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

1 船引浄水場浄水池残留塩素計修繕工事 船引町船引字上川原地内

無試薬式残留塩素計　N=2.0組　（残留塩
素計検出器、変換器、サンプリング装置、
アレスタボックス補用品1年分、組立性能試
験含む）

H29.9.29
電気設備工
事

5,100,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

2 田村市産業団地　汚染土壌掘削工事
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 土壌掘削　N=71.0箇所 H29.9.29 土木工事 7,760,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

3 あぶくま洞加圧ポンプ場第２号ポンプ修繕工事 滝根町菅谷字俵林地内 第２号ポンプ修繕　N=1.0基 H29.12.15 上水道工事 1,950,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

4 除去土壌等の搬出にかかる業務委託（旧菅谷小学校） 旧菅谷小学校 滝根町菅谷地内 除去土壌　N=236袋 H29.6.30 業務委託 16,000,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

5 市道駅前馬場線　道路改良舗装工事 市道駅前馬場 船引町船引字西中子縄地内
改良延長　L=93.0m、舗装延長　L=79.1m、
幅員　W=6.0(10.0)m

H30.1.26 土木工事 24,400,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

6 市道小塚1号線　道路改良舗装工事 市道小塚1号線 船引町中山字小塚地内
改良延長　L=80.0m、舗装延長　L=80.0m、
幅員　W=4.0(5.0)m

H29.10.27 土木工事 15,300,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

7 市道北ノ作線　舗装新設工事 市道北ノ作線 船引町上移字北ノ作地内
舗装施工延長　L=220.0m、幅員
W=5.5(7.0)m

H29.8.25 舗装工事 14,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

8 水道施設保全改修　久保中圧力調整弁更新工事 常葉町久保字小山地内
水道施設保全改修による圧力調整弁更新
圧力調整弁（PR-10型、Ø100）　N=1.0基

H29.9.29 上水道工事 2,030,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

9 常葉デイサービスセンター空調設備更新工事 常葉町常葉字備前作地内
空調機器更新　天井カセット形パッケージ
エアコン設置　N=2.0セット

H29.6.30
暖冷房衛生
設備工事

1,580,000 白石水道設備工業 白石　繁好 指名

10 常葉デイサービスセンターボイラー取替工事 常葉町常葉字備前作地内
ボイラー取替工事　バコティンヒーター設置
N=１式、既設温水器解体撤去　N=１式

H29.7.28
暖冷房衛生
設備工事

3,500,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

11 滝根中学校高架水槽改修工事 滝根町神俣字中広土地内
撤去・新設一式

H29.8.25
暖冷房衛生
設備工事

4,200,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

12 船引南小学校屋内運動場耐震補強設計業務委託 船引町堀越字丸森地内
補強計画（評価書）　A=480㎡、実施設計
（建築・設備・仮設・改修）

H30.2.23 業務委託 5,640,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

13 滝根幼稚園改築工事実施設計業務委託 滝根町神俣字関場地内
実施設計一式　A≒461㎡、既存園舎の解
体設計

H30.2.23 業務委託 4,490,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

14 滝根幼稚園敷地測量設計業務委託 滝根町神俣字関場地内 測量設計　A=0.7ha H29.10.27 業務委託 2,500,000 有限会社　坪倉土質調査設計 代表取締役　坪倉　新治 指名

15 滝根幼稚園地質調査業務委託 滝根町神俣字関場地内 地質調査　N=3個所 H29.7.28 業務委託 3,700,000 有限会社　坪倉土質調査設計 代表取締役　坪倉　新治 指名
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16 ふくしま森林再生事業　常葉地区2-②工区　森林整備業務委託 常葉地区 常葉町常葉字四重城地内 森林整備 A=19.90ha（間伐・路網整備） H29.11.30 業務委託 21,000,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

17 ふくしま森林再生事業　滝根地区4工区　森林整備業務委託 滝根地区 滝根町広瀬字上平地内 森林整備 A=19.43ha（間伐） H29.11.30 業務委託 9,280,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

18 ふくしま森林再生事業　大越地区2-②工区　森林整備業務委託 大越地区 大越町下大越字大平地内 森林整備 A=6.60ha（下刈・年1回刈り） H29.11.30 業務委託 2,170,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

19 田村市産業団地　汚染土壌運搬処理業務委託 大越町上大越字後原地内 汚染土壌量　5,966㎥（10,739t） H29.10.27 業務委託 190,950,500 ＤＯＷＡエコシステム　株式会社 代表取締役社長　飛田　実 指名

20 飲料水水質検査業務委託 田村市水道事業所区域内

配水：基準項目9項目、11項目、23項目、39項目、49
項目、51項目、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ　　原水：大腸菌、
嫌気性芽胞菌、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ、農薬119項
目、鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ

H30.3.31 業務委託 12,160,000
株式会社　新環境分析センター福島
県分析センター

センター長　薄井　孝之 指名

21 田村市障害者計画・第５期田村市障害福祉計画策定業務委託 田村市内全域

・国の制度改正等の動向の把握　・障害保健福祉関連事業の課題等を
把握するために障害のある人への実態・意識調査　・障害保健福祉関
連事業の課題等を分析、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ、相談支援、地域生活支援事
業、障害児通所支援事業の必要量見込　・調査報告書のとりまとめ、計
画書の作成、障害者地域総合支援協議会での説明対応等

H30.3.20 業務委託 3,936,000 アシスト　株式会社 代表取締役　西村　竹松 指名

22 水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（4tローリー） 田村市水道事業所
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム　4tローリー
購入1kgあたり（年間使用量　84,150kg）

H30.3.31 物品購入 46.00 有限会社　渡辺薬局 代表取締役　星　淳 指名

23 水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（2tローリー） 田村市水道事業　大越浄水場
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム　2tローリー
購入1kgあたり（年間使用量　9,880kg）

H30.3.31 物品購入 56.00 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

24 水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（2tローリー） 田村市水道事業所
滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ　2tローリー購
入1kgあたり（年間使用量　27,960kg）

H30.3.31 物品購入 63.50 有限会社　渡辺薬局 代表取締役　星　淳 指名

25 水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（1箱18Ｌ）
田村市水道事業　大越浄水場・
常葉浄水場・滝根浄水場・入新田
浄水場

滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ　1箱18Ｌあたり
（年間使用量　1,040箱）　大越280箱、常葉
310箱、滝根230箱、入新田220箱

H30.3.31 物品購入 2,900 有限会社　さとう 代表取締役　佐藤　順子 指名


