
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
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工事の概要 工期 工事等種別
落札金額
（税抜き）

落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1
過疎対策事業　市道屋頭清水線　道路改良舗装工事（第2回
工事）

市道屋頭清水
線

船引町船引字屋頭清水地内
施工延長　L=154.3m　（内訳：改良154.3m　舗装
139.3m）
幅　　員　W=5.5(7.0)m

R5.3.24 土木一式工事 58,400,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 条件付き

2
社会資本整備総合交付金事業　市道西向今泉線　道路改良
舗装工事

市道西向今泉
線

船引町今泉字葉前場地内
施工延長　L=114.7m　（改良・舗装114.7m）
幅　　員　W=4.0(5.0)m

R5.2.24 土木一式工事 19,600,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 条件付き

3 辺地対策事業　市道東向線　道路改良工事（第2回工事） 市道東向線 常葉町常葉字東向地内
施工延長　L=100.0m　（内訳：暫定改良100.0m・舗装
0.0m）
幅　　員　W=5.5(7.0)m

R5.3.24 土木一式工事 6,800,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　和則 条件付き

4 市道田木山1号線　道路改良舗装工事
市道田木山1号
線

滝根町菅谷字田木山地内
施工延長　L=88.0m　（内訳：改良88.0m・舗装88.0m）
幅　　員　W=4.0(5.0)m

R4.11.25 土木一式工事 4,500,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 条件付き

5 市道深渡卯田ヶ作線　道路改良工事
市道深渡卯田ヶ
作線

船引町船引字深渡地内
施工延長　L=60.0m　（暫定改良工60.0m）
幅　　員　W=4.0(5.0)m

R4.12.23 土木一式工事 4,500,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 条件付き

6 市道川柏線　道路改良工事 市道川柏線 大越町下大越字後原地内
施工延長　L=73.4m　（内訳：暫定改良73.4m・舗装
0.0m）
幅　　員　W=4.0m

R5.2.24 土木一式工事 4,100,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 条件付き

7 市道黒井所線　道路改良舗装工事 市道黒井所線 船引町笹山字黒井所地内
施工延長　L=25.8m　（内訳：改良25.8m・舗装25.8m）
幅　　員　W=4.0（5.0）m

R5.3.24 土木一式工事 4,000,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 条件付き

8 市道鼠喰線　道路改良工事 市道鼠喰線 船引町大倉字伊後田地内
施工延長　L=181.1m　（内訳：暫定改良181.1m・舗装
0.0m）
幅　　員　W=4.0（5.0）m

R5.1.27 土木一式工事 3,740,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 条件付き

9
公共施設等適正管理推進事業　市道春山芦沢線外　舗装修
繕工事

市道春山芦沢
線外

船引町春山字拾貫内　地内外

舗装修繕工事（1工区）
延長L=600.0m　幅員W=6.2m～7.1m
舗装修繕工事（2工区）
延長L=46.0m　幅員W=6.7m～8.6m

R4.12.23 舗装工事 43,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

10 船引中学校プール改修工事 船引中学校 船引町東部台二丁目地内
更衣室等改修　A=65.85㎡
プール本体改修　ステンレスプール　N=1式

R5.3.24 建築工事 105,500,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 条件付き

11 カブトムシドーム・昆虫館新築工事
カブトムシドー
ム・昆虫館

常葉町山根字殿上地内
カブトムシドーム新築　S造平屋建　A=490㎡
昆虫館新築　木造平屋建　A=245.32㎡

R5.3.24 建築工事 95,000,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 条件付き

12 鷹待田団地外壁・屋上防水改修工事 大越町上大越字鷹待田地内
屋上防水工事　塗膜防水　平場A=515㎡
外壁改修工事　A=1,142㎡

R5.1.27 建築工事 32,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

13 船引コミュニティプラザ内装木質化工事
船引コミュニティ
プラザ

船引町船引字上田中地内 内装木質化工事　N=3か所（計111.18㎡） R5.3.24 建築工事 14,300,000 有限会社　鈴木建築店 代表取締役　鈴木　朝吉 条件付き

14 大越デイサービスセンター屋根塗装工事
大越デイサービ
スセンター

大越町上大越字古川地内 屋根シリコン樹脂塗装　A=1,773㎡ R4.11.25
建築工事（塗装
工事を含む）

9,000,000 有限会社　白土塗装 取締役　白土　玲次 条件付き

15 常葉体育館バスケットゴール改修工事 常葉体育館 常葉町常葉字宮川地内
折畳式バスケット装置　撤去新設　N=2対
架台補強工事 N=1式

R5.3.24 建築工事 9,200,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 条件付き

16 旧生きがいセンター解体工事
旧生きがいセン
ター

船引町船引字石田地内
建物解体工事一式
上屋解体93㎡ ほか

R5.3.10
建築工事（解体
工事を含む）

5,180,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 条件付き

17 芦沢農業センター屋根改修工事
芦沢農業セン
ター

船引町芦沢字霜田地内
雨樋撤去・新設　34.5ｍ
屋根シリコン樹脂塗装　A=549㎡

R4.11.25 建築工事 3,280,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 条件付き

18 美山小学校プール施設改修工事 美山小学校 船引町北鹿又字後和田地内 美山小学校プール（更衣室・機械室）改修工事 R5.2.28 建築工事 #N/A #N/A 条件付き

