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落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 大越中学校屋内運動場改築建築主体工事 大越町上大越字古町地内
鉄骨造・１階・延床面積=1,038㎡
既存体育館解体一式

H28.3.28 建築工事 297,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

2 船引中学校屋内運動場改築建築主体工事 船引町東部台二丁目地内
鉄骨造・２階・延床面積=1,202㎡
既存体育館解体一式

H28.3.28 建築工事 320,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 条件付き

3 水道施設保全改修船引浄水場中央監視設備更新工事 船引町船引字上川原地内

中央監視設備更新工事　分散形制御
ｼｽﾃﾑ、産業用ﾊﾟｿｺﾝ、監視ｿﾌﾄｳｴｱ、ｶ
ﾗｰLEDﾌﾟﾘﾝﾀ、汎用ﾃﾞｽｸ、ﾃﾞｰﾀ伝送装
置親局　ほか

H28.3.24
電気設備
工事

139,000,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 条件付き

1 防災・安全交付金事業　市道大橋中広土線　道路改良工事
市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字塙地内
道路改良工　延長　L=180.0ｍ　幅員
W=6.0（9.5）ｍ

H28.1.29 土木工事 53,500,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

2 市道駅前馬場線　道路改良工事
市道駅前馬場
線

船引町文珠字江戸内地内
道路改良工　延長　L=149.477ｍ　幅
員　W=6.0（10.0）ｍ

H28.1.29 土木工事 50,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

3 船引字遠表地内配水管布設工事 船引町船引字遠表地内
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　HPPEφ 100
L=563.3ｍ

H27.11.30
上水道工
事

14,600,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

4 社会資本整備総合交付金事業　市道入ノ作１号線　舗装新設工事
市道入ノ作１
号線

大越町下大越字檀野平地内
舗装工　延長　L=230.00ｍ　幅員
W=6.00（8.00～9.50）ｍ

H27.9.30 舗装工事 21,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

5 あぶくま洞切羽浮石除去点検業務委託 滝根町菅谷字東釜山地内 切羽浮石除去点検　N=1.0式 H27.12.25 業務委託 3,600,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

6 古道字白石地内　道路舗装工事 都路町古道字白石地内
舗装工（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ）　L=250.0ｍ
A=879.9㎡

H27.8.7 舗装工事 2,080,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

7 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　延長　L=40.0ｍ　幅員　W=4.0
（5.0）ｍ

H27.9.30 土木工事 4,540,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

8 市道島ノ松２号線　道路改良工事
市道島ノ松２
号線

滝根町菅谷字島ノ松地内
暫定改良　延長　L=130.0ｍ　幅員
W=3.0（4.0）ｍ

H27.10.30 土木工事 3,200,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

9 市道貝谷河原町線　道路改良舗装工事
市道貝谷河原
町線

滝根町広瀬字河原町地内
改良延長　L=40.0ｍ　舗装延長
L=40.0ｍ　幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H27.10.30 土木工事 3,600,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

10 あぶくま洞駐車場入口・出口ゲート設置工事 滝根町菅谷字東釜山地内 駐車場ｹﾞｰﾄ設置　N=1式 H27.7.17 土木工事 1,550,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

11 市道追分文珠上線　道路改良工事
市道追分文珠
上線

船引町春山字大平地内
暫定盛土　延長　L=80.0ｍ　幅員
W=4.0（5.0）ｍ

H27.10.30 土木工事 4,550,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

12 田村市歴史民俗資料館屋根ぐし修繕工事 船引町船引字四城内前地内 屋根杉皮葺　A=19.0坪 H27.8.31 建築工事 1,710,000 有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫 指名

13 滝根中学校屋内消火栓ポンプ交換工事 滝根町神俣字中広土地内 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ交換　N=1台 H27.8.31
暖冷房衛
生設備工
事

1,850,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

14 大越中学校屋内運動場改築機械設備工事 大越町上大越字古町地内 衛生・給排水・消火設備工事一式 H28.3.28
暖冷房衛
生設備工
事

7,850,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

15 船引中学校屋内運動場改築機械設備工事 船引町東部台二丁目地内 衛生・給排水・消火設備工事一式 H28.3.28
暖冷房衛
生設備工
事

6,680,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

16 滝根プール循環ろ過装置取替工事 滝根町神俣字河原地内
ﾌﾟｰﾙ循環配管取替　150A　L=4.7ｍ
65Ａ　L=6.5ｍ、循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ取替
N=1.0台

