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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 21.10.27 １－１５９
まちづくり交付金事業市道駅前通り線道路改良舗装工
事

船引駅周辺地区 田村市船引町船引字五升車地内
改良舗装工　Ｌ＝３６．０ｍ　Ｗ＝１２．０
ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 28,850,00028,850,00028,850,00028,850,000 1,442,5001,442,5001,442,5001,442,500 30,292,50030,292,50030,292,50030,292,500 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 条件付き

2 21.10.27 １－１５０ 旧今泉小学校校長住宅解体工事 田村市船引町今泉字堀之内地内
旧校長住宅解体工事
Ａ＝６５．１㎡

平成２１年１０月２７日
平成２２年　１月２０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　　　　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 21.10.27 １－１５４ 田村市立船引小学校体育館床修繕工事 田村市船引町船引字南元町地内 床張替修繕　Ａ＝８０．０㎡
平成２１年１０月２７日
平成２１年１２月２５日

建築工事 1,650,0001,650,0001,650,0001,650,000 82,50082,50082,50082,500 1,732,5001,732,5001,732,5001,732,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　マルサマルサマルサマルサ佐藤建設佐藤建設佐藤建設佐藤建設 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　　　　要要要要 指　　名

4 21.10.27 １－１５５ 田村市立船引小学校体育館屋根修繕工事 田村市船引町船引字南元町地内 屋根修繕　Ａ＝１２７．６㎡
平成２１年１０月２７日
平成２１年１２月２５日

建築工事 3,850,0003,850,0003,850,0003,850,000 192,500192,500192,500192,500 4,042,5004,042,5004,042,5004,042,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　マルサマルサマルサマルサ佐藤建設佐藤建設佐藤建設佐藤建設 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　　　　要要要要 指　　名

5 21.10.27 １－１６１ 市道雁万作土樋線側溝布設工事 市道雁万作土樋線 田村市船引町北移字北浦地区 側溝布設工　Ｌ＝１２０．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２１年１２月２１日

土木一式工事 3,130,0003,130,0003,130,0003,130,000 156,500156,500156,500156,500 3,286,5003,286,5003,286,5003,286,500 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

6 21.10.27 １－１６２ 市道片曽根線側溝布設工事 市道片曽根線 田村市船引町船引字山ノ内地内 側溝布設工　Ｌ＝１１４．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２１年１２月２１日

土木一式工事 3,220,0003,220,0003,220,0003,220,000 161,000161,000161,000161,000 3,381,0003,381,0003,381,0003,381,000 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

7 21.10.27 １－１６４ 市道駅前馬場線舗装修繕工事 市道駅前馬場線 田村市船引町船引字今年田地区 舗装修繕工　Ｌ＝３７０．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２１年１２月２１日

舗装工事 3,150,0003,150,0003,150,0003,150,000 157,500157,500157,500157,500 3,307,5003,307,5003,307,5003,307,500 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

8 21.10.27 ７－３１
石綿セメント管更新事業市道沼ノ下１号地内配水管布
設替工事

田村市船引町北鹿又字沼ノ下地内
配水管布設替工事
HPPEφ75　Ｌ＝７１．１１ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 1,980,0001,980,0001,980,0001,980,000 99,00099,00099,00099,000 2,079,0002,079,0002,079,0002,079,000 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

9 21.10.27 ７－２６
公共下水道関連上大越字水神宮第２地内配水管新設
工事

田村市大越町上大越字水神宮地内
配水管布設替工事
HPPEφ100　Ｌ＝１７６．７ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 2,750,0002,750,0002,750,0002,750,000 137,500137,500137,500137,500 2,887,5002,887,5002,887,5002,887,500 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

10 21.10.27 １－１４６ 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字関場第１地内） 田村市滝根町神俣字関場地内 施工延長　Ｌ＝８２．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　１月１５日

下水道工事 4,700,0004,700,0004,700,0004,700,000 235,000235,000235,000235,000 4,935,0004,935,0004,935,0004,935,000 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

11 21.10.27 ４－５３
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業下田地区
用排水路整備工事

下田地区用排水路 田村市都路町岩井沢字下田地内 用排水路工　Ｌ＝４４２．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２３日

土木一式工事 7,850,0007,850,0007,850,0007,850,000 392,500392,500392,500392,500 8,242,5008,242,5008,242,5008,242,500 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

