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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 21.7.28 ４－２６ 田村市立古道小学校外構工事 田村市立古道小学校 田村市都路町古道字北町地内
外構工事一式
造成工事（道路工）

平成２１年　７月２８日
平成２２年　２月２５日

土木一式工事 51,000,00051,000,00051,000,00051,000,000 2,550,0002,550,0002,550,0002,550,000 53,550,00053,550,00053,550,00053,550,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　渡辺組渡辺組渡辺組渡辺組 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　　　　政一政一政一政一 条件付き

2 21.7.28 １－９０ 田村市立要田小学校体育館屋根塗装工事 田村市船引町要田字要田地内 屋根瓦棒葺きトタン塗装　Ａ＝８２５㎡
平成２１年　７月２８日
平成２１年　８月２４日

建築工事 3,780,0003,780,0003,780,0003,780,000 189,000189,000189,000189,000 3,969,0003,969,0003,969,0003,969,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　佐藤建築佐藤建築佐藤建築佐藤建築 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　淳一淳一淳一淳一 指　　名

3 21.7.28 １－９２ 市営住宅石田団地修繕工事 田村市船引町船引字石田地内 住宅修繕　Ｎ＝５戸
平成２１年　７月２８日
平成２１年　９月３０日

建築工事 1,690,0001,690,0001,690,0001,690,000 84,50084,50084,50084,500 1,774,5001,774,5001,774,5001,774,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　佐藤建築佐藤建築佐藤建築佐藤建築 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　淳一淳一淳一淳一 指　　名

4 21.7.28 ２－１４ 菅谷小学校体育館屋根塗装工事 菅谷小学校 田村市滝根町菅谷字大子堂地内 菅谷小学校屋根塗装　Ｎ＝一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月１５日

建築工事 1,930,0001,930,0001,930,0001,930,000 96,50096,50096,50096,500 2,026,5002,026,5002,026,5002,026,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　永山工務店永山工務店永山工務店永山工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　永山永山永山永山　　　　正一正一正一正一 指　　名

5 21.7.28 ３－１７ 大越中学校特別教室棟防水補修工事 大越中学校特別教室棟 田村市大越町上大越字古町地内 防水補修工事　Ｎ＝一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年　８月２８日

建築工事 1,990,0001,990,0001,990,0001,990,000 99,50099,50099,50099,500 2,089,5002,089,5002,089,5002,089,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　武田工務店武田工務店武田工務店武田工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　武田武田武田武田　　　　晴寿晴寿晴寿晴寿 指　　名

6 21.7.28 ４－２７ 田村市立古道小学校校長住宅解体工事 田村市立古道小学校 田村市都路町古道字北町地内
木造平屋建て（１棟）延床面積６３．１２
㎡

平成２１年　７月２８日
平成２１年　９月１０日

建築工事 1,280,0001,280,0001,280,0001,280,000 64,00064,00064,00064,000 1,344,0001,344,0001,344,0001,344,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　環境土木環境土木環境土木環境土木 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　内田内田内田内田　　　　才子才子才子才子 指　　名

7 21.7.28 ４－２８ 南多目的研修センター水洗化工事 南多目的研修ｾﾝﾀｰ 田村市都路町古道字白石地内 既設トイレ改修一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月３１日

暖冷房衛生設備
工事

1,970,0001,970,0001,970,0001,970,000 98,50098,50098,50098,500 2,068,5002,068,5002,068,5002,068,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　最上商会最上商会最上商会最上商会 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　最上最上最上最上　　　　清孝清孝清孝清孝 指　　名

8 21.7.28 ４－２９ 馬洗戸集会所水洗化工事 馬洗戸集会所 田村市都路町古道字休場地内 既設トイレ改修一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月３１日

暖冷房衛生設備
工事

1,680,0001,680,0001,680,0001,680,000 84,00084,00084,00084,000 1,764,0001,764,0001,764,0001,764,000 白石水道設備工業白石水道設備工業白石水道設備工業白石水道設備工業 白石白石白石白石　　　　繁好繁好繁好繁好 指　　名

9 21.7.28 １－７３ 市営住宅常葉馬場団地住戸改善工事 田村市常葉町常葉字馬場地内
洋風便器設置　N＝３５個
屋外排水管布設φ100　Ｌ＝４１５．６ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２２年　１月２９日