H27.10.30
暖冷房衛
生設備工
事

1,750,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

17 大越体育館非常灯修繕工事 大越町上大越字元池地内 非常灯修繕　N=15.0台 H27.7.31
電気設備
工事

1,150,000 有限会社　佐久間電気 代表取締役　佐久間　一郎 指名

18 大越中学校屋内運動場改築電気設備工事 大越町上大越字古町地内 幹線・電灯・弱電・防災設備工事一式 H28.3.28
電気設備
工事

19,300,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

19 船引中学校屋内運動場改築電気設備工事 船引町東部台二丁目地内 幹線・電灯・弱電・防災設備工事一式 H28.3.28
電気設備
工事

27,500,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

20 大越小学校給水設計業務委託 大越町上大越字元池地内 管路設計　L=250ｍ H27.8.31 業務委託 1,550,000 株式会社　アーバン設計 代表取締役　高橋　晃一 指名

21 市道曲田線（中広土工区）用地測量業務委託
市道曲田線
（中広土工区）

大越町上大越字中広土地内 用地測量　Ａ＝2.93ｈａ H27.9.30 業務委託 6,400,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　佐藤　治彦 指名
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22 田村消防署建設事業敷地測量設計業務委託 船引町船引字遠表地内 測量業務　一式、設計業務　一式 H27.10.30 業務委託 4,700,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　佐藤　治彦 指名

23 市道越田和線　道路詳細設計業務委託 市道越田和線 船引町南移字町尻地内 道路詳細設計 L=850.0ｍ H27.11.30 業務委託 4,350,000
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

24 市道尾ノ内柏原線　用地測量業務委託
市道尾ノ内柏
原線

船引町芦沢字中ノ内地内 用地測量　Ａ＝0.72ｈａ H27.10.30 業務委託 2,150,000 昭和技術設計　株式会社 代表取締役　渡辺　和明 指名

25 市道江戸内広見線　用地測量業務委託
市道江戸内広
見線

船引町石森字東小屋地内 用地測量　Ａ＝1.26ｈａ H27.8.31 業務委託 2,600,000
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 大越小学校旧校舎解体設計業務委託 大越町上大越字元池地内
解体設計一式（校舎・体育館・ﾌﾟｰﾙ・外
構）

H27.8.31 業務委託 1,650,000 株式会社　水上設計 代表取締役　水上　朗 指名

27 大越中学校屋内運動場改築工事監理業務委託 大越町上大越字古町地内 監理業務一式 H28.3.28 業務委託 4,350,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

28 船引中学校屋内運動場改築工事監理業務委託 船引町東部台二丁目地内 監理業務一式 H28.3.28 業務委託 4,200,000 株式会社　清水公夫研究所 代表取締役　清水　公夫 指名

29 スカイパレスときわ浴室改修工事設計業務委託 常葉町山根字殿上地内
浴室改修工事設計業務　一式
浴室増築工事　A=30.0㎡程度、ﾎﾞｲﾗｰ
室増築工事　一式

H27.8.31 業務委託 1,750,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

30 総合南東北病院附属大越診療所耐震診断業務委託 大越町上大越字古川地内 RC造2階建　A=1,132㎡ H27.11.30 業務委託 1,000,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 指名

31 都路地区スクールバス購入（中型バス） 都路町古道字遠下前地内 中型ﾊﾞｽ　1台　45人乗 H27.11.30 備品購入 11,200,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 指名

32 消防ポンプ自動車購入 船引町船引字畑添76番地2 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車　1台 H27.11.30 備品購入 17,400,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

33 消防小型ポンプ積載車購入 船引町船引字畑添76番地2 消防小型ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車　3台 H27.11.30 備品購入 15,300,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

34 消防小型動力ポンプ購入 船引町船引字畑添76番地2 消防小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ　4台 H27.11.30 備品購入 5,600,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

35 消防用ホース購入 船引町船引字畑添76番地2 消防用ﾎｰｽ　170本 H27.10.30 備品購入 5,610,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名


