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当日
番号

入　札
年月日

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 21.6.30 １－２４
地域活力基盤創造交付金事業市道堰田線道路改良工
事

市道堰田線 田村市船引町船引字堰田地内
延長　Ｌ＝４００．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

平成２１年　６月３０日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 39,950,00039,950,00039,950,00039,950,000 1,997,5001,997,5001,997,5001,997,500 41,947,50041,947,50041,947,50041,947,500 三和工業三和工業三和工業三和工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長　　　　武田武田武田武田　　　　公志公志公志公志 条件付き

2 21.6.30 １－４１ 市道花木内石森線道路改良工事 市道花木内石森線 田村市船引町石森字舘地内
延長　Ｌ＝８０．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ
大型積ブロック　Ｌ＝７１．０ｍ

平成２１年　６月３０日
平成２２年　３月１２日

土木一式工事 42,000,00042,000,00042,000,00042,000,000 2,100,0002,100,0002,100,0002,100,000 44,100,00044,100,00044,100,00044,100,000 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 条件付き

3 21.6.30 ２－５
地域活力基盤創造交付金事業市道糠塚田木山線道路
改良工事

市道糠塚田木山線 田村市滝根町菅谷字入水地内
改良工　Ｌ＝１２０．０ｍ
　　　　　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　６月３０日
平成２２年　１月２９日

土木一式工事 42,630,00042,630,00042,630,00042,630,000 2,131,5002,131,5002,131,5002,131,500 44,761,50044,761,50044,761,50044,761,500 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 条件付き

4 21.6.30 ３－３ 市道山口遠上線側溝整備工事 市道山口遠上線 田村市大越町上大越字山口地内 側溝整備工　Ｌ＝１０３．０ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年１０月３０日

土木一式工事 2,180,0002,180,0002,180,0002,180,000 109,000109,000109,000109,000 2,289,0002,289,0002,289,0002,289,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　白岩工務店白岩工務店白岩工務店白岩工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　白岩白岩白岩白岩　　　　正一正一正一正一 指　　名

5 21.6.30 ３－４ 市道田子屋線道路修繕工事 市道田子屋線 田村市大越町下大越字高屋敷地内
舗装ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　Ａ＝５５０．０㎡
横断側溝修繕　Ｌ＝１０．０ｍ

平成２１年　６月３０日
平成２１年１０月３０日

舗装工事 1,360,0001,360,0001,360,0001,360,000 68,00068,00068,00068,000 1,428,0001,428,0001,428,0001,428,000 三和工業三和工業三和工業三和工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長　　　　武田武田武田武田　　　　公志公志公志公志 指　　名

6 21.6.30 ２－４
地域活性化生活対策臨時交付金事業市道金屋五林平
線側溝整備工事

市道金屋五林平線 田村市滝根町神俣字五林平地内 排水工　Ｌ＝４０．０ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年　９月１０日

土木一式工事 2,320,0002,320,0002,320,0002,320,000 116,000116,000116,000116,000 2,436,0002,436,0002,436,0002,436,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　大精物産大精物産大精物産大精物産 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　郡司郡司郡司郡司　　　　昇昇昇昇 指　　名

7 21.6.30 １－３６ 公共下水道事業管渠布設工事（西向字真城地内） 田村市常葉町西向字真城地内 施工延長　Ｌ＝７４．５０ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年　８月２８日

下水道工事 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　　　　渡辺工業渡辺工業渡辺工業渡辺工業 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　　　　菊雄菊雄菊雄菊雄 指　　名

8 21.6.30 ７－２ 公共下水道関連東部台一丁目地内配水管布設替工事 田村市船引町東部台一丁目地内
配水管布設替工事　Ｌ＝１２７．３ｍ
HPPEφ75　Ｌ＝52.7m　φ100　Ｌ＝
74.6m

平成２１年　６月３０日
平成２２年　１月１５日

上水道工事 6,100,0006,100,0006,100,0006,100,000 305,000305,000305,000305,000 6,405,0006,405,0006,405,0006,405,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　大和田設備工業大和田設備工業大和田設備工業大和田設備工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　大和田大和田大和田大和田　　　　茂茂茂茂 指　　名

