
No 工事等名 路線・施設名
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別
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落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 船引馬場団地1号棟屋上防水工事 船引町船引字馬場地内 屋上防水シート改修　A=387㎡ H28.10.31 建築工事 5,650,000 有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫 指名

2 船引馬場団地2号棟屋上防水工事 船引町船引字馬場地内 屋上防水シート改修　A=387㎡ H28.10.31 建築工事 5,660,000 有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫 指名

3 石沢ゲートボール場内建物解体工事
石沢ゲートボー
ル場内建物

船引町石沢字小舘地内
建物①解体　木造2階建　A=116㎡
建物②解体　木造平屋建　A=6.5㎡

H28.9.30 建築工事 1,630,000 有限会社　マルサ佐藤建設 代表取締役　佐藤　清司 指名

4 市道尾ノ内柏原線　道路改良舗装工事
市道尾ノ内柏原
線

船引町芦沢字中ノ内地内
改良延長　L=32.6m、舗装延長　L=32.6m、
幅員　W=4.0(5.0)m

H28.11.25 土木工事 9,000,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

5 船引一般廃棄物最終処分場　築堤工事
船引一般廃棄
物最終処分場

船引町大倉字後田地内 築堤　N=1.0式 H28.10.28 土木工事 2,900,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

6 市道戸沢西向線　側溝敷設工事
市道戸沢西向
線

船引町今泉字宇洞地内 側溝敷設工　L=16.0m H28.9.30 土木工事 2,730,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

7 市道堂山夏崎線　側溝敷設工事
市道堂山夏崎
線

船引町門沢字大旦地内 側溝敷設工　L=60.0m H28.10.28 土木工事 2,700,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

8 公共下水道関連　市道上田中下中田線配水管布設替工事 船引町船引字上田中地内
配水管布設替工事　水道配水用ポリエチレン管
（HPPEØ150）　L=12.00m

H29.1.31 上水道工事 4,000,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

9 下里団地下水道接続工事 船引町船引字城ノ内地内
排水管布設　硬質塩化ビニル管　VU100
L=223m

H28.10.31
暖冷房衛生
設備工事

5,050,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

10 坂ノ下団地下水道接続工事 常葉町常葉字坂ノ下地内
排水管布設　硬質塩化ビニル管　VU100
L=107.2m

H28.10.31
暖冷房衛生
設備工事

3,800,000 白石水道設備工業 白石　繁好 指名

11 ピット内ステンレス蒸気配管修繕工事
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内 蒸気管継手部分溶接　62カ所 H28.8.19
暖冷房衛生
設備工事

1,620,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

12 基幹改良事業　県道上移常葉線送水管布設替工事 常葉町久保字向ノ前地内
送水管布設替工事
ダクタイル鋳鉄管（DIP-NSØ150）　L=113.10m、
舗装本復旧工A=89.8㎡

H29.2.28 上水道工事 11,600,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

13 水道施設保全改修　滝根浄水場2系1号ろ過砂入替工事 滝根町神俣字入新田地内 ろ過砂入替　V=141.0㎥ H28.12.16 上水道工事 9,250,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

14 市道駅前馬場線　道路改良舗装工事
市道駅前馬場
線

船引町船引字西中子縄地内
改良延長　L=140.0m、舗装延長
L=140.0m、幅員　W=6.0(10.0)m

H29.1.27 土木工事 22,200,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

15 市道南1号柏原2号線　道路改良工事
市道南1号柏原
2号線

船引町芦沢字南地内 改良工　L=140.0m、W=4.0(5.0)m H29.1.27 土木工事 18,400,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

16 社会資本整備総合交付金事業　市道井堀光大寺線　道路改良舗装工事
市道井堀光大
寺線

船引町芦沢字猫台地内
改良舗装工　L=260.0m W=5.50(7.00)m、改
良工　L=170.0m W=5.50(8.75)m、舗装工
L=100.0m W=5.50(8.75)m

H29.1.27 土木工事 14,700,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

17 公共下水道事業管渠布設工事（船引字卯田ヶ作地内） 船引町船引字卯田ヶ作地内
施工延長　L=318.60m（基幹事業　開削工
法　L=318.60m）

H29.1.27 下水道工事 27,600,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

18 公共下水道事業管渠布設工事（船引字上田中第1地内） 船引町船引字上田中地内
施工延長　L=146.60m（基幹事業　開削工
法　L=146.60m）

H29.1.27 下水道工事 22,300,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

19 みらいを創る市町村等支援事業　都路みらい公園　造成工事 都路みらい公園 都路町古道字遠下前地内 敷地造成　A=1,880㎡、付属施設設置　N=1.0式 H29.3.22 土木工事 45,800,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名
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20 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

滝根町広瀬字針湯地内 改良延長　L=200.0m、幅員　W=6.0(9.5)m H29.2.24 土木工事 30,700,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

21 防災・安全交付金事業　市道高森線　道路改良舗装工事 市道高森線 常葉町鹿山字堂ノ前地内
改良舗装工　L=150.0m W=5.50(8.75)m、改
良工　L=80.0m W=5.50(8.50)m、舗装工
L=150.0m W=5.50(8.50)m

