
平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年８８８８月月月月２８２８２８２８日執行日執行日執行日執行　　　　入札結果入札結果入札結果入札結果

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 21.8.28 ４－３７ 森林管理道整備事業山口線（施業道）開設工事 林道山口線 田村市都路町古道字山崎地内
開設工事　Ｌ＝３８０．０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝２．０（３．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月２３日

土木一式工事 32,600,00032,600,00032,600,00032,600,000 1,630,0001,630,0001,630,0001,630,000 34,230,00034,230,00034,230,00034,230,000 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 条件付き

2 21.8.28 １－１１２
道整備交付金事業市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸｾｽ線舗装新
設工事（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＝５４２．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 27,500,00027,500,00027,500,00027,500,000 1,375,0001,375,0001,375,0001,375,000 28,875,00028,875,00028,875,00028,875,000 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 21.8.28 ５－２２ 田村市営常葉馬場団地屋上防水修繕工事 市営常葉馬場団地 田村市常葉町常葉字馬場地内
屋上防水（一般ｳﾚﾀﾝ塗膜防水）
Ａ＝３４７．７㎡

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 3,480,0003,480,0003,480,0003,480,000 174,000174,000174,000174,000 3,654,0003,654,0003,654,0003,654,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺住建工業渡辺住建工業渡辺住建工業渡辺住建工業 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　　　　一男一男一男一男 指　　名

4 21.8.28 １－１３３ 市営住宅大平団地外解体工事 田村市船引町船引字上大平地内外
住宅解体　大平住宅　Ｎ＝３棟
上大平住宅Ｎ＝６棟　砂子田住宅Ｎ＝
１棟

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 4,350,0004,350,0004,350,0004,350,000 217,500217,500217,500217,500 4,567,5004,567,5004,567,5004,567,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　佐久間工務店佐久間工務店佐久間工務店佐久間工務店 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　　　　一正一正一正一正 指　　名

5 21.8.28 １－１３４ 市営住宅御前池団地外解体工事 田村市船引町船引字石田地内外
住宅解体　御前池住宅　Ｎ＝４棟
山ノ内上住宅Ｎ＝５棟　今泉住宅Ｎ＝１
棟

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 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　　　　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

6 21.8.28 １－１２９ 田村市船引保健センター雨樋工事 田村市船引町船引字源次郎地内 保健センター雨樋修繕一式
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

建築工事 1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000 60,00060,00060,00060,000 1,260,0001,260,0001,260,0001,260,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　鈴木工務所鈴木工務所鈴木工務所鈴木工務所 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　　　　丈夫丈夫丈夫丈夫 指　　名

7 21.8.28 ２－２７ 町団地市営住宅解体工事 町団地 田村市滝根町神俣字町地内 木造平屋住宅解体　Ｎ＝９．０棟
平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月１０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 平河内工務店平河内工務店平河内工務店平河内工務店 平河内平河内平河内平河内　　　　一博一博一博一博 指　　名

8 21.8.28 ２－２８ 新関場・塙団地市営住宅解体工事 新関場・塙団地 田村市滝根町神俣字関場地内外 木造平屋住宅解体　Ｎ＝３．０棟
平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月１０日

建築工事 1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000 75,00075,00075,00075,000 1,575,0001,575,0001,575,0001,575,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　先崎工務店先崎工務店先崎工務店先崎工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　先崎先崎先崎先崎　　　　美好美好美好美好 指　　名

9 21.8.28 １－１３０ 大越保健センター修繕塗装工事 田村市大越町上大越字古川地内
外部塗装工事・内部修繕工事・衛生設
備工事一式

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 2,400,0002,400,0002,400,0002,400,000 120,000120,000120,000120,000 2,520,0002,520,0002,520,0002,520,000 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

10 21.8.28 ３－１９ 憩いの家寿楽荘修繕塗装工事 田村市大越町上大越字大日前地内
屋根塗装工事一式
内装修繕工事一式

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 1,510,0001,510,0001,510,0001,510,000 75,50075,50075,50075,500 1,585,5001,585,5001,585,5001,585,500 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