9 21.6.30 ７－３
公共下水道関連東部台二丁目第３地内配水管切廻し工
事

田村市船引町東部台二丁目地内
配水管布設替工事　Ｌ＝２０．５ｍ
HPPEφ75　Ｌ＝11.0m　φ150　Ｌ＝
9.5m

平成２１年　６月３０日
平成２２年　１月１５日

上水道工事 4,900,0004,900,0004,900,0004,900,000 245,000245,000245,000245,000 5,145,0005,145,0005,145,0005,145,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　伸和商会伸和商会伸和商会伸和商会 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　安瀬安瀬安瀬安瀬　　　　亨亨亨亨 指　　名

10 21.6.30 ７－４ 公共下水道関連和尚坦地内配水管布設替工事 田村市船引町船引字和尚坦地内
配水管布設替工事
HPPEφ100　Ｌ＝170.9m

平成２１年　６月３０日
平成２２年　２月１２日

上水道工事 8,500,0008,500,0008,500,0008,500,000 425,000425,000425,000425,000 8,925,0008,925,0008,925,0008,925,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　伸和商会伸和商会伸和商会伸和商会 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　安瀬安瀬安瀬安瀬　　　　亨亨亨亨 指　　名

11 21.6.30 １－３５
地方特定道路整備事業市道拾貫内本郷線道路改良工
事

市道拾貫内本郷線 田村市船引町芦沢字松ヶ作地内
延長　Ｌ＝２２５．９ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年　６月３０日
平成２２年　１月２９日

土木一式工事 15,700,00015,700,00015,700,00015,700,000 785,000785,000785,000785,000 16,485,00016,485,00016,485,00016,485,000 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

12 21.6.30 １－３７ 公共下水道事業管渠布設工事（東部台一丁目地内） 田村市船引町東部台一丁目地内 施工延長　Ｌ＝４７９．８０ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年１２月２２日

下水道工事 25,350,00025,350,00025,350,00025,350,000 1,267,5001,267,5001,267,5001,267,500 26,617,50026,617,50026,617,50026,617,500 三和工業三和工業三和工業三和工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長　　　　武田武田武田武田　　　　公志公志公志公志 指　　名

13 21.6.30 １－３９ 公共下水道事業管渠布設工事（船引字和尚坦地内） 田村市船引町船引字和尚坦地内 施工延長　Ｌ＝４３２．４０ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 22,940,00022,940,00022,940,00022,940,000 1,147,0001,147,0001,147,0001,147,000 24,087,00024,087,00024,087,00024,087,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　鈴船建設鈴船建設鈴船建設鈴船建設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　直綱直綱直綱直綱 指　　名

14 21.6.30 １－３８
公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目第３地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内 施工延長　Ｌ＝４４８．０５ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年１２月２２日

下水道工事 23,300,00023,300,00023,300,00023,300,000 1,165,0001,165,0001,165,0001,165,000 24,465,00024,465,00024,465,00024,465,000 田村産業田村産業田村産業田村産業　　　　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　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　善隆善隆善隆善隆 指　　名

15 21.6.30 ２－６
地域活力基盤創造交付金事業市道大橋中広土線道路
改良工事

市道大橋中広土線 田村市滝根町広瀬字塙地内
改良工（暫定施工）　Ｌ＝８４．０ｍ
法面工　Ａ＝７７５．２㎡

平成２１年　６月３０日
平成２１年１１月２５日

土木一式工事 18,400,00018,400,00018,400,00018,400,000 920,000920,000920,000920,000 19,320,00019,320,00019,320,00019,320,000 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

16 21.6.30 ２－７ 大平地区排水路整備工事 大平地区 田村市滝根町神俣字大平地内 排水路整備　Ｌ＝１９２．５ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 9,750,0009,750,0009,750,0009,750,000 487,500487,500487,500487,500 10,237,50010,237,50010,237,50010,237,500 合資会社合資会社合資会社合資会社　　　　矢部工業矢部工業矢部工業矢部工業 代表社員代表社員代表社員代表社員　　　　矢部矢部矢部矢部　　　　節雄節雄節雄節雄 指　　名

