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1 大越体育館耐震改修・大規模改修建築主体工事 大越体育館 大越町上大越字元池地内

○耐震補強工事　柱ＲＣ巻立て補強工事　Ｎ＝８ヶ所
ＲＣ耐震壁新設工事　　Ｎ＝５ヶ所　○大規模改修工
事　アリーナ床塗装工事　　Ａ＝１,０６５㎡　折畳式バ
スケット装置設置　Ｎ＝２対

H31.2.22 建築工事 135,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

1
みらいを創る市町村等支援事業
行司ヶ滝遊歩道　歩道橋改修工事

行司ヶ滝遊歩道 都路町古道字小滝沢地内 歩道橋改修　Ｎ＝４．０橋 H30.12.21 土木工事 32,600,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

2 市道古道線　舗装新設工事 市道古道線 都路町古道字阿園平地内
舗装工　延長　Ｌ＝１,０００．００ｍ
幅員　Ｗ＝３．００（４．５０）ｍ

H30.9.28 舗装工事 16,380,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

3 除染除去物端末輸送業務（スカイパレス）
スカイパレス一
時保管所

常葉町山根 字 殿上　地内 除染除去物端末輸送　N=5,391袋 H30.9.28 業務委託 169,000,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

4 市道駅前馬場線　道路改良舗装工事
市道駅前馬場
線

船引町船引字上田中地内 延長　L=43.50ｍ H30.11.30 土木工事 12,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

5 公共下水道事業管渠布設工事（船引字山ノ内第１地内） 0 船引町船引字山ノ内地内
施工延長　L=258.50ｍ　（基幹事業　塩ビφ
150　開削工法　L=258.50ｍ）

H30.11.30 下水道工事 19,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

6 公共下水道事業管渠布設工事（船引字砂子田第１地内） 0 船引町船引字砂子田地内
施工延長　L=232.50ｍ　（基幹事業　φ150　開削工法
L=26.00ｍ）　（基幹事業　φ200　開削工法　L=183.50
ｍ）　（基幹事業　φ250　開削工法　L=23.00ｍ）

H31.1.25 下水道工事 26,300,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

7 大久保生活改善センター改築工事
大久保生活改
善センター

都路町古道字春日前地内
○集会所解体　木造平屋建　Ａ≒170㎡
○集会所新築　木造平屋建　Ａ＝164.78㎡

H31.2.22 建築工事 45,290,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字風呂前地内外） 0 大越町下大越字風呂前地内外

施工延長　L=291.60㎡　（基幹事業　塩ビ
φ150　開削工法　L=136.00ｍ）　（基幹事
業　リブ付き塩ビφ150　開削工法
L=155.60ｍ）

H30.12.14 下水道工事 24,400,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

9 公共下水道事業舗装復旧工事（下大越字町地内外） 0 大越町下大越字町地内外
施工面積　Ａ＝1433.08㎡　（基幹事業　舗
装工　　A＝1280.95㎡）　（単独事業　舗装
工　　A＝152.13㎡）

H30.9.28 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

10 公共下水道事業舗装復旧工事（神俣字五林平地内） 0 滝根町神俣字五林平地内
施工面積　A=1082.48㎡　（基幹事業　舗装
工　A=920.88㎡）　（単独事業　舗装工
A=161.60㎡）

H30.8.31 舗装工事 5,600,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

11 市道島ノ松2号線　道路改良舗装工事
市道島ノ松2号
線

滝根町菅谷字入上入地内
改良延長　Ｌ＝１１１．８ｍ　舗装延長　Ｌ＝
１１１．８ｍ　幅　　員　Ｗ＝４．０ｍ

H30.10.26 土木工事 5,200,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

12 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（大越・滝根） 0 大越町上大越　地内外
維持管理（除草）　➀大越　A=800.0㎡　②
牧野　A=400.0㎡　③滝根　A=1,300.0㎡

H30.10.26 業務委託 960,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

13 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路1工区） 岩井沢　地内 都路町岩井沢　地内

維持管理（除草）　➀西戸その2　A=900.0㎡　②松葉
A=1,650.0㎡　③平内地その1　A=1,650.0㎡　④平内
地その2　A=600.0㎡　⑤大槻　A=1,950.0㎡　⑥小与内
A=900.0㎡　⑦ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ都路　A=1,200.0㎡