11 21.8.28 ３－２０ 旧大越町国保診療所医師住宅解体工事 田村市大越町上大越字古川地内 医師住宅　Ｎ＝１棟
平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 2,040,0002,040,0002,040,0002,040,000 102,000102,000102,000102,000 2,142,0002,142,0002,142,0002,142,000 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

12 21.8.28 ５－２３ 市道余平田池ノ畑線道路舗装工事 市道余平田池ノ畑線 田村市常葉町山根字余平田地内
道路舗装　Ａ＝1,062.0㎡
延長　Ｌ＝350.0ｍ　幅員　Ｗ＝3.0(3.3)
ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

舗装工事 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　　　　吉田重機工業吉田重機工業吉田重機工業吉田重機工業 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　　　　正信正信正信正信 指　　名

13 21.8.28 ５－２９ スカイパレスときわ浴室改修工事 田村市常葉町山根字殿上地内 浴室改修一式
平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月１５日

建築工事 18,330,00018,330,00018,330,00018,330,000 916,500916,500916,500916,500 19,246,50019,246,50019,246,50019,246,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　西向建設工業西向建設工業西向建設工業西向建設工業 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　　　　國仲國仲國仲國仲 指　　名

14 21.8.28 ４－３８ 下道之内集落センター水洗化工事 下道ノ内集落センター 田村市都路町古道字芹ヶ沢地内
既設トイレ改修一式
合併処理浄化槽設置

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

暖冷房衛生設備
工事

1,551,0001,551,0001,551,0001,551,000 77,55077,55077,55077,550 1,628,5501,628,5501,628,5501,628,550 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

15 21.8.28 ４－３９ 石黒集落センター水洗化工事 石黒集落センター 田村市都路町古道字阿園平地内
既設トイレ改修一式
合併処理浄化槽設置

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

暖冷房衛生設備
工事

1,580,0001,580,0001,580,0001,580,000 79,00079,00079,00079,000 1,659,0001,659,0001,659,0001,659,000 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

16 21.8.28 ５－２６ 常葉町老人センター改修工事 田村市常葉町常葉字備前作地内 改修工事一式
平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月２５日

暖冷房衛生設備
工事

11,800,00011,800,00011,800,00011,800,000 590,000590,000590,000590,000 12,390,00012,390,00012,390,00012,390,000 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

17 21.8.28 ７－１３
石綿セメント管更新事業県道富岡大越線下内地内配水
管布設替工事

田村市大越町上大越字下内地内外
配水管布設替工事
HPPEφ７５　Ｌ＝７５．８５ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月２４日

上水道工事 2,115,0002,115,0002,115,0002,115,000 105,750105,750105,750105,750 2,220,7502,220,7502,220,7502,220,750 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

18 21.8.28 ７－１８ 石綿セメント管更新事業大越区域導水管布設替工事 田村市大越町上大越字大日前地内
導水管布設替工事
WE－１３．６　W７５　Ｌ＝４２６．５ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月１４日

上水道工事 4,059,0004,059,0004,059,0004,059,000 202,950202,950202,950202,950 4,261,9504,261,9504,261,9504,261,950 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

19 21.8.28 ７－１２
石綿セメント管更新事業県道富岡大越線大田立地内配
水管布設替工事

田村市大越町上大越字大田立地内
外

配水管布設替工事
HPPEφ７５　Ｌ＝１７９．５ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 9,900,0009,900,0009,900,0009,900,000 495,000495,000495,000495,000 10,395,00010,395,00010,395,00010,395,000 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

20 21.8.28 ７－１７
県道船引大越小野線上大越字求中地内配水管布設替
工事

田村市大越町上大越字求中地内
配水管布設替工事
RR-HIVPφ１００　Ｌ＝１０４．５ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 14,250,00014,250,00014,250,00014,250,000 712,500712,500712,500712,500 14,962,50014,962,50014,962,50014,962,500 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