17 21.6.30 ４－２０ 行司ヶ滝遊歩道整備事業５号橋改修工事 行司ヶ滝遊歩道 田村市都路町古道字小滝沢地内 橋長　Ｌ＝１６．９ｍ　Ｗ＝１．２ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 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　　　　東友建設東友建設東友建設東友建設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　赤石沢赤石沢赤石沢赤石沢　　　　善正善正善正善正 指　　名

18 21.6.30 １－４０ 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字町第２地内） 田村市滝根町神俣字町地内 施工延長　Ｌ＝２６２．５０ｍ
平成２１年　６月３０日
平成２１年１２月１２日

下水道工事 17,900,00017,900,00017,900,00017,900,000 895,000895,000895,000895,000 18,795,00018,795,00018,795,00018,795,000 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

19 21.6.30 １－１６
船引町地域振興基金事業児童幼児施設遊具等整備事
業備品購入

船引保育所 田村市船引町船引字下川原地内 幼児用プール・すべり台
平成２１年　６月３０日
平成２１年　８月３１日

備品購入 1,880,0001,880,0001,880,0001,880,000 94,00094,00094,00094,000 1,974,0001,974,0001,974,0001,974,000 愛信堂愛信堂愛信堂愛信堂　　　　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　　　　白石白石白石白石　　　　恒次恒次恒次恒次 指　　名

20 21.6.30 ４－３
地域活力基盤創造交付金事業市道古道線（古道川橋）
地質調査業務委託

市道古道線（古道川橋） 田村市都路町古道字橋向地内
土質ボーリング調査
　　　　　　　　Ｎ＝２箇所　（Ｈ＝７．０ｍ）

平成２１年　６月３０日
平成２１年　９月２４日

業務委託 1,850,0001,850,0001,850,0001,850,000 92,50092,50092,50092,500 1,942,5001,942,5001,942,5001,942,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　福島地下開発福島地下開発福島地下開発福島地下開発 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　須藤須藤須藤須藤　　　　和徳和徳和徳和徳 指　　名

21 21.6.30 １－１８ 市道井堀光大寺線立木等補償調査業務委託 市道井堀光大寺線 田村市船引町芦沢字深作地内外
立木　一式
工作物　５箇所

平成２１年　６月３０日
平成２１年　８月１０日

業務委託 1,350,0001,350,0001,350,0001,350,000 67,50067,50067,50067,500 1,417,5001,417,5001,417,5001,417,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　建設相互測地社建設相互測地社建設相互測地社建設相互測地社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　安孫子安孫子安孫子安孫子　　　　健一健一健一健一 指　　名

22 21.6.30 ４－２
地域活力基盤創造交付金事業市道古道線補償物件調
査算定業務委託

市道古道線 田村市都路町古道字橋向地内 補償物件調査算定一式
平成２１年　６月３０日
平成２１年　９月２４日

業務委託 1,760,0001,760,0001,760,0001,760,000 88,00088,00088,00088,000 1,848,0001,848,0001,848,0001,848,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　都市不動産鑑定都市不動産鑑定都市不動産鑑定都市不動産鑑定 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡邉渡邉渡邉渡邉　　　　眞宏眞宏眞宏眞宏 指　　名

23 21.6.30 ７－２３
水量拡張事業広瀬地内配水管布設替工事設計業務委
託

田村市滝根町広瀬字貝谷地内
配水管布設替工事
HPPEφ150　Ｌ＝２，９１８m

平成２１年　６月３０日
平成２１年　９月２５日

業務委託 1,650,0001,650,0001,650,0001,650,000 82,50082,50082,50082,500 1,732,5001,732,5001,732,5001,732,500 新日本設計新日本設計新日本設計新日本設計　　　　株式会社 福島営業所株式会社 福島営業所株式会社 福島営業所株式会社 福島営業所 所長所長所長所長　　　　野口野口野口野口　　　　春美春美春美春美 指　　名

