
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

1 水道施設保全改修事業　船引浄水場薬注設備更新工事 0 船引町船引字上川原地内

船引浄水場薬品注入機器老朽化による更新工事  ・次亜塩素
注入機(ﾎﾟﾝﾌﾟ2台搭載)　4台　・PAC注入機(ﾎﾟﾝﾌﾟ2台搭載)　4
台　・苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(液中ﾎﾟﾝﾌﾟ×2、100ℓﾀﾝｸ付)　1組　・
次亜塩素貯蔵槽（PE製円筒堅型1.5ｍ3）２槽　・次亜塩素、
PAC、薬注設備計装盤(屋内自立型)　各1面　・電磁流量計(次
亜塩×4台、PAC2台)　6台
・液位計(次亜塩×2台、PAC×1台)　　3台

H32.3.19
暖冷房衛生
設備工事

175,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 条件付き

1 旧大越診療所解体工事 旧大越診療所 大越町上大越字古川地内
○診療所棟解体　RC造２階建　A=1,242㎡
○倉庫棟解体　S造平屋建　A=60㎡

H31.3.22 建築工事 71,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

3 市道黒内３号線　道路改良舗装工事 市道黒内３号線 船引町荒和田字舘ヶ森地内
延長　L=130.0ｍ　　改良舗装延長
L=130.0ｍ　　幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H31.3.22 土木工事 13,500,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

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

船引町上移字馬込地内 可燃物詰替　N=480袋 H31.2.22 業務委託 16,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

5 市道黒井所線　道路改良舗装工事 市道黒井所線 船引町笹山字黒井所地内
延長　Ｌ＝80.00ｍ　　改良舗装延長　Ｌ＝
80.00m　　幅員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

H31.3.22 土木工事 12,900,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

6 除染除去土壌搬出業務（田村市運動公園）

搬出場（一時保管
所）：田村市運動公
園　積込場（一時保
管所）：田村市運動
公園

船引町船引字遠表地内 除染除去土壌搬出　N=940袋 H31.3.22 業務委託 30,000,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

7
福島再生加速化交付金事業　船引町船引Ⅰ地区道路等側溝堆積物撤去・処理
業務委託

市道たばこ試験
場線外

船引町船引地内外
道路等側溝堆積物撤去・処理　　Ｌ＝13.0
㎞

H31.3.22 業務委託 35,500,000.00 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

8 社会資本整備総合交付金事業　市道西向今泉線　舗装新設工事
市道西向今泉
線

船引町今泉字葉前場地内
延長　Ｌ＝364.2ｍ　　舗装新設延長　Ｌ＝
364.2ｍ　　幅員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

H31.3.22 舗装工事 14,400,000.00 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

9 水道施設保全改修　船引字扇田地内配水管布設工事
市道扇田４号
線、市道扇田６
号線

船引町船引字扇田地内

・水道未普及地域への配水管布設工事　　配水用ポリ
エチレン管　HPPE φ100　L=148.0ｍ（市道扇田４号
線）　　　配水用ポリエチレン管　HPPE φ100
L=168.3ｍ（市道扇田６号線）　　合計　L=316.3ｍ

H31.2.22 上水道工事 10,580,000.00 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 西向屋内ゲートボール場トイレ改修工事
西向屋内ゲート
ボール場

常葉町西向字田中地内
○便器撤去新設　大便器　Ｎ＝1台　　小便
器　Ｎ＝１台　　○塩化ビニル管配管　ＶＵ
φ１００　Ｌ＝１０ｍ

H30.12.21
暖冷房衛生
設備工事

1,400,000.00 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

11 上野屋内ゲートボール場トイレ改修工事
上野屋内ゲート
ボール場

常葉町常葉字上野地内
○便器撤去新設　大便器　Ｎ＝１台　　小便
器　Ｎ＝１台　　○塩化ビニル管配管　ＶＵ
φ１００　Ｌ＝１４ｍ

H30.12.21
暖冷房衛生
設備工事

1,570,000.00 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

12
社会資本整備総合交付金事業　市道西向今泉線　道路改良舗装工事(第2回工
事)

市道西向今泉
線

常葉町西向字仁井町地内
延長　Ｌ＝80.0ｍ　　改良舗装延長　Ｌ＝
80.0ｍ　　幅員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

H31.3.22 土木工事 13,650,000.00 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

13 除染除去物端末輸送業務（山根行政区（４号組その１））
搬出場（一時保管所）：山
根行政区（４号組その１）
積込場（一時保管所）：山
根行政区（２号組その2）