12 21.10.27 ４－６２ 市道古道線道路改良舗装工事 市道古道線 田村市都路町古道字阿園平地内
道路改良舗装工事　Ｌ＝１８０．０ｍ
Ｗ＝３．０（４．０）ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 8,300,0008,300,0008,300,0008,300,000 415,000415,000415,000415,000 8,715,0008,715,0008,715,0008,715,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　たむらたむらたむらたむら農建農建農建農建 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　　　　洋子洋子洋子洋子 指　　名

13 21.10.27 ２－３３ 市道一ノ坪あぶくま洞線排水路整備工事
市道一ノ坪あぶくま洞
線

田村市滝根町神俣字糠塚地内 排水路敷設　Ｌ＝１４６．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　２月２５日

土木一式工事 4,350,0004,350,0004,350,0004,350,000 217,500217,500217,500217,500 4,567,5004,567,5004,567,5004,567,500 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

14 21.10.27 ３－２９
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道山口
遠上線側溝整備工事（第２回）

市道山口遠上線 田村市大越町上大越字中広土地内 側溝整備工　Ｌ＝１５０．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 3,020,0003,020,0003,020,0003,020,000 151,000151,000151,000151,000 3,171,0003,171,0003,171,0003,171,000 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

15 21.10.27 ２－３４ 市道金屋五林平線排水路敷設工事 市道金屋五林平線 田村市滝根町菅谷字糠塚前地内 排水路敷設　Ｌ＝４０．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　２月２５日

土木一式工事 1,270,0001,270,0001,270,0001,270,000 63,50063,50063,50063,500 1,333,5001,333,5001,333,5001,333,500 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

16 21.10.27 ２－３５ 市道芦畑原屋敷線擁壁補修工事 市道芦畑原屋敷線 田村市滝根町菅谷字小三郎内地内 重力式擁壁補修　Ｌ＝２２．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　２月２５日

土木一式工事 2,350,0002,350,0002,350,0002,350,000 117,500117,500117,500117,500 2,467,5002,467,5002,467,5002,467,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　柳沼企業柳沼企業柳沼企業柳沼企業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　柳沼柳沼柳沼柳沼　　　　昌寿昌寿昌寿昌寿 指　　名

17 21.10.27 ３－２６ 市道駅前湯田線側溝整備工事 市道駅前湯田線 田村市大越町上大越字町地内 側溝整備工　Ｌ＝９０．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１２日

土木一式工事 2,160,0002,160,0002,160,0002,160,000 108,000108,000108,000108,000 2,268,0002,268,0002,268,0002,268,000 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

18 21.10.27 ３－２７
地域活力基盤創造交付金事業市道湯田線補償工事
（市営住宅解体）

市道湯田線 田村市大越町上大越字湯田地内 市営住宅解体工　Ｎ＝１０．０棟
平成２１年１０月２７日
平成２２年　２月２６日

建築工事 5,250,0005,250,0005,250,0005,250,000 262,500262,500262,500262,500 5,512,5005,512,5005,512,5005,512,500 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

19 21.10.27 １－１４８ 大越幼児施設（仮称）外構工事 田村市大越町上大越字水神宮地内
外構工事一式　遊具５ヶ所　砂場３ヶ所
駐車場舗装・芝張り

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２５日

建築工事 16,800,00016,800,00016,800,00016,800,000 840,000840,000840,000840,000 17,640,00017,640,00017,640,00017,640,000 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

20 21.10.27 ２－３２ 滝根公民館屋上防水改修工事 滝根公民館 田村市滝根町神俣字町地内 屋上防水改修工事　Ｎ＝一式
平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１０日

建築工事 7,950,0007,950,0007,950,0007,950,000 397,500397,500397,500397,500 8,347,5008,347,5008,347,5008,347,500 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

21 21.10.27 １－１５８
地域活力基盤創造交付金事業市道堰田線舗装新設工
事（第３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１０月２７日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 12,550,00012,550,00012,550,00012,550,000 627,500627,500627,500627,500 13,177,50013,177,50013,177,50013,177,500 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

22 21.10.27 １－１５７
地域活力基盤創造交付金事業市道堰田線舗装新設工
事（第２回工事）

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１０月２７日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 21,200,00021,200,00021,200,00021,200,000 1,060,0001,060,0001,060,0001,060,000 22,260,00022,260,00022,260,00022,260,000 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

23 21.10.27 １－１６０ まちづくり交付金事業船引駅前広場駐車場舗装工事 船引駅周辺地区 田村市船引町船引字上田中地内 舗装工　Ａ＝９１８．０㎡
平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２５日

舗装工事 6,950,0006,950,0006,950,0006,950,000 347,500347,500347,500347,500 7,297,5007,297,5007,297,5007,297,500 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

