
平成２２年　３月２５日

業務委託 1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000 75,00075,00075,00075,000 1,575,0001,575,0001,575,0001,575,000 株式会社株式会社株式会社株式会社アールピーアイアールピーアイアールピーアイアールピーアイ栃木栃木栃木栃木 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　室井室井室井室井　　　　忠顕忠顕忠顕忠顕 指　　名

13 21.6.4 １－１０ 消防ポンプ自動車ＣＤ－ⅠＡ型の購入 船引地区隊芦沢分団（芦沢） 消防ポンプ自動車ＣＤ－IＡ型
平成２１年　６月　４日
平成２１年１１月３０日

備品購入 15,200,00015,200,00015,200,00015,200,000 760,000760,000760,000760,000 15,960,00015,960,00015,960,00015,960,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　治治治治 指　　名

14 21.6.4 １－１１ 小型動力ポンプ積載車の購入 常葉地区隊第３分団（堀田） 小型動力ポンプ積載車
平成２１年　６月　４日
平成２１年１０月３０日

備品購入 3,950,0003,950,0003,950,0003,950,000 197,500197,500197,500197,500 4,147,5004,147,5004,147,5004,147,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　治治治治 指　　名

15 21.6.4 １－１１ 田村市立緑小学校校舎改築工事監理業務委託 田村市船引町上移字根岸地内
緑小学校校舎改築工事監理業務委託
一式

平成２１年　６月　４日
平成２２年　２月２６日

業務委託 12,900,00012,900,00012,900,00012,900,000 645,000645,000645,000645,000 13,545,00013,545,00013,545,00013,545,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　清水公夫研究所清水公夫研究所清水公夫研究所清水公夫研究所 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　清水清水清水清水　　　　公夫公夫公夫公夫 指　　名

16 21.6.4 １－１３ 大越幼児施設（仮称）建設工事監理業務委託 大越幼児施設（仮称） 田村市大越町上大越字水神宮地内 工事監理業務一式
平成２１年　６月　４日
平成２２年　２月２６日

業務委託 8,200,0008,200,0008,200,0008,200,000 410,000410,000410,000410,000 8,610,0008,610,0008,610,0008,610,000 桑原建築事務所桑原建築事務所桑原建築事務所桑原建築事務所 代表代表代表代表　　　　桑原桑原桑原桑原　　　　俊幸俊幸俊幸俊幸 指　　名

17 21.6.4 １－１２ 公立小学校耐震基本計画作成業務委託 市立上大越小学校 田村市大越町上大越字元池地内
上大越小学校校舎（特別教室棟）RC造
３F
Ａ＝１，２７１㎡

平成２１年　６月　４日
平成２１年　９月３０日

業務委託 2,600,0002,600,0002,600,0002,600,000 130,000130,000130,000130,000 2,730,0002,730,0002,730,0002,730,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　旭設計事務所旭設計事務所旭設計事務所旭設計事務所 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　武藤武藤武藤武藤　　　　憲雄憲雄憲雄憲雄 指　　名

18 21.6.4 ７－１７
公共下水道関連舘柄地内配水管布設替工事測量設計
業務委託

田村市船引町船引字舘柄地内外 測量業務委託　Ｌ＝２７０ｍ
平成２１年　６月　４日
平成２１年　６月３０日

業務委託 1,250,0001,250,0001,250,0001,250,000 62,50062,50062,50062,500 1,312,5001,312,5001,312,5001,312,500
日栄地質測量設計日栄地質測量設計日栄地質測量設計日栄地質測量設計　　　　株式会社郡山株式会社郡山株式会社郡山株式会社郡山
支社支社支社支社

支社長支社長支社長支社長　　　　　　　　畠畠畠畠　　　　良一良一良一良一 指　　名

19 21.6.4 ７－１８
公共下水道関連神俣字町第２地内配水管布設替工事
測量設計業務委託

田村市滝根町神俣字町地内 測量業務委託　Ｌ＝２６０ｍ
平成２１年　６月　４日
平成２１年　６月３０日

業務委託 1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000 60,00060,00060,00060,000 1,260,0001,260,0001,260,0001,260,000 株式会社株式会社株式会社株式会社ｱｰﾊｱｰﾊｱｰﾊｱｰﾊﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ設計設計設計設計 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　高橋高橋高橋高橋　　　　晃一晃一晃一晃一 指　　名