暖冷房衛生設備
工事

11,300,00011,300,00011,300,00011,300,000 565,000565,000565,000565,000 11,865,00011,865,00011,865,00011,865,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　泉建設泉建設泉建設泉建設 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　　　　栄一栄一栄一栄一 指　　名

10 21.7.28 ７－６
石綿セメント管更新事業市道船引石森線配水管布設替
工事

田村市船引町石森字東小屋地内外
配水管布設替工事
HPPEφ100 Ｌ＝２３８．２０m

平成２１年　７月２８日
平成２１年１１月３０日

上水道工事 7,500,0007,500,0007,500,0007,500,000 375,000375,000375,000375,000 7,875,0007,875,0007,875,0007,875,000 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

11 21.7.28 １－９１ 田村市立要田小学校浄化槽改善工事 田村市船引町要田字要田地内 浄化槽改善一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年　８月２４日

暖冷房衛生設備
工事

2,550,0002,550,0002,550,0002,550,000 127,500127,500127,500127,500 2,677,5002,677,5002,677,5002,677,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　吉田設備吉田設備吉田設備吉田設備 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　　　　裕一裕一裕一裕一 指　　名

12 21.7.28 ２－１３ 菅谷小学校浄化槽改善工事 菅谷小学校 田村市滝根町菅谷字大子堂地内 菅谷小学校浄化槽改善　Ｎ＝一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年　９月３０日

暖冷房衛生設備
工事

2,970,0002,970,0002,970,0002,970,000 148,500148,500148,500148,500 3,118,5003,118,5003,118,5003,118,500 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

13 21.7.28 ２－１５ 広瀬小学校浄化槽改善工事 広瀬小学校 田村市滝根町広瀬字山ﾉ下地内 広瀬小学校浄化槽改善　Ｎ＝一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年　９月３０日

暖冷房衛生設備
工事

2,800,0002,800,0002,800,0002,800,000 140,000140,000140,000140,000 2,940,0002,940,0002,940,0002,940,000 桜田工業桜田工業桜田工業桜田工業　　　　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　　　　桜田桜田桜田桜田　　　　博良博良博良博良 指　　名

14 21.7.28 １－８６ 市営住宅神俣団地駐車場舗装工事 田村市滝根町神俣字五林平地内 駐車場舗装　Ａ＝１，１０７㎡
平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月３０日

舗装工事 3,500,0003,500,0003,500,0003,500,000 175,000175,000175,000175,000 3,675,0003,675,0003,675,0003,675,000 白土工業白土工業白土工業白土工業　　　　有限会社有限会社有限会社有限会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　白土白土白土白土　　　　謙一謙一謙一謙一 指　　名

15 21.7.28 ２－１２ 滝根保育所・三世代ふれあい交流館遊具設置工事
滝根保育所・三世代
ふれあい交流館

田村市滝根町神俣字関場・町地内 遊具設置工事
平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月１５日

土木一式工事 7,350,0007,350,0007,350,0007,350,000 367,500367,500367,500367,500 7,717,5007,717,5007,717,5007,717,500 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 21.7.28 ３－１８ 準用河川蟹沢川排水路整備工事 蟹沢川 田村市大越町上大越字町地内 水路工　Ｌ＝８０．０ｍ
平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月２５日

土木一式工事 5,200,0005,200,0005,200,0005,200,000 260,000260,000260,000260,000 5,460,0005,460,0005,460,0005,460,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　山野辺工務店山野辺工務店山野辺工務店山野辺工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　山野辺山野辺山野辺山野辺　　　　耕一耕一耕一耕一 指　　名

17 21.7.28 １－８８ 田村市立上大越小学校防火区画改修工事 田村市大越町上大越字元池地内 防火区画改修工事一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年　９月３０日

建築工事 15,990,00015,990,00015,990,00015,990,000 799,500799,500799,500799,500 16,789,50016,789,50016,789,50016,789,500 大和大和大和大和コウケンコウケンコウケンコウケン　　　　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　　　　來來來來 指　　名

18 21.7.28 １－１９
福島県ふるさと雇用再生特別基金事業田村市緑の草地
再生による畜産振興事業業務委託

耕作放棄地等の指定
農地等

田村市内全域 業務委託一式
平成２１年　７月２８日
平成２２年　３月３１日

業務委託 33,000,00033,000,00033,000,00033,000,000 1,650,0001,650,0001,650,0001,650,000 34,650,00034,650,00034,650,00034,650,000 大和大和大和大和コウケンコウケンコウケンコウケン　　　　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　　　　來來來來 指　　名

