
No 工事等名 路線・施設名
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（納入先）

工事の概要 工期
工事等種

別
落札金額
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落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 大越診療所　敷地造成工事 大越診療所 大越町下大越字上田地内 敷地造成工　A=2,218.8㎡ H31.3.22 土木工事 30,200,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

2
公共下水道事業管渠布設工事
(菅谷字平木内地内)

滝根町菅谷字平木内地内
施工延長　L=169.2ｍ　（φ150　開削工法
L＝162.2ｍ）

H31.2.22 下水道工事 13,000,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

3
公共下水道事業管渠布設工事
(菅谷字畑中地内)

滝根町菅谷字畑中地内
施工延長　L=215.9ｍ　（開削工法　圧送管
PEφ75　L=215.9ｍ　）

H31.2.22 下水道工事 13,600,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

4 滝根Ｂ＆Ｇプール改修工事
滝根Ｂ＆Ｇ海洋
センター

滝根町神俣字河原地内

○プールサイド改修工事　プールサイドシート
Ａ＝354.0㎡    ○シャワーユニット設置工事
シャワーユニット本体　Ｎ＝１基    ○トイレ洋式
化工事　洋風便器　Ｎ＝３組

H31.2.22 建築工事 13,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

5 下大越字中平地区　水路整備工事 大越町下大越字中平地内 水路整備工（400×400）　L=200.0ｍ H31.3.22 土木工事 4,800,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

6 弁天ザクラ　駐車場整備工事 弁天ザクラ 滝根町菅谷字七曲地内
ロープ柵設置工　L=88.0ｍ　　階段工
L=14.0ｍ

H30.12.21 土木工事 1,900,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

7 菅谷字山田地区　水路整備工事 滝根町菅谷字山田地内 水路整備工（500×500）　L=70.0ｍ H31.3.22 土木工事 2,050,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

8 あぶくま洞入洞通路屋根修繕工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内
○外部足場設置　くさび緊結式　A=356.0㎡
○ポリカーボネート板撤去・新設　N=60枚

H30.12.21 建築工事 1,890,000 平河内工務店 平河内　一博 指名

9 公共下水道関連　下大越字平鉢地内配水管布設替工事 大越町下大越字平鉢地内

・公共下水道工事に支障となる配水管布設
替工事　　・配水用ポリエチレン管　HPPE
φ50　L=55.2ｍ　　　仮設配管　50A　L=60.0
ｍ

H31.2.22 上水道工事 3,200,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

10
公共下水道事業管渠布設工事
(菅谷字六大田地内)

滝根町菅谷字六大田地内
施工延長　L=100.0ｍ　（φ150　開削工法
L＝100.0ｍ）

H31.2.22 下水道工事 6,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

11 公共下水道事業公共ます取付管設置工事（船引字馬場地内） 船引町船引字馬場地内

施工延長　L=30.7ｍ　　取付管設置φ150
L=23.7ｍ　　取付管設置φ100　L=7.0ｍ　　管理
用塩ビます設置工　N=2箇所　　公共ます設置
工　N=3箇所

H30.12.21 下水道工事 2,360,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

12
社会資本整備総合交付金事業
市道永畑屋戸線　道路改良舗装工事

市道永畑屋戸
線

船引町春山字永畑地内
改良延長　Ｌ＝40.0m　　舗装延長　Ｌ＝
40.0m　　幅員　Ｗ＝4.0（5.0）m

H31.3.22 土木工事 10,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

13 船引町小沢地区　水路整備工事 船引町今泉字鳥足地内 水路整備工（1000×600）　L=100.0ｍ H31.3.22 土木工事 6,950,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

14
社会資本整備総合交付金事業
市道原線　舗装新設工事

市道原線 船引町北鹿又字広見地内
舗装延長　Ｌ＝85.2ｍ　　幅員　Ｗ＝6.0
（8.0）ｍ

H31.2.22 舗装工事 10,750,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

15 堀田字下田代地区　水路整備工事 常葉町堀田字下田代地内
水路整備工　L=100.0ｍ　（400×400
L=40.0ｍ）　（900×900　L=60.0ｍ）

H31.3.22 土木工事 4,550,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

16 山根字定福地区　水路整備工事 常葉町山根字定福地内 水路整備工（900×900）　L=130.0ｍ H31.3.22 土木工事 7,100,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

