
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 田村市パークゴルフ場整備工事（第２回工事）
田村市パークゴ
ルフ場

船引町椚山字朝日前地内 敷地整備工　Ｎ＝１式 R2.12.25 土木一式工事 127,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

2 田村市産業団地　地中埋設物撤去工事
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 地中埋設物撤去　Ｎ＝１式 R2.7.31 土木一式工事 330,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

1 市道入新田金山線　災害復旧工事
市道入新田金
山線

滝根町神俣字入新田地内
舗装復旧工　施工延長　Ｌ＝320ｍ　Ｗ＝
6.5ｍ

R2.3.31 土木一式工事 26,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

2 令和元年災第２８６号　市道　元木下線　道路災害復旧工事 市道元木下線 船引町北移字池ノ入　地内
復旧延長　Ｌ＝２０ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．３～４．２ｍ

R2.3.31 土木一式工事 9,380,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

3 令和元年災第２８８号　市道　大倉秋山田線　道路災害復旧工事
市道大倉秋山
田線

船引町大倉字後田2号　地内
復旧延長　Ｌ＝１３．８ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．５～４．２ｍ

R2.3.31 土木一式工事 4,400,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

4 令和元年災第２８３号　普通河川　田代川　河川災害復旧工事
普通河川　田代
川

常葉町堀田字岩下地内 復旧延長　Ｌ＝８６ｍ R2.3.31 土木一式工事 21,000,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

5 令和元年災第２７５号　普通河川　山根川　河川災害復旧工事
普通河川　山根
川

常葉町山根字余平田地内 復旧延長　Ｌ＝３４．７ｍ R2.3.31 土木一式工事 11,200,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

6 令和元年災第20007号　都市公園　舘公園災害復旧工事 舘公園 常葉町常葉字舘地内 復旧延長　Ｌ＝２１ｍ R2.3.31 土木一式工事 10,000,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

7 令和元年災第２７７号　普通河川　山根川　河川災害復旧工事
普通河川　山根
川

常葉町山根字九十内２号地内 復旧延長　Ｌ＝１１２ｍ R2.3.31 土木一式工事 24,350,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

8 令和元年災第２７２号　普通河川　合子川　河川災害復旧工事
普通河川　合子
川

都路町古道字申酉地内 復旧延長　Ｌ＝３４ｍ R2.3.31 土木一式工事 11,740,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

9 令和元年災第２８１号　普通河川　大槻川　河川災害復旧工事
普通河川　大槻
川

都路町岩井沢字小与内１号地内 復旧延長　Ｌ＝１４ｍ R2.3.31 土木一式工事 6,850,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

10 令和元年災第２７１号　普通河川　言神川　河川災害復旧工事
普通河川　言神
川

都路町岩井沢字松ノ口地内 復旧延長　Ｌ＝７２ｍ R2.3.31 土木一式工事 17,500,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

11 令和元年災第２７９号　普通河川　石黒川　河川災害復旧工事
普通河川　石黒
川

都路町古道字阿園平地内 復旧延長　Ｌ＝６ｍ R2.3.31 土木一式工事 4,100,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

12 令和元年災第２７４号　普通河川　佐太郎川　河川災害復旧工事
普通河川　佐太
郎川

都路町岩井沢字中小屋地内 復旧延長　Ｌ＝６３．５ｍ R2.3.31 土木一式工事 14,700,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

13 令和元年災第２７８号　普通河川　石黒川　河川災害復旧工事
普通河川　石黒
川

都路町古道字石黒１号地内 復旧延長　Ｌ＝２８ｍ R2.3.31 土木一式工事 18,800,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

14
令和元年下水道災害復旧工事（第11011号　田村市流域関連公共下水道　船引
第16処理分区　北町通マンホールポンプ）

船引町船引字北町通地内 マンホールポンプ制御盤復旧工　Ｎ＝１面 R2.3.27 電気設備工事 2,700,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　吉田 広章 指名

令和２年２月２０日執行　入札結果一覧表
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15 市道曲田線（３工区）路線測量業務委託 市道曲田線 大越町上大越字鷹待田地内 路線測量　Ｌ＝１．１１㎞ R2.3.31 業務委託 5,700,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

16 令和2年度　発注者支援（除染）業務委託 田村市一円
発注者支援業務　①管理技術者１名　②担
当技術者３名

R3.3.31 業務委託 62,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

17 常葉地区通学バス運転業務委託（常葉小学校山根地区） 常葉町管内ほか

・常葉地区通学バス（常葉小学校山根地
区）の運転業務委託（マイクロバス１台）
・委託期間　令和2年4月1日から令和5年3
月31日まで（3年間）

R5.3.31 業務委託 12,600,000 東部自動車　合資会社 代表社員　羽場　愛一郎 指名

18 船引地区通学バス運転業務委託（船引小学校石森・春山地区） 船引町管内ほか

船引地区通学バス（船引小学校石森・春山
地区）の運転業務委託（中型2台）
・委託期間　令和2年4月1日から令和5年3
月31日まで（3年間）

R5.3.31 業務委託 25,128,000 東部自動車　合資会社 代表社員　羽場　愛一郎 指名

19 船引地区通学バス運転業務委託（船引中学校瀬川地区） 船引町管内ほか

船引地区通学バス（船引中学校瀬川地区）
の運転業務委託（中型1台）
・委託期間　令和2年4月1日から令和5年3
月31日まで（3年間）

R5.3.31 業務委託 12,600,000 東部自動車　合資会社 代表社員　羽場　愛一郎 指名

20 令和２年度　たむら議会だより印刷製本業務 船引町船引字畑添76番地2 1ページ当たりの平均単価 R3.3.31
業務委託（印
刷製本）

1.11 イシイ印刷 石井　秀年 指名

21 令和２年度　市政だより印刷製本業務 船引町船引字畑添76番地2 1ページ当たりの平均単価 R3.3.31
業務委託（印
刷製本）

1.02 イシイ印刷 石井　秀年 指名


