
平成２４年５月２９日執行　入札結果一覧表
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1 1-39 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業　中屋敷2号地区 常葉町小桧山字中屋敷地内
復旧延長L=50.0m
吹付法枠工L=1,315.3m

H24.12.14 土木工事 26,500,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 建設部 建設課
条件
付き

2 1-21 関本小学校校舎耐震補強・大規模改造工事 常葉町小桧山字梅ノ木下地内
耐震補強工事 鋼管ﾌﾞﾚｰｽφ 244.5　N=6.0本
大規模改造工事 FF式石油暖房機N=11.0組
仮設校舎建築A=145坪

H24.11.30 建築工事 103,900,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 建設部 都市計画課
条件
付き

3 1-22 滝根中学校校舎大規模改造工事 滝根町神俣字中広土地内 FF式石油暖房機設置N=58台 H24.09.14
暖冷房衛生設
備工事

14,500,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 建設部 都市計画課 指名

4 1-23 大越中学校校舎大規模改造工事 大越町上大越字古町地内 FF式石油暖房機設置N=26台 H24.09.14
暖冷房衛生設
備工事

8,300,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 建設部 都市計画課 指名

5 1-24 都路中学校校舎大規模改造工事 都路町古道字北町地内 FF式石油暖房機設置N=38台 H24.09.14
暖冷房衛生設
備工事

10,200,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　清孝 建設部 都市計画課 指名

6 1-25 船引中学校校舎大規模改造工事 船引町東部台2丁目地内 FF式石油暖房機設置N=71台 H24.09.14
暖冷房衛生設
備工事

26,300,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 建設部 都市計画課 指名

7 7-2 水量拡張事業　市道中広土梵天川線配水管布設替工事 滝根町神俣字中広土地内
配水管布設替工事
DIP-NS　φ 200　L=315.6m
舗装本復旧工　L=313.00m　A=1,670.00㎡

H24.12.21 上水道工事 27,550,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保
水道事業
所

指名

8 7-3 水量拡張事業　市道こもた橋大平橋線配水管布設替工事 滝根町神俣字大平地内
水量拡張事業による配水管布設替工事
HPPE　φ 150　L=724.79m

H24.12.21 上水道工事 21,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久
水道事業
所

指名

9 7-4 入新田浄水場薬品注入設備工事 滝根町神俣字入新田地内 入新田浄水場薬品注入設備一式 H24.10.31 上水道工事 5,900,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典
水道事業
所

指名

10 1-30 滝根中学校校舎災害復旧工事 滝根町神俣字中広土地内
内壁ｸﾗｯｸ補修　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
L=1,668.0m
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り　A=1,022.0㎡

H24.09.28 建築工事 25,000,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 建設部 都市計画課 指名

11 1-1 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台3丁目第1地内） 船引町東部台3丁目地内
施工面積A=2,095.60㎡
(補助事業 舗装工A=1,901.81㎡)
(単独事業 舗装工A=193.79㎡)

H24.08.24 舗装工事 9,250,000 株式会社　トリアス 代表取締役　秋田　佳一 建設部 下水道課 指名

12 1-4 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台5丁目地内） 船引町東部台5丁目地内
施工面積A=3,747.53㎡
(補助事業 舗装工A=3,560.42㎡)
(単独事業 舗装工A=187.11㎡)

H24.09.18 舗装工事 16,400,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 建設部 下水道課 指名

13 1-9 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台2丁目地内） 船引町東部台2丁目地内
施工面積A=2,037.17㎡
(補助事業 舗装工A=1,665.58㎡)
(単独事業 舗装工A=371.59㎡)

H24.08.10 舗装工事 9,200,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　善隆 建設部 下水道課 指名

14 1-10 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台4丁目地内外） 船引町東部台4丁目地内外
施工面積A=1,738.08㎡
(補助事業 舗装工A=1,738.08㎡)

H24.08.10 舗装工事 7,800,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 建設部 下水道課 指名

15 1-40 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台3丁目第2地内) 船引町東部台3丁目地内
施工面積A=2,280.12㎡
（基幹事業　舗装工A=2,090.65㎡）
（効果促進事業　舗装工A=189.47㎡）

H24.08.31 舗装工事 11,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 建設部 下水道課 指名

16 1-34 市道遠下線道路改良舗装工事 船引町横道字遠下地内 改良舗装工　延長L=170.333m　幅員W=5.5(7.0)m H24.12.21 土木工事 15,520,000 株式会社　ＧＥＯテック 代表取締役　渡辺　富美子 建設部 建設課 指名

17 1-37 市道北ノ作線道路改良工事 船引町上移字北ノ作地内 改良工　延長L=148.0m　幅員W=5.5(7.0)m H24.11.30 土木工事 15,600,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 建設部 建設課 指名

18 1-2 公共下水道事業管渠布設工事（東部台3丁目第2地内） 船引町東部台3丁目地内
施工延長(当初)L=292.40m
(補助事業φ 150塩ビ管L=234.90m)
(単独事業φ 150塩ビ管L=57.50m)

H24.09.14 下水道工事 13,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 建設部 下水道課 指名

19 1-26 公共下水道事業管渠布設工事（船引字小沢川代第1地内） 船引町船引字小沢川代地内
施工延長（当初）L=324.00m
（基幹事業φ 150塩ビ管L=126.00m）
（基幹事業φ 75塩ビ管L=198.00m）

H24.10.31 下水道工事 15,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 建設部 下水道課 指名