21 21.8.28 ７－１１ 公共下水道関連舘柄地内配水管布設替工事 田村市船引町船引字舘柄地内
配水管布設替工事
HPPEφ７５　Ｌ＝２４０．９ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月２５日

上水道工事 5,040,5005,040,5005,040,5005,040,500 252,025252,025252,025252,025 5,292,5255,292,5255,292,5255,292,525 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

22 21.8.28 １－１０６
地域活力基盤創造交付金事業市道堰田線舗装新設工
事

市道堰田線 田村市船引町船引字堰田地内
延長　Ｌ＝２２０．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

舗装工事 4,380,0004,380,0004,380,0004,380,000 219,000219,000219,000219,000 4,599,0004,599,0004,599,0004,599,000 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

23 21.8.28 １－１３２ 市営住宅下扇田団地外駐車場舗装工事 田村市船引町船引字下扇田地内外 舗装工一式
平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月１０日

舗装工事 3,790,0003,790,0003,790,0003,790,000 189,500189,500189,500189,500 3,979,5003,979,5003,979,5003,979,500 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

24 21.8.28 １－１２３ 芦沢分団第２部屯所兼機械置場改築工事 田村市船引町芦沢字橋向地内
屯所兼機械置場　木造平屋建68.1㎡
既設機械置場解体工事　22.2㎡

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 9,400,0009,400,0009,400,0009,400,000 470,000470,000470,000470,000 9,870,0009,870,0009,870,0009,870,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　みなみみなみみなみみなみ建設建設建設建設 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　　　　伸二伸二伸二伸二 指　　名

25 21.8.28 １－１３５ 田村市船引総合福祉センター修繕工事 田村市船引町船引字石田地内
内装修繕工事一式
防水工事一式

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

建築工事 6,880,0006,880,0006,880,0006,880,000 344,000344,000344,000344,000 7,224,0007,224,0007,224,0007,224,000 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

26 21.8.28 １－１３６ 田村市授産場修繕工事 田村市船引町船引字北町通地内 授産場屋根・壁修繕工事一式
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

建築工事 5,200,0005,200,0005,200,0005,200,000 260,000260,000260,000260,000 5,460,0005,460,0005,460,0005,460,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　田村工務店田村工務店田村工務店田村工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　田村田村田村田村　　　　文雄文雄文雄文雄 指　　名

27 21.8.28 ７－１５
石綿セメント管更新事業市道原線大久保地内外配水管
布設替工事

田村市船引町北鹿又字大久保地内
外

配水管布設替工事
HPPEφ１５０　Ｌ＝６６０．０ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 20,400,00020,400,00020,400,00020,400,000 1,020,0001,020,0001,020,0001,020,000 21,420,00021,420,00021,420,00021,420,000 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　　　　享享享享 指　　名

28 21.8.28 ７－１４
石綿セメント管更新事業市道原線千保地内外配水管布
設替工事

田村市船引町北鹿又字千保地内外
配水管布設替工事
HPPEφ１５０　Ｌ＝４２０．９ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 16,600,00016,600,00016,600,00016,600,000 830,000830,000830,000830,000 17,430,00017,430,00017,430,00017,430,000 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　　　　享享享享 指　　名

29 21.8.28 ７－１６
石綿セメント管更新事業県道船引大越小野線配水管布
設替工事

田村市船引町船引字時ノ宮地内外
配水管布設替工事
HPPEφ１００　Ｌ＝２５３．２ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 13,900,00013,900,00013,900,00013,900,000 695,000695,000695,000695,000 14,595,00014,595,00014,595,00014,595,000 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

30 21.8.28 ７－１０ 公共下水道関連神俣字町第２地内配水管布設替工事 田村市滝根町神俣字町地内
配水管布設替工事
HPPEφ７５　Ｌ＝２７５．５ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月２５日

上水道工事 9,500,0009,500,0009,500,0009,500,000 475,000475,000475,000475,000 9,975,0009,975,0009,975,0009,975,000 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