常葉町山根字萩平地内 除染除去物端末輸送　N=580袋 H31.3.22 業務委託 22,450,000.00 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

14 市道東向線　道路改良舗装工事 市道東向線 常葉町常葉字白地石地内
延長　Ｌ＝87.16ｍ　　改良舗装延長　Ｌ＝
11.76ｍ　　暫定改良延長　Ｌ＝75.40ｍ
幅員　W＝5.5（7.0）ｍ

H31.3.22 土木工事 13,500,000.00 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

15 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（都路第11行政区(休場)）
積込場（一時保
管所）：都路第
11行政区(休場)

都路町古道字休場地内 可燃物詰替　N=510袋 H31.3.22 業務委託 17,000,000.00 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

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

常葉町堀田字岡谷地地内 可燃物詰替　N=1,970袋 H31.2.22 業務委託 59,700,000.00 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

17 里山再生モデル事業　除染作業道整備業務（五十人山） 五十人山 都路町岩井沢字南向国有林地内 除染作業道整備　L=671.9ｍ H31.3.29 業務委託 19,950,000.00 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

18 水道施設保全改修　大越浄水場急速ろ過池ろ過材交換工事 0 大越町上大越字大日前地内
急速ろ過池ろ過材交換工事　N=１池
急速ろ過池池内塗装工事　N=１池

H31.3.22 土木工事 5,930,000.00 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

平成３０年１０月３１日執行　入札結果一覧表



19
福島再生加速化交付金事業　滝根町第1地区道路等側溝堆積物撤去・処理業
務委託

市道石神安土
前線外

滝根町菅谷地内外 道路等側溝堆積物撤去・処理　　Ｌ＝2.8㎞ H31.3.22 業務委託 9,200,000.00 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

20
福島再生加速化交付金事業　大越町第1地区道路等側溝堆積物撤去・処理業
務委託

市道中原4号線
外

大越町下大越地内外 道路等側溝堆積物撤去・処理　Ｌ＝1.8㎞ H31.3.22 業務委託 7,050,000.00 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

21 田村市産業団地　街区３号線舗装新設工事
田村市産業団
地 街区３号線

大越町上大越字後原地内
舗装延長　Ｌ＝95.0m　　幅員　Ｗ＝6.0
（9.0）m

H31.3.26 舗装工事 5,700,000.00 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

22 都路行政局　屋上防水工事 都路行政局 都路町古道字本町地内
○既存アスファルト防水撤去　A=243㎡
○屋上防水シート新設　塩化ビニル樹脂系
t=1.5　A=243㎡

H31.2.22 建築工事 6,900,000.00 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

23 南地区用水路整備工事 0 都路町古道字白石地内 用水路整備工 L＝158.0ｍ H31.3.22 土木工事 4,200,000.00 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

24 公共下水道事業舗装復旧工事（西向字米粉原地内外） 0 常葉町西向字米粉原地内外
施工面積　　Ａ＝252.87㎡　　（単独事業
舗装工　Ａ＝252.87㎡）

H30.12.21 舗装工事 4,000,000.00 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

25 市道檜山牧場線　舗装工事
市道檜山牧場
線

常葉町堀田字八升栗地内 舗装工事　L=170.0ｍ　　W=5.0（6.0）ｍ H31.3.22 舗装工事 7,250,000.00 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

26
福島再生加速化交付金事業　常葉町第1地区道路等側溝堆積物撤去・処理業
務委託

市道樋ノ口線外 常葉町常葉地内外 道路等側溝堆積物撤去・処理　　Ｌ＝1.2㎞ H31.3.22 業務委託 4,200,000.00 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

27
農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）　ため池
放射性物質対策工業務委託（赤土（下）池）

赤土（下）池 常葉町堀田字赤土地内 底質除去（バキューム浚渫工）　A＝52.0㎡ H31.1.25 業務委託 6,000,000.00 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

28 除染除去物輸送に係る積込場整備業務（山根行政区（8号組その2））
積込場（一時保管
所）：山根行政区
（8号組その2）

常葉町山根字花立地内 一時保管所積込場整備　A=3,300.0㎡ H31.1.25 業務委託 1,950,000.00 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

29 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台二丁目地内外） 0 船引町東部台二丁目地内外
施工面積　　Ａ＝451.70㎡　　（単独事業
舗装工　Ａ＝451.70㎡）