19 21.7.28 １－４３ 市道中森城ノ内線舗装新設工事 市道中森城ノ内線 田村市船引町船引字中森地内
延長　Ｌ＝１４０．０ｍ
幅員　Ｌ＝４．０ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年　９月３０日

舗装工事 2,300,0002,300,0002,300,0002,300,000 115,000115,000115,000115,000 2,415,0002,415,0002,415,0002,415,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　日秀建設日秀建設日秀建設日秀建設 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　　　　秀則秀則秀則秀則 指　　名

20 21.7.28 ７－７
石綿セメント管更新事業市道南町通仲上線舗装本復旧
工事

田村市船引町船引字南町通地内
舗装本復旧工事　Ｌ＝１８２ｍ
Ａ＝６１３㎡

平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月　９日

舗装工事 2,870,0002,870,0002,870,0002,870,000 143,500143,500143,500143,500 3,013,5003,013,5003,013,5003,013,500 マルマルマルマル武建設工業武建設工業武建設工業武建設工業　　　　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　　　　武田武田武田武田　　　　幸子幸子幸子幸子 指　　名

21 21.7.28 ７－８
石綿セメント管更新事業市道南町通新房院線舗装本復
旧工事

田村市船引町船引字新房院地内
舗装本復旧工事　Ｌ＝２０２ｍ
Ａ＝５８５㎡

平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月　９日

舗装工事 2,590,0002,590,0002,590,0002,590,000 129,500129,500129,500129,500 2,719,5002,719,5002,719,5002,719,500 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

22 21.7.28 １－８９ 田村市立船引小学校教室改造工事 田村市船引町船引字南元町地内 小学校教室改造工事一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年　８月２４日

建築工事 5,950,0005,950,0005,950,0005,950,000 297,500297,500297,500297,500 6,247,5006,247,5006,247,5006,247,500 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

23 21.7.28 １－５２ 市道北ノ内２号線道路改良工事 市道北ノ内２号線 田村市船引町新舘字曲山地内
延長　Ｌ＝７１．７ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１１日

土木一式工事 3,380,0003,380,0003,380,0003,380,000 169,000169,000169,000169,000 3,549,0003,549,0003,549,0003,549,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　助川土木助川土木助川土木助川土木 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　助川助川助川助川　　　　秀俊秀俊秀俊秀俊 指　　名

24 21.7.28 １－４５ 市道柳内日向線道路改良工事 市道柳内日向線 田村市船引町堀越字太夫内地内
延長　Ｌ＝６０．０ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１８日

土木一式工事 3,500,0003,500,0003,500,0003,500,000 175,000175,000175,000175,000 3,675,0003,675,0003,675,0003,675,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　助川土木助川土木助川土木助川土木 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　助川助川助川助川　　　　秀俊秀俊秀俊秀俊 指　　名

25 21.7.28 １－５３ 市道屋津線補償工事（防火水槽） 市道屋津線 田村市船引町永谷字屋津地内 防火水槽　Ｎ＝１．０基
平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月３０日

土木一式工事 2,490,0002,490,0002,490,0002,490,000 124,500124,500124,500124,500 2,614,5002,614,5002,614,5002,614,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　日秀建設日秀建設日秀建設日秀建設 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　　　　秀則秀則秀則秀則 指　　名

26 21.7.28 １－５４ 市道道崎線補償工事（防火水槽） 市道道崎線 田村市船引町椚山字西ノ内地内 防火水槽　Ｎ＝１．０基
平成２１年　７月２８日
平成２１年１１月１３日

土木一式工事 1,870,0001,870,0001,870,0001,870,000 93,50093,50093,50093,500 1,963,5001,963,5001,963,5001,963,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　武藤工務店武藤工務店武藤工務店武藤工務店 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　　　　勝久勝久勝久勝久 指　　名

27 21.7.28 ４－３４ 市道路登線法面保護工事 市道路登線 田村市都路町古道字杉内地内
法面保護工　Ａ＝１，９０８．２㎡
（NO86～NO92＋15.6）