19 船引地区隊第4分団第1部（上移）屯所解体工事
船引地区隊第4
分団第1部（上
移）屯所

船引町上移字後田地内 屯所解体　CB・木造2階建　A=59.6㎡ R4.12.23
建築工事（解体
工事を含む）

2,320,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 条件付き

20 大越中学校高圧引込線・高圧気中開閉器・変圧器改修工事 大越中学校 大越町上大越字古町地内
高圧気中開閉器　撤去新設　N=1台
変圧器　撤去新設　N=1台

R5.3.24 電気設備工事 3,010,000 三輪電設工業　株式会社 代表取締役　三輪　真一 条件付き

21 船引中学校高圧引込設備改修工事 船引中学校 船引町東部台二丁目地内
高圧気中開閉器　撤去新設　N=1台
高圧ケーブル　撤去新設　L=25m

R5.3.24 電気設備工事 2,450,000 三輪電設工業　株式会社 代表取締役　三輪　真一 条件付き

22 滝根中学校高圧気中開閉器、変圧器改修工事 滝根中学校 滝根町神俣字中広土地内
高圧気中開閉器　撤去新設　N=1台
変圧器　撤去新設　N=1台

R5.3.24 電気設備工事 2,100,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　遠藤　嘉行 条件付き
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23 グリーンパーク都路管理棟トイレ修繕工事
グリーンパーク
都路

都路町岩井沢字北向地内 管理棟トイレ修繕　N=2（男1・女1） R4.11.25
暖冷房衛生設
備工事

1,850,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　学 条件付き

24 道路改良関連　市道高森線配水管布設工事 常葉町西向字堂ヶ入地内 ・配水用ポリエチレン管　φ75mm　L=110.0m R5.3.24 上水道工事 1,940,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

25 田村市道路台帳補正業務委託 田村市全域 田村市内一円
道路台帳補正業務委託　N=1.0式
道路台帳整備　3.66km

R5.3.24
業務委託（地上
測量）

8,783,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋　和広 条件付き

26
道路メンテナンス事業　橋梁長寿命化修繕変更計画策定業
務委託

市道大山柏塚
線　外

田村市全域
橋梁長寿命化修繕変更計画の策定
対象橋梁　N=346橋

R4.11.25
業務委託（建設
コンサルタント）

8,281,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　蒲生　幸広 条件付き

27
道路メンテナンス事業　小久地橋　外　橋梁定期点検業務委
託

市道小久地線
外

大越町下大越字小久地地内外 橋梁定期点検業務委託　N=39橋 R5.1.27
業務委託（建設
コンサルタント）

10,780,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　蒲生　幸広 条件付き

28 久保田団地長寿命化工事設計業務委託 久保田団地 大越町上大越字久保田地内
改修工事設計業務
久保田団地2棟

R5.2.24
業務委託（建築
設計）

2,800,000 株式会社　松下設計　福島支社 支社長　本田　彰 条件付き

29 船引南中学校プール改修工事実施設計業務委託 船引南中学校 船引町堀越字丸森地内
プール：鉄筋コンクリート造　25m×15ｍ
付属屋：鉄骨造平屋建　A=78.75㎡

R4.11.30
業務委託（建築
設計）

2,650,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　淳子 条件付き

30 滝根就業改善センター解体工事実施設計業務委託
滝根就業改善
センター

滝根町広瀬字赤沼地内 延面積　A=474.4㎡ R4.10.28
業務委託（建築
設計）

1,886,000 株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　吉田　優 条件付き

31 子育て支援センター改修工事実施設計業務委託
子育て支援セン
ター

船引町船引字下川原地内
子育て支援センター改修工事実施設計
木造平屋建　A=698.93㎡

R4.10.28
業務委託（建築
設計）

1,090,000 株式会社　APT 代表取締役　松山　泰弘 条件付き

1
ふくしま森林再生事業　大越地区8工区　森林整備（利用間伐
ほか）業務委託

大越地区8工区 大越町早稲川字大久保地内　外 森林整備　A=25.33ha（利用間伐ほか） R5.2.24 業務委託 43,300,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

2
ふくしま森林再生事業　都路地区10工区　森林整備（利用間
伐ほか）業務委託

都路地区10工
区

都路町岩井沢字松葉地内　外 森林整備　A=33.95ha（利用間伐ほか） R5.2.24 業務委託 55,400,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

3
ふくしま森林再生事業　船引北部地区３工区　森林整備（利
用間伐ほか）業務委託

船引北部地区3
工区

船引町中山字後山地内 森林整備　A=34.10ha（利用間伐ほか） R5.2.24 業務委託 62,500,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

4 田村市公共下水道マンホール緊急点検業務委託 田村市内
マンホール緊急点検業務
　目視点検　N=210基

R4.12.23 業務委託 3,100,000 株式会社エンドウ 代表取締役　遠藤　純一 指名

5 古文書等デジタル化及び田村市文化財台帳作成業務委託
上移庄屋　石井
家近世文書
2,000点

生涯学習課指定場所
・近世文書資料デジタル化　2,000点
・上記デジタル資料の文化財台帳作成

R5.3.24 業務委託 2,400,000 株式会社　草野測器社 代表取締役　草野　智樹 指名

6 消防用ホース購入
消防用ホース
50本

船引町船引字畑添76番地2 消防用ホース50本購入 R4.11.25 雑品購入 1,840,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　広 指名

7 公用車購入 船引町船引字畑添76番地2 〇公用車購入  軽自動車　1台 R5.1.31 車両船舶購入 1,290,000 有限会社　石井自動車工業 代表取締役　石井　賢明 指名