H30.10.26 業務委託 3,460,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

14 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路2工区） 0 都路町岩井沢　地内
維持管理（除草）　➀第3行政区（平蔵内その1）　A=1,250.0㎡　②第3行
政区（平蔵内その2）　A=1,400.0㎡　③第3行政区（言神）　A=1,450.0㎡
④第4行政区（強梨）　A=900.0㎡　⑤第4行政区（持藤田）　A=1,100.0㎡
⑥第5行政区（樽梨子）　A=2,850.0㎡

H30.10.26 業務委託 3,500,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

15 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路3工区） 0 都路町古道　地内

維持管理（除草）　➀第6行政区（芹ケ沢）　A=3,450.0
㎡　②第7・8行政区（戸田平）　A=3,650.0㎡　③第12
行政区（杉内その1）　A=3,200.0㎡　④第12行政区（杉
内その2）　A=750.0㎡

H30.10.26 業務委託 4,330,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

16 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路4工区） 0 都路町古道　地内
維持管理（除草）　➀第10行政区（頭ノ巣その1）　A=1,900.0㎡　②第10
行政区（頭ノ巣その2）　A=750.0㎡　③第10行政区（大久保）　A=1,250.0
㎡　④第11行政区（休場）　A=700.0㎡　⑤第11行政区（白石）
A=1,450.0㎡　⑥第11行政区（馬洗戸）　A=900.0㎡

H30.10.26 業務委託 2,700,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

17 下道之内集落センター　改修工事
下道之内集落
センター

都路町古道字芹ヶ沢地内 舗装面積　Ａ＝２２６．０㎡ H30.10.26 土木工事 4,070,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

18 戸屋集会所等　舗装工事 戸屋集会所等 都路町古道字横山前地内外
○戸屋集会所　舗装面積　Ａ＝３２５．５㎡
○小滝沢集会所　舗装面積　Ａ＝７３．５㎡

H30.9.28 舗装工事 2,620,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

平成３０年　５月３１日執行　入札結果一覧表



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

19 南多目的研修センター等　舗装工事
南多目的研修
センター等

都路町古道字白石地内外
○南多目的研修センター　舗装面積　Ａ＝１０２．０㎡
○馬洗戸集会所　　　　　舗装面積　Ａ＝３７０．０㎡ H30.9.28 舗装工事 2,200,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

20 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉1工区） 0 常葉町堀田　地内外

維持管理（除草）　➀堀田行政区（堀田）　A=1,700.0㎡　②黒川行政区（黒川その1）

A=600.0㎡　③黒川行政区（黒川その2）　A=700.0㎡　④黒川行政区（柳渡戸）

A=1,200.0㎡　⑤黒川行政区（八升栗）　A=1,000.0㎡　⑥田代行政区（川越）　A=6,000.0

㎡　⑦田代行政区（田代）　A=1,000.0㎡　⑧関本行政区（関本）　A=100.0㎡　⑨小檜山行

政区（小檜山）A=400.0㎡　⑩早稲川行政区（常葉町早稲川）A=600.0㎡

H30.10.26 業務委託 5,200,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

21 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉2工区） 0 常葉町山根　地内

維持管理（除草）　➀山根行政区（1号組）A=600.0㎡　②山根行政区（2号組）A=1,800.0㎡　③山根行政区（3号

組）A=600.0㎡　④山根行政区（4号組その1）A=800.0㎡　⑤山根行政区（4号組その2）A=1,100.0㎡　⑥山根行政

区（5号組その1）A=500.0㎡　⑦山根行政区（5号組その2）A=1,400.0㎡　⑧山根行政区（7号組）A=800.0㎡　⑨山

根行政区（8号組）A=800.0㎡　⑩山根行政区（ｽｶｲﾊﾟﾚｽ1）A=400.0㎡　⑪山根行政区（ｽｶｲﾊﾟﾚｽ2）A=300.0㎡

⑫山根行政区（ｽｶｲﾊﾟﾚｽ3）A=400.0㎡　⑬山根行政区（ｽｶｲﾊﾟﾚｽ4）A=300.0㎡　⑭山根行政区（ｽｶｲﾊﾟﾚｽ5）

A=600.0㎡

H30.10.26 業務委託 4,070,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

22 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉3工区） 0 常葉町西向　地内外

維持管理（除草）　➀西向行政区（板橋）A=700.0㎡　②西向行政区（中・西美田）A=600.0

㎡　③西向行政区（休石）A=500.0㎡　④西向行政区（下ノ内）A=600.0㎡　⑤鹿山行政区

A=1,000.0㎡　⑥山田作行政区　A=200.0㎡　⑦常葉1・2行政区　A=600.0㎡　⑧石蒔田行

政区　A=400.0㎡　⑨久保行政区　A=1,200.0㎡　⑩新田作行政区　A=1,000.0㎡　⑪山根

行政区（6号組その1）A=700.0㎡　⑫山根行政区（6号組その2）A=900.0㎡

H30.10.26 業務委託 3,300,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

23 市道南1号柏原2号線　道路改良舗装工事
市道南1号柏原
2号線

船引町芦沢字叺内前地内
改良延長　Ｌ＝５５．０ｍ　舗装延長　Ｌ＝６
０．０ｍ　幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

