
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

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 石田団地5号修繕工事 船引町船引字石田地内 住宅修繕工事（床・壁・天井）　N=1式 H27.2.27 建築工事 1,800,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

2 市道舘屋敷上江線　側溝敷設工事
市道舘屋敷上
江線

船引町船引字川代地内 排水工　L=84.0ｍ H27.3.20 土木工事 5,400,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

3 市道堂山夏崎線　側溝敷設工事
市道堂山夏崎
線

船引町門沢字札場前地内 側溝敷設工　L=62.0ｍ H27.3.20 土木工事 2,630,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

4 公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目地内） 船引町東部台四丁目地内
施工延長　L=53.35ｍ（基幹事業　推進
延長　L=53.35ｍ）、1号人孔　N=2基、
公共ます数　N=3基

H27.3.20
下水道工
事

8,200,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

5 本坊団地高架水槽取替工事 常葉町常葉字本坊地内 高架水槽取替（4ｔ）　N=1.0台 H27.3.25
暖冷房衛
生設備工
事

2,050,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

6 道路改良関連　国道288号配水管布設替第3工区工事 船引町船引字戸屋地内 HPPE　φ 75　L=220.6ｍ H27.3.23
上水道工
事

不調 - - 指名

7 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台四丁目地内外） 船引町東部台四丁目地内外
施工面積 A=1828.40㎡（基幹事業
A=1769.85㎡）、（効果促進事業
A=58.55㎡）

H27.3.25 舗装工事 11,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

8 市道堂平線　道路改良工事 市道堂平線 大越町上大越字後原地内 改良工　L=160.0ｍ、W=4.0（5.0）ｍ H27.3.27 土木工事 13,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

9 休石地区　水路整備工事 常葉町西向字休石地内
水路整備　L=120.73ｍ（排水ﾌﾘﾕｰﾑ
1800×1000）

H27.3.27 土木工事 15,600,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10 佐土畑地区　水路整備工事 滝根町広瀬字佐土畑地内
水路整備　L=182.0ｍ（排水ﾌﾘﾕｰﾑ
1000×1000）

H27.3.27 土木工事 17,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

11 公共下水道事業舗装復旧工事（上大越字水神宮地内） 大越町上大越字水神宮地内
施工面積 A=1213.39㎡（基幹事業
A=839.19㎡）、（効果促進事業
A=374.20㎡）

H27.3.25 舗装工事 9,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

12 市道中屋敷線　舗装修繕工事 市道中屋敷線 常葉町小檜山字中屋敷地内 舗装工　A=967.0㎡ H27.3.27 舗装工事 6,600,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

13 あぶくま洞出口ドア・通路改修工事 滝根町菅谷字東釜山地内
既存シェルター撤去・新設　N=1式、出
口ドア廻り改修　N=1式

H27.2.27 建築工事 3,480,000 平河内工務店 平河内　一博 指名

14 天地人館脇通路屋根修繕工事 滝根町菅谷字東釜山地内
屋根ポリカーボネート板取替　N=60.0
枚

H27.2.27 建築工事 1,550,000 有限会社　永山工務店 代表取締役　永山　正一 指名

15 市道赤沼塙小辺坂線　局部拡幅工事
市道赤沼塙小
辺坂線

滝根町広瀬字鍋地地内 施工延長　L=164.0ｍ H27.3.27 土木工事 6,130,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

16 大越公民館　進入路改修工事 大越町上大越字元池地内 改修工　延長　L=81.00ｍ H27.3.27 土木工事 5,030,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

17 市道明部渕線　局部拡幅工事 市道明部渕線 大越町上大越字元池地内 局部拡幅　L=30.0ｍ、W=4.0（5.0）ｍ H27.3.27 土木工事 3,600,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

18 田村市公用車購入（あぶくま洞用ホイルローダ）
あぶくま洞管
理事務所

滝根町菅谷字東釜山地内 ホイルローダ1台 H26.12.22 備品購入 3,980,000 福島建機㈱ 代表取締役　加瀬元三郎 指名

19 公共下水道事業地質調査業務委託（菅谷字大子堂地内） 滝根町菅谷字大子堂地内
地質調査　N=2箇所（ボーリング深度
H=10.0ｍ）

H27.2.13 業務委託 中止 - - 指名

20 田村市産業団地　測量業務委託 大越町上大越字後原地内 現地測量　A=19.6ｈａ H27.3.27 業務委託 12,000,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

21 市道永畑屋戸線　測量設計業務委託
市道永畑屋戸
線

船引町春山字永畑地内
路線測量　L=1.30㎞、用地測量
A=1.02ｈａ、道路詳細設計　L=1.30㎞

H27.3.27 業務委託 10,500,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

22 市道仙台平和貢線　測量設計業務委託
市道仙台平和
貢線

滝根町神俣字和貢地内
路線測量　L=0.37㎞、用地測量
L=0.37㎞、A=1.18ｈａ、詳細設計
L=0.37㎞、W=4.0（5.0）ｍ

H27.3.27 業務委託 5,300,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

23 公共下水道事業測量設計業務委託（菅谷字大子堂地内） 滝根町菅谷字大子堂地内
測量面積　A=3.10ｈａ、設計延長
L=0.250㎞

H27.3.25 業務委託 中止 - - 指名

24 市道東向線　測量業務委託 市道東向線 常葉町常葉字東向地内
基準点・地形・路線測量　L=0.95㎞、用
地測量A=3.99ｈａ

H27.3.27 業務委託 3,550,000
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
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25 市道板橋2号線　測量設計業務委託
市道板橋2号
線

常葉町西向字板橋地内
路線測量　L=0.23㎞、用地測量
L=0.11㎞、A=0.35ｈａ、詳細設計
L=0.23㎞、W=3.0（4.0）ｍ

H27.3.27 業務委託 2,850,000
陸奥テックコンサルタント　株式会
社

代表取締役　伊藤　清郷 指名

26 田村市道路ストック（道路附属物）総点検業務委託 市内一円 道路標識点検　67基　（片持式） H27.3.25 業務委託 3,100,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

27 大型コピー機（白焼）導入 船引町船引字畑添76番地2
AO版対応　モノクロデジタル複合機　1
台、本体(オプション含む)、機器搬入設
置指導料、前機器搬出処分料

H26.12.26 物品導入 1,930,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　重蔵 指名

28 大型コピー機（カラー）導入 船引町船引字畑添76番地2
AO版対応　フルカラーデジタル複合機
1台、本体(オプション含む)、機器搬入
設置指導料

H26.12.26 物品導入 1,770,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　重蔵 指名