20 21.6.4 ７－２０
石綿セメント管更新事業市道花木内石森線配水管布設
替工事測量設計業務委託

田村市船引町石森字舘地内外 測量業務委託　Ｌ＝９４９ｍ
平成２１年　６月　４日
平成２１年　９月３０日

業務委託 3,600,0003,600,0003,600,0003,600,000 180,000180,000180,000180,000 3,780,0003,780,0003,780,0003,780,000
株式会社武田株式会社武田株式会社武田株式会社武田コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント郡山支郡山支郡山支郡山支
店店店店

支店長支店長支店長支店長　　　　阿部阿部阿部阿部　　　　弘弘弘弘 指　　名

21 21.6.4 ７－２１
石綿セメント管更新事業大越区域送水管外布設替工事
測量設計業務委託

田村市大越町上大越字大日前地内
外

測量業務委託　Ｌ＝８７０ｍ
平成２１年　６月　４日
平成２１年　９月１０日

業務委託 3,400,0003,400,0003,400,0003,400,000 170,000170,000170,000170,000 3,570,0003,570,0003,570,0003,570,000
総合技術総合技術総合技術総合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社田村株式会社田村株式会社田村株式会社田村
営業所営業所営業所営業所

所長所長所長所長　　　　南部南部南部南部　　　　誠誠誠誠 指　　名

22 21.6.4 ５－１２
森林管理道整備事業林道小桧山早稲川線実施測量設
計業務委託

林道小桧山早稲川線 田村市常葉町小桧山・早稲川地内
実施測量設計　Ｌ＝７２０ｍ
　　　　　　　　　　Ｗ＝３．０（４．０）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２２年　３月２５日

業務委託 4,000,0004,000,0004,000,0004,000,000 200,000200,000200,000200,000 4,200,0004,200,0004,200,0004,200,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　日本測地日本測地日本測地日本測地コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　坂本坂本坂本坂本　　　　宏宏宏宏 指　　名

23 21.6.4 ２－２ 市道宮ノ前上平線測量設計業務委託 市道宮ノ前上平線 田村市滝根町広瀬字山口地内
用地測量　Ａ＝２．１ｈａ
ＣＢＲ試験調査　Ｎ＝２箇所
実施設計　Ｌ＝７００ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２１年１２月１５日

業務委託 6,000,0006,000,0006,000,0006,000,000 300,000300,000300,000300,000 6,300,0006,300,0006,300,0006,300,000
株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支
店店店店

支店長支店長支店長支店長　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　庄二庄二庄二庄二 指　　名

24 21.6.4 ２－３ 市道島ノ松２号線路線測量業務委託 市道島ノ松２号線 田村市滝根町菅谷字島ノ松地内
路線測量　Ｌ＝４５０ｍ
概略設計　Ｌ＝４５０ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２１年１２月１５日

業務委託 2,600,0002,600,0002,600,0002,600,000 130,000130,000130,000130,000 2,730,0002,730,0002,730,0002,730,000
株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支
店店店店

支店長支店長支店長支店長　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　庄二庄二庄二庄二 指　　名

25 21.6.4 ５－１３ 林道小桧山早稲川線登記測量業務委託 林道小桧山早稲川線 田村市常葉町早稲川字赤坂地内 登記測量設計　Ｌ＝３８０ｍ
平成２１年　６月　４日
平成２１年１１月３０日

業務委託 2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000 100,000100,000100,000100,000 2,100,0002,100,0002,100,0002,100,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　日本測地日本測地日本測地日本測地コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　坂本坂本坂本坂本　　　　宏宏宏宏 指　　名

26 21.6.4 ５－１４ 合併特例債事業市道田和上線橋梁詳細設計業務委託 市道田和上線 田村市常葉町常葉字宮川地内
橋梁詳細設計　一式
橋長Ｌ＝４２．２ｍ　Ｗ＝９．７５（１０．２５）ｍ

平成２１年　６月　４日
平成２２年　３月１５日

業務委託 9,200,0009,200,0009,200,0009,200,000 460,000460,000460,000460,000 9,660,0009,660,0009,660,0009,660,000
株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支
店店店店

支店長支店長支店長支店長　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　庄二庄二庄二庄二 指　　名