H30.10.26 土木工事 6,840,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

24 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字長作地内外） 0 船引町船引字長作地内外
施工面積　A=1176.74㎡　（基幹事業　舗装
工　A=1147.10㎡）　（単独事業　舗装工
A=29.64㎡）

H30.8.31 舗装工事 6,200,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

25 道路改良関連　国道２８８号バイパス高平地内配水管布設替工事 0 船引町船引字高平　地内

・国道２８８号バイパス工事に伴う配水管布
設替工事　・　配水用ポリエチレン管
HPPE　φ150　L=44.0ｍ　・仮設管　100A
L=47.6ｍ

H30.12.14 上水道工事 6,210,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

26 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎地内外） 0 船引町船引字源次郎地内外
施工延長　L=111.45ｍ　（基幹事業　開削
工法　L=42.45ｍ）　（単独事業　開削工法
L=69.00ｍ）

H30.10.26 下水道工事 8,000,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

27 田村市授産場エアコン更新工事 0 船引町船引字北町通地内
○エアコン更新　天井カセット型４方向ツイ
ン　Ｎ＝２台

H30.7.27
暖冷房衛生
設備工事

1,740,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

28 大越体育館耐震改修・大規模改修機械設備工事 大越体育館 大越町上大越字元池地内
○耐震補強工事に係る機械設備工事　Ｎ
＝１式　○便所改修工事　Ｎ＝１式

H31.2.22
暖冷房衛生
設備工事

9,450,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

29 滝根中学校トイレ改修工事 滝根中学校 滝根町神俣字中広土地内
○便器交換（和式から洋式へ）Ｎ＝１１台
○温水洗浄便座設置　Ｎ＝１７台

H30.9.28
暖冷房衛生
設備工事

5,650,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

30 市道　宮林二ツ森線　側溝敷設工事
市道　宮林二ツ
森線

船引町堀越字御堂内地内 側溝工　Ｌ＝８２．０ｍ H30.8.31 土木工事 2,580,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

31 市道　平線　側溝敷設工事 市道　平線 船引町上移字平地内 側溝工　Ｌ＝９０．０ｍ H30.8.31 土木工事 2,650,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

32 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引1工区） 0 船引町大倉　地内
維持管理（除草）　➀大倉行政区（瀬川・船
引）　A=30,900.0㎡

H30.10.26 業務委託 12,000,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

33 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引2工区） 0 船引町春山　地内外

維持管理（除草）　➀春山行政区　A=1,000.0㎡
②文珠行政区　A=1,300.0㎡　③要田行政区
A=4,800.0㎡　④笹山行政区　A=4,000.0㎡　⑤荒
和田行政区　A=2,900.0㎡

H30.10.26 業務委託 5,450,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

34 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引3工区） 0 船引町北鹿又　地内外

維持管理（除草）　➀鹿又一行政区　A=1,900.0
㎡　②鹿又二行政区　A=1,900.0㎡　③鹿又三行
政区　A=3,000.0㎡　④長外路行政区　A=1,400.0
㎡　⑤石森行政区　A=500.0㎡

H30.10.26 業務委託 3,370,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

35 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引4工区） 0 船引町上移　地内

維持管理（除草）　➀上移行政区（東部）　A=1,900.0㎡
②上移行政区（上道）　A=1,200.0㎡　③上移行政区
（下道）　A=800.0㎡　④上移行政区（西部）　A=1,100.0
㎡　⑤上移行政区（町）　A=4,200.0㎡

H30.10.26 業務委託 3,600,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

36 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引5工区） 0 船引町北移　地内

維持管理（除草）　➀北移行政区（東作）　A=2,000.0㎡
②北移行政区（西作）　A=2,100.0㎡　③北移行政区
（大石）　A=3,700.0㎡　④北移行政区（町その1）
A=850.0㎡　⑤北移行政区（町その2）　A=500.0㎡