24 21.10.27 １－１５６ 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台二丁目地内） 田村市船引町東部台二丁目地内 舗装復旧面積　Ａ＝１，５７８．０㎡
平成２１年１０月２７日
平成２２年　１月２９日

舗装工事 8,190,0008,190,0008,190,0008,190,000 409,500409,500409,500409,500 8,599,5008,599,5008,599,5008,599,500 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

25 21.10.27 １－１６３ 市道石崎源次郎線舗装修繕工事 市道石崎源次郎線 田村市船引町船引字石崎地区 舗装修繕工　Ｌ＝４１０．０ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２１年１２月２１日

舗装工事 5,640,0005,640,0005,640,0005,640,000 282,000282,000282,000282,000 5,922,0005,922,0005,922,0005,922,000 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

26 21.10.27 １－１４７
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目第１地
内）

田村市船引町東部台四丁目地内 施工延長　Ｌ＝２８０．８５ｍ
平成２１年１０月２７日
平成２２年　２月１９日

下水道工事 14,900,00014,900,00014,900,00014,900,000 745,000745,000745,000745,000 15,645,00015,645,00015,645,00015,645,000 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

27 21.10.27 ７－３８ 国道３４９号線配水管移設工事 田村市船引町船引字源次郎地内
配水管移設工事
HIVPφ200　Ｌ＝２１６ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 8,300,0008,300,0008,300,0008,300,000 415,000415,000415,000415,000 8,715,0008,715,0008,715,0008,715,000 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

28 21.10.27 ７－３２ 石綿セメント管更新事業大山原地内配水管布設替工事 田村市船引町北鹿又字大久保地内
配水管布設替工事
HPPEφ100　Ｌ＝１１９．０ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 4,500,0004,500,0004,500,0004,500,000 225,000225,000225,000225,000 4,725,0004,725,0004,725,0004,725,000 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 21.10.27 ７－２５
公共下水道関連上大越字水神宮第１地内配水管布設
替工事

田村市大越町上大越字水神宮地内
配水管布設替工事
HPPEφ150～φ100　Ｌ＝２１９．５ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 13,350,00013,350,00013,350,00013,350,000 667,500667,500667,500667,500 14,017,50014,017,50014,017,50014,017,500 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

30 21.10.27 ７－２９
石綿セメント管更新事業市道山口遠上線導水管布設替
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
HPPEφ100　Ｌ＝３０７．０ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 5,740,0005,740,0005,740,0005,740,000 287,000287,000287,000287,000 6,027,0006,027,0006,027,0006,027,000 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

31 21.10.27 ７－３３ 水量拡張事業菅谷字入水地内配水管布設替工事 田村市滝根町菅谷字入水地内
配水管布設替工事
HPPEφ150～φ100　Ｌ＝２３９．７６ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 9,400,0009,400,0009,400,0009,400,000 470,000470,000470,000470,000 9,870,0009,870,0009,870,0009,870,000 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

32 21.10.27 ７－３５ 水量拡張事業広瀬字作地内配水管布設替工事 田村市滝根町広瀬字作地内
配水管布設替工事
HPPEφ150　Ｌ＝２３７．３ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 9,650,0009,650,0009,650,0009,650,000 482,500482,500482,500482,500 10,132,50010,132,50010,132,50010,132,500 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
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33 21.10.27 ７－３７ 水量拡張事業滝根浄水場配水池新設工事（第１期） 田村市滝根町神俣字入新田地内 滝根浄水場配水池　１基
平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 10,900,00010,900,00010,900,00010,900,000 545,000545,000545,000545,000 11,445,00011,445,00011,445,00011,445,000 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

34 21.10.27 ７－２８
石綿セメント管更新事業市道湯田葉ノ木平線大田立地
内配水管布設替工事

田村市大越町上大越字大田立地内
配水管布設替工事
ＤＩＰ-NSφ200　Ｌ＝２０６．４ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 9,400,0009,400,0009,400,0009,400,000 470,000470,000470,000470,000 9,870,0009,870,0009,870,0009,870,000 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

35 21.10.27 ７－３０
石綿セメント管更新事業市道山口遠上線配水管布設替
工事

田村市大越町上大越字大日前地内
配水管布設替工事
ＤＩＰ-NSφ250　Ｌ＝６２．０４ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 7,940,0007,940,0007,940,0007,940,000 397,000397,000397,000397,000 8,337,0008,337,0008,337,0008,337,000 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

