
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 滝根地区統合小学校校舎新築建築主体工事 滝根町神俣字弥五郎内地内
校舎：ＲＣ造3階　床面積＝4058.34㎡　屋
外整備一式

H28.2.18 建築工事 809,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

2 滝根地区統合小学校屋内運動場・プール新築建築主体工事 滝根町神俣字弥五郎内地内
屋内運動場：Ｓ造1階　床面積＝899.77㎡、
プール本体：ＦＲＰ製　25ｍ×6コース、プー
ル付属棟：ＲＣ造1階　123.32㎡

H28.2.18 建築工事 310,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 条件付き

3 大越小学校校舎・屋内運動場改築建築主体工事 大越町上大越字元池地内
校舎（屋内運動場を含む）：ＲＣ造3階　床
面積＝5047.11㎡

H28.2.18 建築工事 965,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

4 大越小学校プール改築建築主体工事 大越町上大越字元池地内
プール本体：ＦＲＰ製　25ｍ×6コース、付
属棟：ＲＣ造1階　床面積＝91.66㎡

H28.2.18 建築工事 107,000,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 条件付き

5 滝根地区統合小学校校舎新築電気設備工事 滝根町神俣字弥五郎内地内
受変電・幹線・照明・弱電・太陽光発電設
備一式

H28.2.18
電気設備
工事

149,000,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　先崎　元勝 条件付き

6 滝根地区統合小学校屋内運動場・プール新築電気設備工事 滝根町神俣字弥五郎内地内 幹線・照明・弱電設備一式 H28.2.18
電気設備
工事

29,000,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　先崎　元勝 条件付き

7 大越小学校校舎・屋内運動場改築電気設備工事 大越町上大越字元池地内
受変電・幹線・照明・弱電・太陽光発電設
備一式

H28.2.18
電気設備
工事

179,500,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　善治 条件付き

8 滝根地区統合小学校校舎新築機械設備工事 滝根町神俣字弥五郎内地内 給排水・衛生・屋内消火栓・空調設備一式 H28.2.18
暖冷房衛
生設備工
事

152,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 条件付き

9 滝根地区統合小学校屋内運動場・プール新築機械設備工事 滝根町神俣字弥五郎内地内 給排水・衛生・プール濾過設備一式 H28.2.18
暖冷房衛
生設備工
事

28,400,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 条件付き

10 大越小学校校舎・屋内運動場改築機械設備工事 大越町上大越字元池地内 給排水・衛生・屋内消火栓・空調設備一式 H28.2.18
暖冷房衛
生設備工
事

172,000,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 条件付き

1 滝根第２分団２部ポンプ車車庫新設工事 滝根町神俣字町地内
ポンプ車車庫新築　木造平屋建　A=31.05
㎡

H27.3.25 建築工事 入札不調 - - 指名

2 準用河川曲田川筋　排水路整備工事
準用河川曲田
川筋

大越町上大越字曲田地内 水路工　延長L=180.00ｍ H27.3.27 土木工事 11,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

3 道路改良関連　県道あぶくま洞都路線配水管布設替工事 大越町早稲川字宮ノ前地内 HPPE　φ 75　L=240.60ｍ H27.3.20
上水道工
事

5,300,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

4 道路改良関連　国道２８８号配水管布設替第１工区工事 船引町春山字赤間田地内 DIP-GX　φ 200　L=602.72ｍ H27.3.31
上水道工
事

26,500,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

5 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

4,900,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

6 大越小学校プール改築機械設備工事 大越町上大越字元池地内 給排水・衛生・プール濾過設備一式 H28.2.18
暖冷房衛
生設備工
事

17,000,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

7 大越小学校プール改築電気設備工事 大越町上大越字元池地内 幹線・照明・弱電設備一式 H28.2.18
電気設備
工事

4,600,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　善治 指名

8 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
改良施工延長　L=38.9ｍ、舗装施工延長
L=18.9ｍ、暫定施工延長　L=100.0ｍ、幅
員W=4.00（5.00）ｍ