20 1-3 公共下水道事業管渠布設工事（東部台4丁目地内） 船引町東部台4丁目地内
施工延長(当初)L=283.70m
(補助事業φ 150塩ビ管L=283.70m)

H24.09.14 下水道工事 12,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 建設部 下水道課 指名

21 1-41 市道大六線道路改良工事 船引町南移字大六地内 改良工　延長L=85.0m　幅員W=4.0(5.0)m H24.12.25 土木工事 8,800,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 建設部 建設課 指名

22 1-38 市道追分文珠上線道路改良工事 船引町春山字大平地内 改良工　延長L=40.0m　幅員W=4.0(5.0)m H24.10.26 土木工事 4,000,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 建設部 建設課 指名

23 1-42 高屋敷線道路改良工事 船引町石森字高屋敷地内 改良工　延長L=75.0m　幅員W=4.0(5.0)m H25.02.25 土木工事 4,500,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 建設部 建設課 指名
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24 1-21 市道川柏線測量設計業務委託 大越町下大越字後原地内
路線測量L=500.0m
詳細設計L=500.0m

H25.03.25 業務委託 4,800,000
株式会社　郡山測量設計社
田村支店

支店長　遠藤　庄二 建設部 建設課 指名

25 1-22 市道黒井所線測量設計業務委託 船引町笹山字黒井所地内

基準点･地形･路線測量L=0.77km
用地測量A=2.71ｈａ
CBR試験N=4箇所
道路詳細設計(B)L=0.77km

H25.03.25 業務委託 8,000,000
株式会社　郡山測量設計社
田村支店

支店長　遠藤　庄二 建設部 建設課 指名

26 1-24 市道江戸内広見線用地測量業務委託 船引町北鹿又字大森地内 用地測量　A=1.57ｈａ H25.03.25 業務委託 2,650,000
総合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社
田村営業所

所長　南部　誠 建設部 建設課 指名

27 1-12 大越小学校校舎耐震診断業務委託 大越町上大越字元池地内
耐震診断業務
小学校校舎 RC造3階建A=1,349㎡
小学校校舎 RC造3階建A=1,400㎡

H25.03.25 業務委託 1,600,000
株式会社　エスデー設計研
究所

代表取締役　石井　久克 建設部 都市計画課 指名

28 1-13 常葉中学校校舎耐震診断業務委託 常葉町常葉字上野地内
耐震診断業務
中学校校舎 RC造3階建A=1,039㎡
中学校校舎 RC造3階建A=3,240㎡

H25.03.25 業務委託 1,770,000
株式会社　エスデー設計研
究所

代表取締役　石井　久克 建設部 都市計画課 指名

29 1-14 船引中学校屋内運動場耐震診断業務委託 船引町東部台2丁目地内
耐震診断業務
中学校屋内運動場 S造2階建A=922㎡

H25.03.25 業務委託 1,450,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 建設部 都市計画課 指名

30 1-16 常葉幼稚園園舎耐震診断業務委託 常葉町久保字樋ノ口地内
耐震診断業務
幼稚園園舎 S造平屋建A=289㎡
幼稚園園舎 S造平屋建A=490㎡

H25.03.25 業務委託 1,550,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 建設部 都市計画課 指名

31 8-14 田村市公用車購入(針湯荘送迎車両） 滝根町広瀬字針湯地内
送迎用車両　１台
１０人乗りワゴン車

H24.07.31 備品購入 2,500,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一
保健福祉
部

介護福祉課 指名

32 8-15 田村市公用車購入（あぶくま洞貨物車両） 滝根町菅谷字東釜山地内 あぶくま洞貨物車両　1台 H24.07.31 備品購入 2,580,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 産業部 商工観光課 指名

33 8-16 田村市公用車購入（軽自動車） 船引町船引字馬場川原地内 公用車（軽自動車）１台 H24.07.31 備品購入 770,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 総務部 財政課 指名

34 8-17 田村市公用車購入（８人乗りミニバン） 船引町船引字馬場川原地内 公用車（８人乗りミニバン）１台 H24.07.31 備品購入 2,350,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 総務部 財政課 指名

35 8-18 田村市公用車購入（訪問看護用軽自動車） 都路町古道字寺下地内 訪問看護用軽自動車　1台 H24.07.31 備品購入 770,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一
保健福祉
部

都路診療所 指名

36 8-19 滝根地区スクールバス（中型バス）購入 滝根町神俣字関場地内 滝根地区スクールバス（中型バス・４６人乗）１台 H24.11.30 備品購入 11,800,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 教育部 教育総務課 指名

37 8-20 大越中学校グランドピアノ購入 大越町上大越字古町地内 大越中学校グランドピアノ １台 H24.07.10 備品購入 1,680,000
株式会社　ヤマハミュージッ
ク東北郡山店

店長　小室　宗和 教育部 学校教育課 指名

38 1-52 防災行政無線固定系改修工事 田村市内
防災行政無線固定系（親局、遠隔制御局、中継
局、屋外子局、戸別受信機）改修工事一式

H27.03.10 通信設備工事 1,230,000,000
株式会社　日立国際電気
東北支社

支社長　大角　太一 市民部 生活環境課 指名

39 1-30 防災行政無線固定系改修工事監理業務委託 田村市内
防災行政無線固定系改修工事監理業務委託一
式

H27.03.10 業務委託 26,800,000 ｼｽﾃﾑ企画設計株式会社 代表取締役　鈴木　徹男 市民部 生活環境課 指名


