
No 工 事 名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工 期 工事種別 落 札 金 額 落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 道整備交付金事業　市道原線道路改良工事 市道原線 船引町北鹿又字千保地内 延長L=120.0m　幅員W=6.0(8.0)m H26.03.31 土木工事 39,400,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

2 防災・安全交付金事業　市道湯田線道路改良工事 市道湯田線 大越町上大越字湯田地内 延長L=180.0m　幅員W=6.0(9.5)m H26.03.31 土木工事 27,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

3 船引中学校校舎大規模改造工事 船引中学校 船引町東部台二丁目地内

エレベーターN=１基
教室増設A=68.6㎡
多目的便所A=9.8㎡
建具改修・スロープ設置一式

H26.03.31 建築工事 78,300,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 条件付き

4 田村市学校給食センター車庫新設工事
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内
鉄骨造・平屋建て
A=158.9㎡　１棟
A=127.5㎡　１棟

H26.03.28 建築工事 33,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

5 大越中学校屋内消火栓ポンプ改修工事 大越中学校 大越町上大越字古町地内 消火栓ポンプ・配管改修一式 H26.03.28
暖冷房衛生
設備工事

2,200,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

6 市道河原２号線配水管布設替工事
市道河原２号
線

滝根町神俣字河原地内
配水管布設替工
HPPEφ 75　L=125.3m

H26.03.24 上水道工事 2,950,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

7 旧都路公民館解体附帯工事 旧都路公民館 都路町古道字遠下前地内 附帯工事一式 H26.03.25 建築工事 9,000,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正 指名

8 岩井沢団地住宅修繕工事 岩井沢団地 都路町岩井沢字平蔵内地内
住宅修繕5戸、ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ12戸、給排
水･電気設備調査12戸、供用部清掃及
び設備調査1棟

H26.03.25 建築工事 2,940,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

9 古道団地住宅修繕工事 古道団地 都路町古道字戸屋地内
住宅修繕3戸、ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ12戸、給排
水･電気設備調査12戸、供用部清掃及
び設備調査1棟

H26.03.25 建築工事 3,450,000 株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子 指名

10 道路改良関連　市道湯田線配水管布設替工事 市道湯田線 大越町上大越字湯田地内
配水管布設替工
DIP-NSφ 200　L=160.0m

H26.03.24 上水道工事 9,150,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

11 社会資本整備総合交付金事業　市道定福山口線道路改良工事
市道定福山口
線

常葉町山根字定福地内 改良延長L=140.0m　幅員W=5.5(7.0)m H26.03.28 土木工事 12,350,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

12 公共下水道事業管渠布設工事（上大越字水神宮第２地内） 大越町上大越字水神宮地内

施工延長(当初)L=243.90m
(基幹事業φ 150塩ビ管L=127.20m)
(基幹事業φ 75塩ビ管L=77.80m)
(効果促進事業φ 150塩ビ管L=38.90m)

H26.03.20 下水道工事 12,400,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

13 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字河原地内） 滝根町神俣字河原地内
施工延長(当初)L=250.30m
(基幹事業φ 150塩ビ管L=250.30m)

H26.03.20 下水道工事 17,400,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

14 市道山口大槻線待避所舗装工事
市道山口大槻
線

都路町岩井沢字日向地内 待避所舗装N=3箇所 H26.03.28 舗装工事 2,530,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正 指名

15 準用河川明部渕川筋排水路整備工事（第２回工事）
準用河川明部
渕川筋

大越町上大越字寺前地内 施工延長L=94.0m H26.03.28 土木工事 9,230,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

16 市道古道線（阿園平）道路改良舗装工事 市道古道線 都路町古道字阿園平地内
改良延長L=55.0m　舗装延長L=175.0m
幅員W=3.0(4.0)m

H25.03.28 土木工事 9,960,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　政一 指名

17 防災・安全交付金事業　市道湯田線防火水槽補償工事 市道湯田線 大越町上大越字湯田地内 防火水槽設置N=1.0基 H26.03.28 土木工事 4,250,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