17 除染除去物端末輸送業務（山根行政区（5号組その1））

搬出場（一時保管所）：
山根行政区（5号組そ
の1）　積込場（一時保
管所）：山根行政区（5
号組その3）

常葉町山根字雨乞平地内 除染除去物端末輸送　N=1,730袋 H31.1.25 業務委託 60,500,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

18 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（都路第7・8行政区（戸田平））

積込場（一時保
管所）：都路第
7・8行政区（戸
田平）

都路町古道字戸田平地内 可燃物詰替　N=3,660袋 H31.1.25 業務委託 106,700,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

19 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（都路第10行政区（頭ノ巣その2））

積込場（一時保管
所）：都路第10行
政区（頭ノ巣その
2）

都路町古道字高橋地内 可燃物詰替　N=400袋 H30.12.21 業務委託 13,500,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名
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20 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（黒川行政区（八升栗））
積込場（一時保
管所）：黒川行
政区（八升栗）

常葉町堀田字八升栗地内 可燃物詰替　N=1,030袋 H30.12.21 業務委託 32,650,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

21 除染除去物端末輸送業務（山根行政区（1号組））

搬出場（一時保管所）：
山根行政区（1号組）
積込場（一時保管所）：
山根行政区（2号組）

常葉町山根字殿上地内 除染除去物端末輸送　N=1,660袋 H31.1.25 業務委託 58,900,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

22 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（山根行政区（3号組））
積込場（一時保
管所）：山根行
政区（3号組）

常葉町山根字殿上地内 可燃物詰替　N=440袋 H30.12.21 業務委託 14,850,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

23 除染除去物端末輸送業務（南移行政区）

搬出場（一時保管所）：
南移行政区　　積込場
（一時保管所）：横道行
政区（その2）

船引町南移字戸引地内 除染除去物端末輸送　N=3,000袋 H31.2.22 業務委託 103,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

24
社会資本整備総合交付金事業
市道越田和線　道路改良舗装工事

市道越田和線 船引町南移字町尻地内
改良延長　Ｌ＝168.1ｍ　　舗装延長　Ｌ＝
168.1ｍ　　幅員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

H31.3.22 土木工事 21,500,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

25 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（横道行政区）
積込場（一時保
管所）：横道行
政区

船引町横道字日向前地内 可燃物詰替　N=3,470袋 H31.1.25 業務委託 101,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

26 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（上移行政区（上道））
積込場（一時保
管所）：上移行
政区（上道）

船引町上移字上道地内 可燃物詰替　N=920袋 H30.12.21 業務委託 29,400,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

27
公共下水道事業管渠布設工事
(船引字扇田地内)

船引町船引字扇田地内
施工延長　L=223.3ｍ　（φ150　開削工法
L＝223.3ｍ）

H31.2.22 下水道工事 14,500,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

28 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事(船引字砂子田地内) 船引町船引字砂子田地内 施工数量　N=１箇所 H31.2.22
機械設備工
事

9,650,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　吉田　広章 指名

29 大越診療所給水管新設工事測量設計業務委託 大越診療所 大越町下大越字上田地内
○給水管新設設計　L=350.0ｍ　　○県道
占用協議資料作成　N=１式

H31.1.25 業務委託 2,500,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋  和広 指名

30 田村市道路台帳補正業務委託 田村市全域 田村市市内一円

道路台帳補正業務委託　　４級基準点測量
Ｌ＝4.54㎞　　新規　Ｌ＝0.33㎞　　幅員の変
更　Ｌ＝4.21㎞　　関連路線の修正　Ｌ＝
1.00㎞

H31.3.22 業務委託 10,500,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

31 上大越字水神宮地区水路整備測量設計業務委託 大越町上大越字水神宮地内 水路整備測量設計　L=0.24㎞ H31.3.22 業務委託 5,200,000 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

32 下大越字三斗蒔地区水路整備測量設計業務委託 大越町下大越字三斗蒔地内 水路整備測量設計　L=0.66㎞ H31.3.22 業務委託 9,700,000 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

33 にこにこスペース都路大型遊具購入 都路町古道字遠下前地内 大型遊具購入 H30.11.30 備品購入 1,138,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名


