
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 市道田和上線道路改良工事 市道田和上線 常葉町常葉字宮川地内 延長L=170.00m　幅員W=5.50(9.25)m H26.03.28 土木工事 36,100,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

2 市道駅前馬場線道路改良舗装工事
市道駅前馬場
線

船引町文珠字江戸内地内

延長L=225.867m　幅員W=6.0(10.0)m
道路改良工L=225.867m
舗装新設工L=60.0m
暫定盛土工L=120.0m

H26.03.28 土木工事 56,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 条件付き

3 農村・森林公園遊具更新工事
市内農村・森
林公園

船引町船引字石田地内外

農村公園・森林公園遊具更新　8公園
（広瀬農村公園、大倉農村公園、長外路
農村公園、今泉農村公園、堀越農村公
園、文珠農村公園、新沼農村公園、片
曽根森林公園）

H26.12.12 土木工事 151,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

4 古道小学校エアコン設置工事 古道小学校 都路町古道字北町地内 エアコン設置　N=26台 H26.03.31
暖冷房衛生
設備工事・電
気設備工事

37,300,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 条件付き

5 都路中学校エアコン設置工事 都路中学校 都路町古道字北町地内 エアコン設置　N=22台 H26.03.31
暖冷房衛生
設備工事・電
気設備工事

49,500,000 有限会社　柳沼電工 代表取締役　柳沼　末吉 条件付き

6 岩井沢小学校エアコン設置工事 岩井沢小学校 都路町岩井沢字中作地内 エアコン設置　N=19台 H26.03.31
暖冷房衛生
設備工事・電
気設備工事

26,500,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 指名

7 都路こども園エアコン設置工事 都路こども園 都路町古道字遠下前地内 エアコン設置　N=14台 H26.03.31
暖冷房衛生
設備工事・電
気設備工事

20,200,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

8 岩井沢児童館エアコン設置工事 岩井沢児童館 都路町岩井沢字中作地内 エアコン設置　N=6台 H26.03.31
暖冷房衛生
設備工事・電
気設備工事

6,590,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　清孝 指名

9 あぶくま洞急速充電器等設備設置工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 電気自動車用急速充電器設置一式 H26.03.25
電気設備工
事

9,700,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　先崎　元勝 指名

10 情報系パソコン導入 船引町船引字馬場川原地内
情報系パソコン導入（シンクライアント端
末、ノート端末、デスクトップ端末）

H26.03.20 物品導入 23,000,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　重蔵 指名

11 屋内遊び場遊具購入
都路公民館・
岩井沢体育館

都路町古道字本町地内外 屋内遊び場用遊具購入 H26.03.14 備品購入 1,180,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

12 田村地方夜間診療所看板設置工事
田村地方夜間
診療所

船引町船引字源次郎地内
SUS建植サインN=1.0式
四面自立式サインN=1.0式
ドア表示N=1.0式

H26.03.25 設置工事 1,300,000 有限会社　アール・アルチザン 代表取締役　松本　英明 指名

13 市道島ノ松２号線道路改良舗装工事
市道島ノ松２
号線

滝根町菅谷字島ノ松地内 改良舗装工L=30.0m　W=3.0(4.0)m H26.03.31 土木工事 3,100,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 指名

14 上大越字山口地内　用水路取水堰設置工事 大越町上大越字山口地内 水門設置工一式 H26.03.28 土木工事 3,380,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　蒲生　康博 指名

15 都路公民館施設改修工事 都路公民館 都路町古道字本町地内
窓開口部ガード手摺設置L=2.96m
フィットネスマット設置100*100　N=105枚

H26.03.14 建築工事 1,650,000 株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子 指名

16 岩井沢体育館施設改修工事 岩井沢体育館 都路町岩井沢字平蔵内地内
フィットネスマット設置100*100　N=105枚
ついたて設置H1070*W2000　N=30個

H26.03.14 建築工事 1,230,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

17 岩井沢児童館施設改修工事 岩井沢児童館 都路町岩井沢字中作地内
天井塗装改修（休憩室、湯沸室、トイレ）
一式
天井クロス改修（集会室、遊戯室）一式

H26.03.14 建築工事 1,350,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

18 板橋墓地駐車場舗装工事 船引町船引字卯田ヶ作地内 舗装工A=580.0㎡ H26.03.28 舗装工事 3,480,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

19 市道南１号柏原２号線道路改良舗装工事
市道南１号柏
原２号線

船引町芦沢字後田前地内 改良舗装工L=60.0m　W=4.0(5.0)m H26.03.31 土木工事 10,600,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

20 市道茸山前田線道路改良舗装工事
市道茸山前田
線

船引町北鹿又字三百成地内 改良舗装工L=120.0m　W=4.0(5.0)m H26.03.31 土木工事 9,400,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

21 市道江戸内広見線道路改良工事
市道江戸内広
見線

船引町北鹿又字広見地内 改良工L=145.0m　W=4.0m H26.03.31 土木工事 4,700,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

22 道路改良関連　移街道踏切配水管推進工事 船引町船引字上中田地内

推進工　鉄筋コンクリート管φ 400
L=24.3m
配水管布設替工　DIP-NSφ 200
L=38.41m

H26.03.28 上水道工事 26,100,000 仙建工業(株)郡山営業所 所長　菊地　昌弘 指名
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23 第２次田村市健康増進計画策定業務委託 田村市内
アンケート作成・解析、データ収集・分
析、第1次計画の評価、第2次計画策
定、会議資料作成、計画書印刷

H27.02.27 業務委託 3,550,000 株式会社　アイデックス 代表取締役　菅原　弘道 指名

24 市道曲田線（中広土工区）測量業務委託 市道曲田線 大越町上大越字中広土地内
基準点測量N=1.0式
地形測量N=1.0式
路線測量L=0.60km

H26.03.28 業務委託 2,500,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

25 農村地域復興再生基盤総合整備事業　岩ヶ作地区実施計画策定業務 船引町今泉字岩ヶ作地内 実施計画策定業務L=1,500.0m H26.03.28 業務委託 6,600,000
株式会社　日本測地コンサル
タント

代表取締役　小池　保弘 指名

26 農村地域復興再生基盤総合整備事業　遠山沢地区実施計画策定業務 船引町遠山沢字反田地内 実施計画策定業務L=400.0m H26.03.28 業務委託 2,750,000
株式会社　日本測地コンサル
タント

代表取締役　小池　保弘 指名

27 四斗蒔田地内配水管布設替工事測量設計業務委託 四斗蒔田地内 船引町船引字四斗蒔田地内
測量業務L=0.35km
設計業務N=1.0式　L=350.0m

H26.03.28 業務委託 1,700,000 有限会社　アート設計 代表取締役　増子　健二 指名

28 上大平地内配水管布設替工事測量設計業務委託 上大平地内 船引町船引字上大平地内
測量業務L=0.25km
設計業務N=1.0式　L=250.0m

H26.03.28 業務委託 1,600,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

29 市道曲田線配水管布設替工事測量設計業務委託 市道曲田線 大越町上大越字水神宮地内 設計業務N=1.0式　L=90.0m H26.03.28 業務委託 1,300,000 株式会社アーバン設計 代表取締役　高橋　晃一 指名