24 21.6.30 ７－２４
水量拡張事業菅谷地内配水管布設替工事設計業務委
託

田村市滝根町菅谷字作田下地内
配水管布設替工事
HPPEφ150　Ｌ＝１，９６０m

平成２１年　６月３０日
平成２１年　８月３１日

業務委託 1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000 70,00070,00070,00070,000 1,470,0001,470,0001,470,0001,470,000
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

25 21.6.30 ４－４
地域活力基盤創造交付金事業市道古道線（古道川橋）
橋梁詳細設計業務委託

市道古道線（古道川橋） 田村市都路町古道字橋向地内 橋梁詳細設計一式　（Ｌ＝２８．５ｍ）
平成２１年　６月３０日
平成２２年　３月２３日

業務委託 10,500,00010,500,00010,500,00010,500,000 525,000525,000525,000525,000 11,025,00011,025,00011,025,00011,025,000 双葉測量設計双葉測量設計双葉測量設計双葉測量設計　　　　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　　　　深海深海深海深海　　　　昭二昭二昭二昭二 指　　名

26 21.6.30 ４－７ 市道芹ヶ沢橋向線測量設計業務委託 市道芹ヶ沢橋向線 田村市都路町古町字芹ヶ沢地内
測量設計一式
　　　　　（Ｌ＝２，１４０ｍ、Ｗ＝５．０Ｍ）

平成２１年　６月３０日
平成２２年　３月２３日

業務委託 18,000,00018,000,00018,000,00018,000,000 900,000900,000900,000900,000 18,900,00018,900,00018,900,00018,900,000 双葉測量設計双葉測量設計双葉測量設計双葉測量設計　　　　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　　　　深海深海深海深海　　　　昭二昭二昭二昭二 指　　名

27 21.6.30 ４－１
地域活力基盤創造交付金事業市道古道線測量設計業
務委託

市道古道線 田村市都路町古道字遠下前地内 測量設計一式　（Ｌ＝２３１．５ｍ）
平成２１年　６月３０日
平成２１年１１月２４日

業務委託 3,800,0003,800,0003,800,0003,800,000 190,000190,000190,000190,000 3,990,0003,990,0003,990,0003,990,000 双葉測量設計双葉測量設計双葉測量設計双葉測量設計　　　　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　　　　深海深海深海深海　　　　昭二昭二昭二昭二 指　　名

28 21.6.30 ４－８ 市道古道線（石黒）測量設計業務委託 市道古道線（石黒） 田村市都路町古道字阿園平地内
測量設計一式
　　　　　（Ｌ＝５００ｍ、Ｗ＝４．０Ｍ）

平成２１年　６月３０日
平成２１年　９月２４日

業務委託 3,450,0003,450,0003,450,0003,450,000 172,500172,500172,500172,500 3,622,5003,622,5003,622,5003,622,500
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

29 21.6.30 ４－５ 境界路線測量業務委託農道西戸線 農道西戸線 田村市都路町岩井沢字西戸地内 境界路線測量一式　（Ｌ＝８４０ｍ）
平成２１年　６月３０日
平成２１年１２月　５日

業務委託 1,700,0001,700,0001,700,0001,700,000 85,00085,00085,00085,000 1,785,0001,785,0001,785,0001,785,000 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

30 21.6.30 ３－１
地域活性化・生活対策臨時交付金事業市道大堰停車
場線測量設計（予備設計）業務委託

市道大堰停車場線 田村市大越町上大越字久保田地内
測量設計（予備設計）
Ｌ＝９８０．０ｍ　Ｗ＝５．０（７．０）ｍ

平成２１年　６月３０日
平成２１年１０月３０日

業務委託 4,900,0004,900,0004,900,0004,900,000 245,000245,000245,000245,000 5,145,0005,145,0005,145,0005,145,000
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