36 21.10.27 ７－３４ 水量拡張事業菅谷字小入水地内配水管布設替工事 田村市滝根町菅谷字小入水地内
配水管布設替工事
HPPEφ150　Ｌ＝１１６．３７ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 6,370,0006,370,0006,370,0006,370,000 318,500318,500318,500318,500 6,688,5006,688,5006,688,5006,688,500 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

37 21.10.27 ７－３６ 水量拡張事業菅谷字沼ノ沢地内配水管布設替工事 田村市滝根町菅谷字沼ノ沢地内
配水管布設替工事
HPPEφ150～φ100　Ｌ＝２６４．２５ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 9,780,0009,780,0009,780,0009,780,000 489,000489,000489,000489,000 10,269,00010,269,00010,269,00010,269,000 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

38 21.10.27 １－１４９ 市道曲田線道路改良工事（第３回工事） 田村市大越町上大越字水神宮地内
改良工　Ｌ＝８５．０ｍ
舗装工　Ｌ＝８５．０ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 21,300,00021,300,00021,300,00021,300,000 1,065,0001,065,0001,065,0001,065,000 22,365,00022,365,00022,365,00022,365,000 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

39 21.10.27 ４－６１
地域活力基盤創造交付金事業市道古道線歩車道改修
工事

市道古道線 田村市都路町古道字遠下前地内
歩車道改修工事　Ｌ＝８４．５０ｍ
Ｗ＝４．００（６．７０～７．５０）ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２３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　　　　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

40 21.10.27 ３－２８
地域活力基盤創造交付金事業市道湯田線道路改良工
事

市道湯田線 田村市大越町上大越字湯田地内
改良・舗装工
Ｌ＝７０．０ｍ　Ｗ＝６．０（９．５）ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３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 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

41 21.10.27 １－３６ 大越幼児施設（仮称）建築に係る厨房備品購入 田村市大越町上大越字水神宮地内 厨房機器一式
平成２１年１０月２７日
平成２２年　１月２９日

備品購入 6,500,0006,500,0006,500,0006,500,000 325,000325,000325,000325,000 6,825,0006,825,0006,825,0006,825,000
福島福島福島福島ｱｲﾎｰｱｲﾎｰｱｲﾎｰｱｲﾎｰ調理機株式会社調理機株式会社調理機株式会社調理機株式会社　　　　田村田村田村田村
営業所営業所営業所営業所

所長所長所長所長　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　秀忠秀忠秀忠秀忠 指　　名

42 21.10.27 １－３５ 田村市公用車購入（小型乗用） 田村市船引町船引字馬場川原地内 小型乗用　１台
平成２１年１０月２７日
平成２２年　１月２９日

備品購入 1,693,0001,693,0001,693,0001,693,000 84,65084,65084,65084,650 1,777,6501,777,6501,777,6501,777,650 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

43 21.10.27 ７－２４
水道施設保全改修船引浄水場１系沈殿池電装設備盤
更新工事

田村市船引町船引字上川原地内 沈殿地盤更新　一式
平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

電気設備工事 7,100,0007,100,0007,100,0007,100,000 355,000355,000355,000355,000 7,455,0007,455,0007,455,0007,455,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　三浦電設三浦電設三浦電設三浦電設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　三浦三浦三浦三浦　　　　裕裕裕裕 指　　名

44 21.10.27 １－７６ 長寿命化橋梁点検業務委託 田村市全域 市内一円 橋梁点検業務一式
平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月２６日

業務委託 6,900,0006,900,0006,900,0006,900,000 345,000345,000345,000345,000 7,245,0007,245,0007,245,0007,245,000
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

45 21.10.27 ７－３５
石綿セメント管更新事業県道船引大越小野線外配水管
布設替工事測量設計業務委託

田村市船引町今泉地内
配水管布設替工事測量設計業務
Ｌ＝１，５８０ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９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
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

46 21.10.27 ７－３６
石綿セメント管更新事業市道山口遠上線外配水管布設
替工事測量設計業務委託

田村市大越町上大越字中広土地内
外

配水管布設替工事測量設計業務
Ｌ＝１，８４０ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

業務委託 7,200,0007,200,0007,200,0007,200,000 360,000360,000360,000360,000 7,560,0007,560,0007,560,0007,560,000 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

47 21.10.27 ７－３７
水量拡張事業広瀬字赤沼地内外配水管布設替工事測
量設計業務委託

田村市滝根町広瀬字赤沼地内外
配水管布設替工事測量設計業務
Ｌ＝２，０００ｍ

平成２１年１０月２７日
平成２２年　３月１９日

業務委託 7,900,0007,900,0007,900,0007,900,000 395,000395,000395,000395,000 8,295,0008,295,0008,295,0008,295,000
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