18 市道小久地柏原線側溝敷設工事
市道小久地柏
原線

大越町下大越字小久地地内
側溝敷設工L=54.0m
集水枡設置工N=2.0基

H26.03.20 土木工事 3,330,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

19 檀野平団地解体工事 檀野平団地 大越町下大越字檀野平地内

団地解体
1･2号室　木造平屋建A=59.4㎡
6･7号室　木造平屋建A=66.2㎡
8･9号室　木造平屋建A=66.2㎡

H26.03.25 建築工事 2,770,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

20 公共下水道事業管渠布設工事（上大越字水神宮第１地内） 大越町上大越字水神宮地内
施工延長(当初)L=43.80m
(JR推進工φ 300ﾋｭｰﾑ管L=43.80m)

H26.03.20 下水道工事 19,000,000 仙建工業(株)郡山営業所 所長　菊地　昌弘 指名

21 道路改良関連　市道花木内石森線配水管布設替工事
市道花木内石
森線

船引町文珠字一本松地内
配水管布設替工
HPPEφ 150　L=152.6m

H26.03.24 上水道工事 7,800,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

平成２５年１１月２８日執行　入札結果一覧表



No 工 事 名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工 期 工事種別 落 札 金 額 落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

平成２５年１１月２８日執行　入札結果一覧表

22 公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第１地内） 船引町東部台三丁目地内
施工延長(当初)L=184.30m
(基幹事業φ 150塩ビ管L=137.80m)
(効果促進事業φ 150塩ビ管L=46.50m)

H26.03.20 下水道工事 10,000,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

23 公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第５地内） 船引町東部台三丁目地内
施工延長(当初)L=204.90m
(基幹事業φ 150塩ビ管L=189.30m)
(効果促進事業φ 150塩ビ管L=15.60m)

H26.03.20 下水道工事 12,900,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

24 市道台１号線舗装新設工事 市道台１号線 船引町長外路字五合水地内 舗装延長L=80.0m　幅員W=4.0(5.0)m H26.03.28 舗装工事 5,250,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

25 市道戸沢西向線側溝敷設工事（第２回工事）
市道戸沢西向
線

船引町今泉字宇洞地内
側溝敷設工L=66.0m
集水枡設置工N=1.0基

H26.03.28 土木工事 9,300,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

26 市道平線舗装新設工事 市道平線 船引町上移字根岸地内 舗装敷設工L=110.0m　W=4.0～9.6m H26.03.28 舗装工事 2,580,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

27 田村消防署移分駐所解体工事
田村消防署移
分駐所

船引町上移字後田地内
Ｓ造平屋建物解体A=58.3㎡
アスファルト舗装A=102.0㎡

H26.03.25 建築工事 1,850,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

28 滝根行政局　長テーブル・椅子備品購入 滝根行政局 滝根町神俣字関場地内
長テーブル（棚付き）　21台
椅子　12脚

H26.01.25 備品購入 1,350,000 えんどう 遠藤　守男 指名

29 本庁舎両面デジタル印刷機導入 船引町船引字馬場川原地内

両面デジタル印刷機　１台
年間保守料２年分
機器搬入設置指導料
前機器搬出処分料

H25.12.27 物品導入 698,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名

30 市営住宅新築工事設計業務委託 船引町東部台四丁目地内
市営住宅新築工事設計業務
ＲＣ造５階建　A≒1,400㎡(20戸)

H26.03.25 業務委託 19,500,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 指名

31 船引中学校校舎大規模改造工事監理業務委託 船引中学校 船引町東部台二丁目地内
工事監理業務一式（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、教室増
設、多目的便所、建具改修、ｽﾛｰﾌﾟ設置
一式）

H26.03.31 業務委託 1,180,000 株式会社　清水公夫研究所 代表取締役　清水　公夫 指名

32 市道馬場早風線測量設計業務委託
市道馬場早風
線

滝根町菅谷字馬場地内
基準点・地形・路線測量L=0.65km
道路詳細設計L=0.35km

H26.03.28 業務委託 5,400,000
株式会社　郡山測量設計社
田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

33 滝根地区統合小学校下水道接続測量設計業務委託
滝根地区統合
小学校

滝根町神俣字弥五郎内地内
測量面積A=0.01ha
設計延長L=0.053km
地質調査N=2.0箇所

H26.03.25 業務委託 5,350,000 双葉測量設計　株式会社 代表取締役　佐藤　貞雄 指名

34 市道黒内３号線測量業務委託
市道黒内３号
線

船引町笹山字沖田地内 基準点・地形・路線測量L=0.81km H26.03.28 業務委託 2,850,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名