平成２１年　７月２８日
平成２２年　３月１９日

土木一式工事 26,300,00026,300,00026,300,00026,300,000 1,315,0001,315,0001,315,0001,315,000 27,615,00027,615,00027,615,00027,615,000 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

28 21.7.28 １－７５
公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目第４地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内
施工延長　Ｌ＝４８３．３０ｍ
φ150塩ビ管

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１０日

下水道工事 23,000,00023,000,00023,000,00023,000,000 1,150,0001,150,0001,150,0001,150,000 24,150,00024,150,00024,150,00024,150,000 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

29 21.7.28 １－７６ 公共下水道事業管渠布設工事（船引字舘柄地内） 田村市船引町船引字舘柄地内
施工延長　Ｌ＝３６３．４０ｍ
φ150塩ビ管

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１８日

下水道工事 21,400,00021,400,00021,400,00021,400,000 1,070,0001,070,0001,070,0001,070,000 22,470,00022,470,00022,470,00022,470,000 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

30 21.7.28 １－７７
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目第４地
内）

田村市船引町東部台四丁目地内
施工延長　Ｌ＝３８４．１２ｍ
φ150塩ビ管

平成２１年　７月２８日
平成２１年１１月３０日

下水道工事 17,750,00017,750,00017,750,00017,750,000 887,500887,500887,500887,500 18,637,50018,637,50018,637,50018,637,500 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

31 21.7.28 １－４６ 市道根岸１号２号線排水路布設工事 市道根岸１号２号線 田村市船引町上移字根岸地内 大型水路　Ｌ＝１３６．０ｍ
平成２１年　７月２８日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 16,800,00016,800,00016,800,00016,800,000 840,000840,000840,000840,000 17,640,00017,640,00017,640,00017,640,000 菊地建設菊地建設菊地建設菊地建設　　　　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　　　　菊地菊地菊地菊地　　　　寿夫寿夫寿夫寿夫 指　　名

32 21.7.28 １－５１ 辺地対策事業市道遠下線道路改良工事 市道遠下線 田村市船引町横道字遠下地内
延長　Ｌ＝１４０．０ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２２年　１月２９日

土木一式工事 12,200,00012,200,00012,200,00012,200,000 610,000610,000610,000610,000 12,810,00012,810,00012,810,00012,810,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　田村工業田村工業田村工業田村工業 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　　　　善一善一善一善一 指　　名
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33 21.7.28 １－４７ 市道道崎線道路改良工事 市道道崎線 田村市船引町椚山字西ノ内地内
改良　Ｌ＝１６０．０ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２２年　２月１９日

土木一式工事 16,900,00016,900,00016,900,00016,900,000 845,000845,000845,000845,000 17,745,00017,745,00017,745,00017,745,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　桑原工務店桑原工務店桑原工務店桑原工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　桑原桑原桑原桑原　　　　修修修修 指　　名

34 21.7.28 １－５６
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３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＝４０．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月２５日

土木一式工事 9,680,0009,680,0009,680,0009,680,000 484,000484,000484,000484,000 10,164,00010,164,00010,164,00010,164,000 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

35 21.7.28 １－５５ 市道駅前馬場線道路改良工事 市道駅前馬場線 田村市船引町船引字下扇田地内
延長　Ｌ＝３２４．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２２年　３月２３日

土木一式工事 26,000,00026,000,00026,000,00026,000,000 1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000 27,300,00027,300,00027,300,00027,300,000 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

36 21.7.28 １－４８ 市道大越宮田線道路改良工事 市道大越宮田線 田村市船引町芦沢字宮田地内
改良　Ｌ＝３４０．０ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２２年　３月２３日

土木一式工事 26,000,00026,000,00026,000,00026,000,000 1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000 27,300,00027,300,00027,300,00027,300,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　藤倉建設藤倉建設藤倉建設藤倉建設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　宗像宗像宗像宗像　　　　倉義倉義倉義倉義 指　　名

37 21.7.28 １－５７ 市道原線道路改良工事 市道原線 田村市船引町北鹿又字大森地内
延長　Ｌ＝１００．０ｍ（暫定L=245.0m）
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 22,500,00022,500,00022,500,00022,500,000 1,125,0001,125,0001,125,0001,125,000 23,625,00023,625,00023,625,00023,625,000 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

38 21.7.28 １－４９ 市道笹森線舗装新設工事 市道笹森線 田村市船引町笹山字笹森地内
延長　Ｌ＝２４０．０ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月１６日