H30.12.21 舗装工事 3,200,000.00 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

30 市道鼠喰線　道路改良舗装工事 市道鼠喰線 船引町大倉字伊後田地内
改良延長　Ｌ＝25.0ｍ　　舗装延長　Ｌ＝
25.0ｍ　　幅　　員　W＝4.0（5.0）ｍ

H31.3.22 土木工事 6,400,000.00 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

31
福島再生加速化交付金事業　船引町南部Ⅰ地区道路等側溝堆積物撤去・処理
業務委託

市道春山芦沢
線外

船引町春山地内外 道路等側溝堆積物撤去・処理　　Ｌ＝1.9㎞ H31.3.22 業務委託 5,650,000.00 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

32 除染除去土壌搬出業務（旧椚山小学校）

搬出場（一時保管所）：
旧椚山小学校　積込場
（一時保管所）：田村市
運動公園

船引町椚山字池ノ辺地内 除染除去土壌搬出　N=216袋 H31.3.22 業務委託 9,220,000.00 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

33
福島再生加速化交付金事業　船引町北部Ⅰ地区道路等側溝堆積物撤去・処理
業務委託

市道五斗蒔田
線外

船引町荒和田地内外 道路等側溝堆積物撤去・処理　　Ｌ＝4.1㎞ H31.3.22 業務委託 10,700,000.00 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

34 除染除去物輸送に係る進入路整備業務（長外路）
長外路　一時保
管所

船引町長外路字大平地内 一時保管所進入路整備　L=61.0ｍ H31.1.25 業務委託 1,300,000.00 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

35 市道追分文珠上線　道路改良工事
市道追分文珠
上線

船引町文珠字上地内 改良工事　Ｌ＝160.0ｍ　　W＝4.0ｍ H31.2.22 土木工事 2,150,000.00 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

36
農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）　ため池
放射性物質対策工業務委託（門鹿池）

門鹿池 船引町門鹿字湯夫地内 底質除去（ポンプ浚渫工）　A＝128.0㎡ H31.1.25 業務委託 8,770,000.00 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

37 除染除去土壌搬出業務（船引運動場）

搬出場（一時保管所）：
船引運動場　積込場
（一時保管所）：田村市
運動公園

船引町船引字源次郎地内 除染除去土壌搬出　N=114袋 H31.3.22 業務委託 5,400,000.00 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

38 福祉の森公園内自家用引込柱移設工事 福祉の森公園 船引町船引字源次郎地内 ○自家用引込柱移設　Ｎ＝１式 H31.3.22
電気設備工
事

6,200,000.00 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名



39 都路行政局変圧器改修工事 都路行政局 都路町古道字本町地内 ○油入変圧器改修　Ｎ＝１式 H31.1.25
電気設備工
事

1,250,000.00 株式会社　矢吹電気工事 代表取締役　矢吹　孔市 指名

40 平成３０年度田村市防犯灯ＬＥＤ化工事 田村市内 滝根町・大越町地内
・防犯灯ＬＥＤ化　　・プレート取付　　・台帳
作成

H31.3.22
電気設備工
事

27,320,000.00 有限会社　柳沼電工 代表取締役　柳沼　末吉 指名

41 市営住宅火災警報器購入 0 船引町船引字畑添地内 ○火災警報器購入　Ｎ＝１０２３個 H30.11.30 備品購入 1,790,000.00 有限会社　フナデン 代表取締役　佐藤　文武 指名

42 防災・安全交付金事業　梵天川5号橋外橋梁補修調査設計業務委託
市道梵天川住
宅線外

滝根町神俣字梵天川地内外
橋梁補修調査設計業務　Ｎ＝４．０橋　　詳
細調査　１．０式　　補修設計　１．０式

H31.3.22 業務委託 8,900,000.00 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

43 田村市原子力災害時広域避難マップ作成委託 0 船引町船引字畑添地内
田村市原子力災害時広域避難マップ
13,000部　　・ホームページデータ（公衆送
信権含）　　・二次元コード作成

H31.3.22 業務委託 2,180,000.00 北海道地図　株式会社　福島支店 支店長　山崎　浩資 指名

44 ふくしま森林再生事業　山根地区１-②工区　森林整備業務委託 山根地区 常葉町山根字殿上地内
山根地区１-②工区（常葉町山根字殿上地
内）　　森林整備　A=14.69ha（地拵え、植
栽）

H31.1.31 業務委託 17,500,000.00 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名