H30.10.26 業務委託 3,580,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

37 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引6工区） 0 船引町南移　地内外
維持管理（除草）　➀南移行政区
A=2,500.0㎡　②中山行政区　A=3,400.0㎡
③横道行政区　A=1,400.0㎡

H30.10.26 業務委託 2,800,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

38 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（芦沢・七郷） 0 船引町芦沢　地内外
維持管理（除草）　➀芦沢行政区　A=600.0㎡　②椚山行政区　A=200.0
㎡　③永谷行政区　A=200.0㎡　④遠山沢行政区　A=90.0㎡　⑤上郷行
政区　A=700.0㎡　⑥下郷行政区　A=200.0㎡　⑦本郷行政区　A=500.0
㎡　⑧上行政区　A=300.0㎡　⑨大堀政区　A=300.0㎡

H30.10.26 業務委託 1,250,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名
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39 大越体育館耐震改修・大規模改修電気設備工事 大越体育館 大越町上大越字元池地内
○耐震補強工事に係る電気設備工事　Ｎ
＝１式　○照明器具交換工事　Ｎ＝１式

H31.2.22
電気設備工
事

22,200,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　真一 指名

40 水道施設保全改修　大越浄水場ろ過水濁度計更新工事 0 大越町上大越字大日前　地内 ろ過水濁度計　Ｎ＝1基 H30.9.28
電気設備工
事

5,000,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

41 水道施設保全改修　山根配水池水位計設置工事 0 常葉町山根字月ノ田和　地内
・山根配水池に水位計を設置する。　・　投
込式水位計設置工事　一式　・　監視盤機
能増設　一式

H30.11.30
電気設備工
事

4,400,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

42 防災・安全交付金事業　市道大山柏塚線外　橋梁長寿命化変更計画業務委託 0 田村市市内一円

橋梁長寿命化変更計画業務　Ｎ＝３４７．０橋
作業計画　１．０業務　データベース作成　３４
７．０橋　　照査　１．０業務　報告書作成　３４
７．０橋　　学識者の意見聴取　１．０式

H30.9.28 業務委託 7,600,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

43 田村市東部産業団地　地形測量業務委託
田村市東部産
業団地

常葉町山根字余平田　地内 地形測量　Ａ＝４８．３６ｈａ H30.12.21 業務委託 19,300,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

44 大越診療所　敷地造成測量設計業務委託 大越診療所 大越町下大越字上田地内
地形測量　Ａ＝０．７６ｈａ　路線測量　Ｌ＝
０．０５５ｋｍ　用地測量　Ａ＝０．２２ｈａ　整
地設計　Ｎ＝１．０式

H30.9.28 業務委託 2,950,000 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

45 （仮称）田村中央スマートインターチェンジ井戸地下水変位調査業務委託
（仮称）田村中
央スマートイン
ターチェンジ

大越町牧野字堀之内地内 井戸地下水調査　Ｎ＝５．０箇所 H31.3.25 業務委託 3,200,000
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

46 大久保生活改善センター改築工事監理業務委託
大久保生活改
善センター

都路町古道字春日前地内
○大久保生活改善センター改築工事　監
理業務　Ｎ＝１式

H31.2.22 業務委託 1,715,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

47 大越診療所新築工事実施設計業務委託 大越診療所 大越町下大越字上田地内
○診療所新築実施設計（外構工事設計含
む）　木造平屋建　Ａ≒３３０㎡

H31.1.25 業務委託 10,407,000 株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　吉田　優 指名

48 滝根体育館耐震基本計画・耐震改修実施設計業務委託 滝根体育館 滝根町神俣字河原地内

○耐震補強基本計画策定業務　Ｎ＝１式　○耐震補
強基本計画に基づく耐震改修工事実施設計業務　Ｎ
＝１式　○大規模改修工事実施設計業務　Ｎ＝１式
用途：体育館　ＲＣ造　２階建　Ａ＝２,５０６㎡

H31.2.22 業務委託 7,250,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

49 大越体育館耐震改修・大規模改修工事監理業務委託 大越体育館 大越町上大越字元池地内
○耐震改修・大規模改修工事監理業務　Ｎ
＝１式　用途：体育館　ＲＣ＋Ｓ造　２階建
Ａ＝２,１６４㎡

H31.2.22 業務委託 3,962,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 指名

50 消防小型動力ポンプ購入 0 船引町船引字畑添７６番地２ 消防小型動力ポンプ　３台購入 H30.10.26 物品購入 4,500,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

51 消防用ホース購入 0 船引町船引字畑添７６番地２ 消防用ホース１４０本購入 H30.10.26 物品購入 4,690,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名