舗装工事 6,420,0006,420,0006,420,0006,420,000 321,000321,000321,000321,000 6,741,0006,741,0006,741,0006,741,000 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

39 21.7.28 １－５０ 市道屋津線舗装新設工事 市道屋津線 田村市船引町永谷字屋津地内
延長　Ｌ＝３８０．０ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１１月　６日

舗装工事 11,000,00011,000,00011,000,00011,000,000 550,000550,000550,000550,000 11,550,00011,550,00011,550,00011,550,000 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

40 21.7.28 ４－２３ 基盤整備促進事業農道小滝沢線橋梁上部工工事 農道小滝沢線 田村市都路町古道字小滝沢地内 橋梁工上部工工事　Ｌ＝３２ｍ
平成２１年　７月２８日
平成２２年　３月２３日

ＰＣ橋上部工事 25,600,00025,600,00025,600,00025,600,000 1,280,0001,280,0001,280,0001,280,000 26,880,00026,880,00026,880,00026,880,000 株式会社株式会社株式会社株式会社ｴﾑｴﾑｴﾑｴﾑ････ﾃｯｸﾃｯｸﾃｯｸﾃｯｸ福島支店福島支店福島支店福島支店 支店長支店長支店長支店長　　　　鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　令二令二令二令二 指　　名

41 21.7.28 １－３２ 田村市健康増進計画策定業務委託 田村市船引町船引字馬場川原地内 業務委託一式
平成２１年　７月２８日
平成２２年　３月２５日

業務委託 不調不調不調不調 指　　名

42 21.7.28 ３－６
地域活力基盤創造交付金事業市道入ノ作１号線補償物
件調査算定業務委託

市道入ノ作１号線 田村市大越町下大越字三合田地内 木造建物・工作物・立木　Ｎ＝一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月１５日

業務委託 1,900,0001,900,0001,900,0001,900,000 95,00095,00095,00095,000 1,995,0001,995,0001,995,0001,995,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　福島調査設計福島調査設計福島調査設計福島調査設計 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　　　　剛剛剛剛 指　　名

43 21.7.28 ３－１６ 大越公民館空調設備工事 大越公民館 田村市大越町上大越字元池地内
エアコン取付工事　Ｎ＝一式
エアコン電源設備工事　Ｎ＝一式

平成２１年　７月２８日
平成２１年　９月２５日

電気設備工事 4,400,0004,400,0004,400,0004,400,000 220,000220,000220,000220,000 4,620,0004,620,0004,620,0004,620,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　佐久間電気佐久間電気佐久間電気佐久間電気 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　佐久間佐久間佐久間佐久間　　　　一郎一郎一郎一郎 指　　名

44 21.7.28 １－７４ 市営住宅火災警報器設置工事 田村市船引町地内 住宅用火災報知器設置　Ｎ＝３４７個
平成２１年　７月２８日
平成２２年　１月２９日

消防設備工事 1,780,0001,780,0001,780,0001,780,000 89,00089,00089,00089,000 1,869,0001,869,0001,869,0001,869,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　フナデンフナデンフナデンフナデン 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　尚武尚武尚武尚武 指　　名

45 21.7.28 １－２０ 田村市公用車購入 田村市船引町船引字馬場川原地内 公用車（ハイブリッド車）　３台
平成２１年　７月２８日
平成２２年　３月２５日

備品購入 5,440,0005,440,0005,440,0005,440,000 272,000272,000272,000272,000 5,712,0005,712,0005,712,0005,712,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　石井自動車工業石井自動車工業石井自動車工業石井自動車工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　石井石井石井石井　　　　賢明賢明賢明賢明 指　　名

46 21.7.28 １－１７ タイヤショベルローダー購入 田村市滝根町神俣字関場地内 作業用ﾐﾆﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　１台
平成２１年　７月２８日
平成２１年　８月３１日

備品購入 2,690,0002,690,0002,690,0002,690,000 134,500134,500134,500134,500 2,824,5002,824,5002,824,5002,824,500 大内自動車工業大内自動車工業大内自動車工業大内自動車工業　　　　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　　　　大内大内大内大内　　　　公夫公夫公夫公夫 指　　名