31 21.8.28 ５－７ 市道余平田田代線道路改良工事 市道余平田田代線 田村市常葉町山根字早坂地内
道路改良　延長　Ｌ＝２００．０ｍ
　　　　　　　幅員　Ｗ４．０（５．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　１月２９日

土木一式工事 24,300,00024,300,00024,300,00024,300,000 1,215,0001,215,0001,215,0001,215,000 25,515,00025,515,00025,515,00025,515,000 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

32 21.8.28 ５－２７
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道常光
寺３号線道路改良工事

市道常光寺３号線 田村市常葉町常葉字坂ﾉ下地内
延長　Ｌ＝３５２．５ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 26,500,00026,500,00026,500,00026,500,000 1,325,0001,325,0001,325,0001,325,000 27,825,00027,825,00027,825,00027,825,000 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
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33 21.8.28 １－１２４
地域活力基盤創造交付金事業市道堰田線道路改良工
事（第２回工事）

市道堰田線 田村市船引町船引字四斗蒔田地内
延長　Ｌ＝２４０．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 13,100,00013,100,00013,100,00013,100,000 655,000655,000655,000655,000 13,755,00013,755,00013,755,00013,755,000 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

34 21.8.28 １－１２７ 市道船引石森線道路改良工事 市道船引石森線 田村市船引町石森字東小屋地内
幅員　Ｌ＝５０．４０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月２６日

土木一式工事 27,600,00027,600,00027,600,00027,600,000 1,380,0001,380,0001,380,0001,380,000 28,980,00028,980,00028,980,00028,980,000 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

35 21.8.28 １－１１３ 市道北ノ作線舗装新設工事 市道北ノ作線 田村市船引町上移字北ノ作地内
延長　Ｌ＝３００．０ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月２２日

舗装工事 14,300,00014,300,00014,300,00014,300,000 715,000715,000715,000715,000 15,015,00015,015,00015,015,00015,015,000 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

36 21.8.28 １－１０９ 辺地対策事業市道遠下線舗装新設工事 市道遠下線 田村市船引町横道字遠下地内
延長　Ｌ＝３２０．０ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 9,870,0009,870,0009,870,0009,870,000 493,500493,500493,500493,500 10,363,50010,363,50010,363,50010,363,500 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

37 21.8.28 １－１１１
道整備交付金事業市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸｾｽ線舗装新
設工事（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＝５３１．７ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月２５日

舗装工事 21,000,00021,000,00021,000,00021,000,000 1,050,0001,050,0001,050,0001,050,000 22,050,00022,050,00022,050,00022,050,000 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

38 21.8.28 １－１１０ 市道原線舗装新設工事 市道原線 田村市船引町石森字不士浅間地内
延長　Ｌ＝１８０．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 10,500,00010,500,00010,500,00010,500,000 525,000525,000525,000525,000 11,025,00011,025,00011,025,00011,025,000 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

39 21.8.28 １－１３１ 大鏑矢ふれあい公園駐車場整備工事 田村市船引町東部台六丁目地内
駐車場整備工事
駐車場舗装A=1,049㎡　園路舗装
A=638㎡

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月１０日

舗装工事 6,250,0006,250,0006,250,0006,250,000 312,500312,500312,500312,500 6,562,5006,562,5006,562,5006,562,500 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

40 21.8.28 １－９６
公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目第１地
内）

田村市船引町東部台五丁目地内 施工延長　Ｌ＝４３５．７０ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 20,550,00020,550,00020,550,00020,550,000 1,027,5001,027,5001,027,5001,027,500 21,577,50021,577,50021,577,50021,577,500 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

41 21.8.28 １－１０４
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目第３地
内）

田村市船引町東部台四丁目地内 施工延長　Ｌ＝４０６．５０ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 18,600,00018,600,00018,600,00018,600,000 930,000930,000930,000930,000 19,530,00019,530,00019,530,00019,530,000 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

42 21.8.28 １－９９ 公共下水道事業管渠布設工事（船引字石崎地内） 田村市船引町船引字石崎地内 施工延長　Ｌ＝３４８．００ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 18,300,00018,300,00018,300,00018,300,000 915,000915,000915,000915,000 19,215,00019,215,00019,215,00019,215,000 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