H27.3.27 土木工事 9,100,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

9 市道清水内2号線　局部改良工事
市道清水内2
号線

船引町荒和田字二ツ宮地内 施工延長　L=196.0ｍ H27.3.27 土木工事 5,850,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

10 都路地区公的賃貸住宅敷地造成測量設計業務委託 都路町古道字遠下前地内 敷地造成工事測量　A=3,000㎡ H27.2.27 業務委託 3,100,000 株式会社　ふたば田村営業所 所長　武田義夫 指名

11 滝根地区統合小学校新築工事監理業務委託 滝根町神俣字弥五郎内地内 監理業務一式 H28.2.18 業務委託 32,500,000 株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　山口　寛 指名

12 大越小学校改築工事監理業務委託 大越町上大越字元池地内 監理業務一式 H28.2.18 業務委託 32,700,000 株式会社　水上設計 代表取締役　水上　朗 指名

13 本庁舎特定建築物環境衛生管理業務委託 船引町船引字畑添76番地2
管理業務委託一式（契約期間H27.1.1から
H30.3.31まで）

H30.3.31 業務委託 2,376,000 ㈱ｱｻﾋﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 代表取締役　味戸誠一郎 指名

14 本庁舎エレベーター保守点検業務委託 船引町船引字畑添76番地2
保守点検業務委託一式（契約期間H27.1.1
からH30.3.31まで）

H30.3.31 業務委託 1,330,000 ㈱ﾊﾌﾞﾏｯｸ 代表取締役　白石五郎 指名
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15 田村市公用車購入（１ｔダンプ） 船引町船引字畑添地内 公用車（１ｔダンプ）1台 H27.3.25 備品購入 1,795,000 有限会社　佐藤モータース 代表取締役　佐藤　高始 指名

16 田村市役所備品購入（投入式耐火金庫） 船引町船引字畑添地内ほか 投入式耐火金庫　4個 H27.2.20 備品購入 1,400,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　重蔵 指名

17
携帯電話等エリア整備事業　移動通信用鉄塔施設　建設工事（共通
設備・合子地区）

都路町古道字合子地内
通信用鉄塔建設　H=40.0ｍ　延べ面積
A=50.0㎡（局舎基礎、鉄塔含む）

H27.3.25
通信設備
工事

21,330,000 ｺｽﾓｼｽﾃﾑ㈱ 代表取締役　秋田谷米男 指名

18
携帯電話等エリア整備事業　移動通信用鉄塔施設　通信設備工事
（ＫＤＤＩ・反田、南作地区）

都路町古道字反田地内外
ＫＤＤＩ携帯電話通信設備工事　一式　鉄
塔建設　H=14.9ｍ含む

H27.2.27
通信設備
工事

12,900,000
ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
東北支店

上席執行役員支店長　星
野誠

指名

19
携帯電話等エリア整備事業　移動通信用鉄塔施設　通信設備工事
（ＫＤＤＩ・場々地区）

都路町古道字場々地内
ＫＤＤＩ携帯電話通信設備工事　一式　鉄
塔建設　H=14.9ｍ含む

H27.2.27
通信設備
工事

10,290,000
株式会社　ユアテック　郡山営業
所

所長　山岡三郎 指名

20
携帯電話等エリア整備事業　移動通信用鉄塔施設　通信設備工事
（ソフトバンクモバイル・反田、南作地区）

都路町古道字反田地内外
ソフトバンクモバイル携帯電話通信設備工
事　一式　鉄塔建設　H=14.9ｍ含む

H27.2.27
通信設備
工事

8,900,000
富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱東北
支店

支店長　沖中喜光 指名

21
携帯電話等エリア整備事業　移動通信用鉄塔施設　通信設備工事
（ソフトバンクモバイル・場々地区）

都路町古道字場々地内
ソフトバンクモバイル携帯電話通信設備工
事　一式　鉄塔建設　H=14.9ｍ含む

H27.2.27
通信設備
工事

7,800,000
富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱東北
支店

支店長　沖中喜光 指名