47 21.7.28 １－３８
船引駅周辺地区都市再生整備計画事後評価検討業務
委託

船引駅周辺地区 田村市船引町船引字上田中地内 事後評価調査一式
平成２１年　７月２８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　　　　協和協和協和協和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　　　　福福福福
島支店島支店島支店島支店

支店長支店長支店長支店長　　　　馬場馬場馬場馬場　　　　吉信吉信吉信吉信 指　　名

48 21.7.28 １－３９
船引駅周辺地区（第二期）都市再生整備計画作成業務
委託

船引駅周辺地区 田村市船引町船引字上中田地内 都市再生整備計画作成一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１５日

業務委託 2,160,0002,160,0002,160,0002,160,000 108,000108,000108,000108,000 2,268,0002,268,0002,268,0002,268,000 国際航業国際航業国際航業国際航業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　福島営業所福島営業所福島営業所福島営業所 所長所長所長所長　　　　粂川粂川粂川粂川　　　　健一健一健一健一 指　　名

49 21.7.28 １－４０
田村市公共事業評価田村市運動公園費用対効果分析
業務委託

田村市運動公園 田村市船引町船引字遠表地内 田村市運動公園費用対効果分析
平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１５日

業務委託 980,000980,000980,000980,000 49,00049,00049,00049,000 1,029,0001,029,0001,029,0001,029,000
大日本大日本大日本大日本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　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社
福島事務所福島事務所福島事務所福島事務所

所長所長所長所長　　　　小椋小椋小椋小椋　　　　幹一幹一幹一幹一 指　　名

50 21.7.28 １－３３ 市道原線測量設計業務委託 市道原線 田村市船引町北鹿又字千保地内
路面測量　Ｌ＝６００．０ｍ
用地測量　Ａ＝３．６０ha
詳細設計　Ｌ＝６００．０ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月２５日

業務委託 7,950,0007,950,0007,950,0007,950,000 397,500397,500397,500397,500 8,347,5008,347,5008,347,5008,347,500 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

51 21.7.28 ４－１０ 基盤整備促進事業農道小滝沢線計画変更業務委託 農道小滝沢線 田村市都路町古道字小滝沢地内 計画変更業務委託　Ｎ＝一式
平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１８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　　　　小池小池小池小池　　　　保弘保弘保弘保弘 指　　名

52 21.7.28 １－２７ 市道南町通仲上線用地測量業務委託 市道南町通仲上線 田村市船引町船引字上川原地内
用地測量　Ｌ＝８８０．０ｍ
　　　　　　　Ａ＝１．７４ha

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１８日

業務委託 3,350,0003,350,0003,350,0003,350,000 167,500167,500167,500167,500 3,517,5003,517,5003,517,5003,517,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　ミモリミモリミモリミモリ技建技建技建技建 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　上野上野上野上野　　　　榮治榮治榮治榮治 指　　名

53 21.7.28 １－２８ 市道南１号柏原２号線用地測量業務委託 市道南１号柏原２号線 田村市船引町芦沢字曲屋地内
用地測量　Ｌ＝１，１００ｍ
　　　　　　　Ａ＝３．６１ｈａ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１８日

業務委託 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　　　　新和調査設計新和調査設計新和調査設計新和調査設計 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　飯澤飯澤飯澤飯澤　　　　久久久久 指　　名

54 21.7.28 １－２９ 市道田代線地形測量業務委託 市道田代線 田村市船引町中山字田代地内 地形測量　Ｌ＝８４０．０ｍ
平成２１年　７月２８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
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

55 21.7.28 １－３０ 市道花立本郷線地形測量業務委託 市道花立本郷線 田村市船引町芦沢字小舘地内
延長　Ｌ＝９１０．０ｍ　幅員　Ｗ＝４．０
（５．０）ｍ　地形測量３．６４ｈａ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１０月　９日

業務委託 2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 125,000125,000125,000125,000 2,625,0002,625,0002,625,0002,625,000
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

56 21.7.28 １－３１ 市道秋山田線用地測量業務委託 市道秋山田線 田村市船引町新舘字曲山地内
用地測量　Ｌ＝４４０．０ｍ　Ａ＝２．３４
ha
Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年　７月２８日
平成２１年１２月１８日

業務委託 3,300,0003,300,0003,300,0003,300,000 165,000165,000165,000165,000 3,465,0003,465,0003,465,0003,465,000
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