43 21.8.28 １－１００ 公共下水道事業管渠布設工事（西向字石ノ坪第１地内） 田村市常葉町西向字石ノ坪地内 施工延長　Ｌ＝３０９．９０ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 18,200,00018,200,00018,200,00018,200,000 910,000910,000910,000910,000 19,110,00019,110,00019,110,00019,110,000 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

44 21.8.28 １－９８ 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字町第１地内） 田村市滝根町神俣字町地内 施工延長　Ｌ＝２７０．２０ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 16,300,00016,300,00016,300,00016,300,000 815,000815,000815,000815,000 17,115,00017,115,00017,115,00017,115,000 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

45 21.8.28 １－１０１ 公共下水道事業管渠布設工事（西向字石ノ坪第２地内） 田村市常葉町西向字石ノ坪地内 施工延長　Ｌ＝２８８．７０ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 18,500,00018,500,00018,500,00018,500,000 925,000925,000925,000925,000 19,425,00019,425,00019,425,00019,425,000 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

46 21.8.28 １－２４ グループウェアシステム購入 田村市船引町船引字馬場川原地内
グループウェアシステム
サイボウズ　ガルーン２

平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 5,560,0005,560,0005,560,0005,560,000 278,000278,000278,000278,000 5,838,0005,838,0005,838,0005,838,000 株式会社株式会社株式会社株式会社エフコムエフコムエフコムエフコム 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　　　　酒井酒井酒井酒井　　　　良信良信良信良信 指　　名

47 21.8.28 １－４４ 農業振興地域整備計画策定業務委託 田村市全域 田村市内一円 計画策定一式
平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月１９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　　　　パスコパスコパスコパスコ
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　　　　堀井堀井堀井堀井　　　　譲譲譲譲 指　　名

48 21.8.28 ５－２１ 田村市常葉プール改築工事地質調査業務委託 田村市常葉プール 田村市常葉町常葉字向田地内 調査ボーリング
平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月２５日

業務委託 1,750,0001,750,0001,750,0001,750,000 87,50087,50087,50087,500 1,837,5001,837,5001,837,5001,837,500 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

49 21.8.28 １－３２ 新型インフルエンザ対策用薬剤等購入 田村市船引町船引字馬場川原地内 新型インフルエンザ対策用薬剤購入
平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

物品購入 中止中止中止中止 指　　名

50 21.8.28 １－２６ 田村市公用車購入（小型乗用　２台） 田村市船引町船引字馬場川原地内 小型乗用　２台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 2,060,0002,060,0002,060,0002,060,000 103,000103,000103,000103,000 2,163,0002,163,0002,163,0002,163,000 契約辞退契約辞退契約辞退契約辞退 指　　名

51 21.8.28 １－２７ 田村市公用車購入（軽乗用　４台） 田村市船引町船引字馬場川原地内 軽乗用　４台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 3,320,0003,320,0003,320,0003,320,000 166,000166,000166,000166,000 3,486,0003,486,0003,486,0003,486,000 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

52 21.8.28 ５－２２ 田村市常葉プール改築工事実施設計業務委託 田村市常葉プール 田村市常葉町常葉字向田地内 常葉プール改築実施設計
平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月２５日

業務委託 4,800,0004,800,0004,800,0004,800,000 240,000240,000240,000240,000 5,040,0005,040,0005,040,0005,040,000 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

53 21.8.28 １－５３ 給食搬入口設置工事設計業務委託 田村市大越町上大越字元池地内外
設計業務一式
小学校　１０校　中学校　５校

平成２１年　８月２８日
平成２１年１２月１５日

業務委託 4,350,0004,350,0004,350,0004,350,000 217,500217,500217,500217,500 4,567,5004,567,5004,567,5004,567,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　ティーエスティーエスティーエスティーエス 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　　　　哲弥哲弥哲弥哲弥 指　　名