H29.1.27 土木工事 22,700,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

22 社会資本整備総合交付金事業　市道入ノ作1号線　道路改良工事
市道入ノ作1号
線

大越町下大越字檀野平地内
改良工　延長　L=120.00m、幅員
W=6.00(8.00～9.50)m

H28.12.26 土木工事 16,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

23 岩井沢字松ノ木平地区　水路整備工事
岩井沢字松ノ木
平地区

都路町岩井沢字松ノ木平地内
水路整備工　700排水フリューム
L=510.0m

H29.2.28 土木工事 15,000,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

24 岩井沢字浜井場地区　道路舗装工事
岩井沢字浜井
場地区

都路町岩井沢字浜井場地内 舗装工　L=143.0m　W=3.0m H28.9.30 舗装工事 1,650,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

25 防災・安全交付金事業　市道湯田線　舗装新設工事 市道湯田線 大越町下大越字檀野平地内
舗装工　延長　L=110.00m、幅員
W=6.00(9.50)m

H28.9.30 舗装工事 8,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

26 市道仙台平和貢線　道路改良工事
市道仙台平和
貢線

滝根町神俣字和貢地内
道路改良　暫定延長　L=75.1m、幅員
W=4.0(5.0)m

H28.11.25 土木工事 6,000,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

27 旧滝根駐在所解体工事 旧滝根駐在所 滝根町神俣字町地内
建物①解体　木造平屋建　A=76.2㎡
建物②解体　木造平屋建　A=24.5㎡
建物③解体　物置　A=3.4㎡

H28.9.30 建築工事 1,780,000 平河内工務店 平河内　一博 指名

28 星の村ふれあい館大広間改修工事
星の村ふれあい
館

滝根町菅谷字馬場地内
収納物入れ設置工事　A=6.6㎡
たたみ入替え　N=72.0枚
カーペット敷き　A=40.0㎡

H28.8.25 建築工事 1,450,000 有限会社　永山工務店 代表取締役　永山　正一 指名

29 水道施設保全改修　滝根浄水場配水流量計更新工事 滝根町神俣字入新田地内 配水流量計更新　N=1.0基 H28.12.16
電気設備工
事

4,550,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

30 水道施設保全改修　田村市浄水施設ポンプ設備更新工事 船引町船引字上川原地内外

【船引浄水場管内ポンプ更新】取水ポンプ5台　送水ポ
ンプ3台　送水ポンプ用電動弁2台、【大越浄水場管内
ポンプ更新】送水ポンプ2台、【常葉浄水場管内ポンプ
更新】取水ポンプ6台　送水ポンプ4台　加圧ポンプ1台

H29.1.29
機械設備工
事

50,000,000 株式会社　翼水ｴﾝｼﾞﾆｱ 代表取締役　　矢部　正一 指名

31 市道越田和線　用地測量業務委託 市道越田和線 船引町南移字町尻地内 用地測量　A=2.42ha H29.1.27 業務委託 7,800,000 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

32 農業集落排水接続管測量設計業務委託 滝根町菅谷字六大田地内外
当初測量面積　A=7.00ha、当初設計延長
L=578.0m

H29.2.24 業務委託 20,000,000 昭和技術設計　株式会社 代表取締役　渡辺　和明 指名

33 農業集落排水接続管地質調査業務委託 滝根町菅谷字六大田地内外
地質調査　当初　N=8箇所（ボーリング深度
H=64.0m）

H28.11.25 業務委託 7,300,000
日栄地質測量設計　株式会社　郡山
支社

取締役支社長　蛭田　浩仙 指名

34 社会資本整備総合交付金事業　市道原線　補償物件調査算定業務委託 市道原線 船引町船引字鐙ヶ池地内 補償物件調査算定　N=1.0式 H28.9.30 業務委託 1,500,000 株式会社　建設相互測地社 代表取締役　安孫子　健一 指名

35 田村市公共下水道し尿投入計画概要書作成業務委託 船引町春山地内
田村市公共下水道し尿投入計画概要書の
作成　一式

H29.3.24 業務委託 入札不調 ― ― 指名

36 田村市公共下水道公営企業会計移行事務支援業務委託 船引町船引字畑添地内

債務負担行為による契約
（契約締結の翌日から平成32年3月31日まで）
固定資産調査及び評価、企業会計移行事務支援、シ
ステム構築支援、経営戦略策定など

H32.3.31 業務委託 32,000,000 株式会社　パスコ　福島支店 支店長　野呂　英樹 指名

37 都路歯科診療所コンプレッサ・バキューム・滅菌器購入 都路町古道字寺下50
歯科コンプレッサ・バキューム・滅菌器　一
式

H28.7.29 備品購入 1,708,200 株式会社　岩瀬歯科商会　福島支店 支店長　小島　勇 指名

38 田村市公用車購入（小型貨物緊急車両2台）
船引町船引字上川原33番地
田村市水道事業所

水道事業所配置用　公用車2台（小型貨物
緊急車両）

H28.9.30 備品購入 3,100,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名