54 21.8.28 ５－２３ 市道富作２号線地形測量業務委託 市道富作２号線 田村市常葉町常葉字富作地内 地形測量　Ｌ＝４６０．０ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０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 昭和技術設計昭和技術設計昭和技術設計昭和技術設計　　　　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　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　和明和明和明和明 指　　名

55 21.8.28 ３－９ 求中地区排水路測量設計業務委託 求中地内 田村市大越町上大越字求中地内 測量設計　Ｌ＝４００ｍ
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

業務委託 2,800,0002,800,0002,800,0002,800,000 140,000140,000140,000140,000 2,940,0002,940,0002,940,0002,940,000
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 21.8.28 １－５４ 学校給食センター敷地造成測量設計業務委託 田村市常葉町西向字菅田地内
敷地造成測量　Ａ＝０．７ｈａ
敷地造成設計　Ａ＝０．７ｈａ

平成２１年　８月２８日
平成２２年　３月２５日

業務委託 4,650,0004,650,0004,650,0004,650,000 232,500232,500232,500232,500 4,882,5004,882,5004,882,5004,882,500
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

57 21.8.28 ４－１４
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業下田地区
用排水路整備測量設計業務委託

下田地区用排水路 田村市都路町岩井沢字下田地内
測量　Ｌ＝４４０ｍ
設計　Ｌ＝４００ｍ

平成２１年　８月２８日
平成２１年１１月３０日

業務委託 2,550,0002,550,0002,550,0002,550,000 127,500127,500127,500127,500 2,677,5002,677,5002,677,5002,677,500 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

58 21.8.28 １－２３ 芦沢・船引南幼稚園遊具備品購入 芦沢幼稚園外 田村市船引町芦沢字大越地内外 幼稚園遊具　３台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 2,073,0002,073,0002,073,0002,073,000 103,650103,650103,650103,650 2,176,6502,176,6502,176,6502,176,650 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

59 21.8.28 １－２５ 情報系プリンター購入 田村市船引町船引字馬場川原地内 Ａ３対応モノクロレーザープリンター　３３台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 4,600,0004,600,0004,600,0004,600,000 230,000230,000230,000230,000 4,830,0004,830,0004,830,0004,830,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　サトウサトウサトウサトウ事務機器事務機器事務機器事務機器 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　　　　重蔵重蔵重蔵重蔵 指　　名

60 21.8.28 １－２９ 印刷機購入（自動両面モノクロ印刷機） 田村市船引町船引字馬場川原地内 自動両面モノクロ印刷機　１台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 1,240,0001,240,0001,240,0001,240,000 62,00062,00062,00062,000 1,302,0001,302,0001,302,0001,302,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　サトウサトウサトウサトウ事務機器事務機器事務機器事務機器 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　　　　重蔵重蔵重蔵重蔵 指　　名

61 21.8.28 １－３０ 印刷機購入（両面フルカラー印刷機） 田村市船引町船引字馬場川原地内 両面フルカラー印刷機　１台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 1,288,0001,288,0001,288,0001,288,000 64,40064,40064,40064,400 1,352,4001,352,4001,352,4001,352,400 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　ホンダホンダホンダホンダ 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　　　　隆之隆之隆之隆之 指　　名

62 21.8.28 １－３１ 証明書発行用プリンター購入（１５台） 田村市船引町船引字馬場川原地内 証明書発行用プリンター　１５台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 2,435,0002,435,0002,435,0002,435,000 121,750121,750121,750121,750 2,556,7502,556,7502,556,7502,556,750 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　ホンダホンダホンダホンダ 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　　　　隆之隆之隆之隆之 指　　名

63 21.8.28 １－３４ ダイレクトファックス購入 田村市船引町船引字馬場川原地内 デジタル複合機　８台
平成２１年　８月２８日
平成２１年１０月３０日

備品購入 8,980,0008,980,0008,980,0008,980,000 449,000449,000449,000449,000 9,429,0009,429,0009,429,0009,429,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　サトウサトウサトウサトウ事務機器事務機器事務機器事務機器 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　　　　重蔵重蔵重蔵重蔵 指　　名


