
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
元年災第276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 地内 復旧延長　L＝４０ｍ R2.9.25 土木一式工事 14,850,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

2
元年災第1100号
市道 余平田田代線 道路災害復旧工事

市道 余平田田
代線

常葉町堀田字鳴子2号 地内
復旧延長　Ｌ＝１２ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．５～４．０ｍ

R2.7.31 土木一式工事 4,550,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

3
農業用施設災害復旧事業
41-13　五月平地区　農地復旧工事

0 常葉町堀田字五月平地内 工種：田　A＝０．１７ｈａ　Ｌ＝２１．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 4,650,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

4
農業用施設災害復旧事業
41-16　殿上地区　農地復旧工事

0 常葉町山根字殿上地内 工種：田　A＝０．１ｈａ　Ｌ＝１５．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 1,677,000 株式会社　土木アシスト 代表取締役　樽井　鉄男 指名

5
農業用施設災害復旧事業
41-20　花立地区　農地復旧工事

0 常葉町山根字花立地内 工種：田　A＝０．８１ｈａ　Ｌ＝４４．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 3,950,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

6
農業用施設災害復旧事業
41-24　四重城地区　農地復旧工事

0 常葉町常葉字四重城地内 工種：田　A＝０．０７ｈａ　Ｌ＝２８．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 1,500,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　和則 指名

7
農業用施設災害復旧事業
41-30　九十内地区　農地復旧工事

0 常葉町山根字九十内地内 工種：田　A＝０．３３ｈａ　Ｌ＝４７．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 3,900,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

8
農業用施設災害復旧事業
41-37　田野入地区　農地復旧工事

0 常葉町関本字田野入地内 工種：田　A＝０．７４ｈａ　Ｌ＝２７．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 3,200,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

9
農業用施設災害復旧事業
41-40　七日市場地区　農地復旧工事

0 常葉町常葉字七日市場地内 工種：田　A＝０．４１ｈａ R2.12.11 土木一式工事 4,250,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10
農業用施設災害復旧事業
41-1062　樋ノ口第２地区　頭首工復旧工事（第１回）

0 常葉町久保字樋ノ口地内 工種：頭首工（仮取水設置工）　Ｎ＝１式 R2.6.26 土木一式工事 3,050,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

11
元年災 第285号
市道 余平田田代線 道路災害復旧工事

市道 余平田田
代線

常葉町堀田字鳴子1号 地内
復旧延長　Ｌ＝２４．４ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．０～４．２ｍ

R2.8.28 土木一式工事 9,150,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

12
元年災第1102号
市道 鹿島1号線 道路災害復旧工事

市道 鹿島1号線 常葉町山根字鹿島 地内
復旧延長　Ｌ＝７．３ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．２５～３．９ｍ

R2.8.28 土木一式工事 6,000,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

13
農業用施設災害復旧事業
41-14　鳴子地区　農地復旧工事

0 常葉町堀田字鳴子地内 工種：田　A＝０．１ｈａ　Ｌ＝２５．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 1,950,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

14
農業用施設災害復旧事業
41-17　仲ノ坪地区　農地復旧工事

0 常葉町山根字仲ノ坪地内 工種：田　A＝０．５４ｈａ　Ｌ＝２４．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 3,739,000 株式会社　土木アシスト 代表取締役　樽井　鉄男 指名

15
農業用施設災害復旧事業
41-21　本坊地区　農地復旧工事

0 常葉町常葉字本坊地内 工種：田　A＝０．２３ｈａ　Ｌ＝６４．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 4,000,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　和則 指名

16
農業用施設災害復旧事業
41-32　鳴子２号地区　農地復旧工事

0 常葉町堀田字鳴子地内 工種：田　A＝０．５１ｈａ　Ｌ＝６５．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 8,060,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

17
農業用施設災害復旧事業
41-38　長縄地区　農地復旧工事

0 常葉町常葉字長縄地内 工種：田　A＝０．４５ｈａ R2.12.11 土木一式工事 4,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

18
農業用施設災害復旧事業
41-41　中妻地区　農地復旧工事

0 常葉町早稲川字中妻地内 工種：田　A＝０．５２ｈａ　Ｌ＝２１．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 5,130,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

19
元年災第282号
普通河川　田代川　河川災害復旧工事

普通河川　田代
川

常葉町堀田字川越 地内 復旧延長　L＝５８．５ｍ R2.9.25 土木一式工事 16,200,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

令和２年３月２７日執行　入札結果一覧表
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20
農業用施設災害復旧事業
41-12　勘沢畑地区　農地復旧工事

0 常葉町堀田字勘沢畑地内 工種：田　A＝０．２４ｈａ　Ｌ＝２１．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 3,790,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

21
農業用施設災害復旧事業
41-15　黒川地区　農地復旧工事

0 常葉町堀田字黒川地内 工種：田　A＝０．４３ｈａ　Ｌ＝３０．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 2,020,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

22
農業用施設災害復旧事業
41-19　鰍地区　農地復旧工事

0 常葉町山根字鰍地内 工種：田　A＝０．５２ｈａ　Ｌ＝４０．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 3,741,000 株式会社　土木アシスト 代表取締役　樽井　鉄男 指名

23
農業用施設災害復旧事業
41-23　前田地区　農地復旧工事

0 常葉町常葉字前田地内 工種：田　A＝０．１２ｈａ　Ｌ＝４６．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 1,600,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　和則 指名

24
農業用施設災害復旧事業
41-27　中谷地地区　農地復旧工事

0 常葉町堀田字中谷地地内 工種：田　A＝１．０１ｈａ　Ｌ＝４１．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 5,650,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

25
農業用施設災害復旧事業
41-39　馬場地区　農地復旧工事

0 常葉町常葉字馬場地内 工種：田　A＝１．９５ｈａ　Ｌ＝２８２．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 16,350,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

26
農業用施設災害復旧事業
41-1025　五月平地区　道路復旧工事

0 常葉町堀田字五月平地内 工種：道路　Ｌ＝１３５．０ｍ R2.6.26 土木一式工事 1,300,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　政智 指名

27
元年災第284号
普通河川　頭ノ巣川　河川災害復旧工事

普通河川　頭ノ
巣川

都路町古道字下板橋 地内 復旧延長　L＝４２ｍ R2.9.25 土木一式工事 15,100,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

28
元年災第1087号
普通河川 西戸川 河川災害復旧工事

普通河川 西戸
川

都路町岩井沢字中ノ内 地内 復旧延長　L＝５６．９ｍ R2.9.25 土木一式工事 18,800,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

29
林道災害復旧事業
林道合子線２号　道路復旧工事

0 都路町古道字柳沢地内
林道合子線
Ｗ＝５．０ｍ　Ｌ＝２１．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 7,730,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

30
元年災第280号
普通河川　大槻川　河川災害復旧工事

普通河川　大槻
川

都路町岩井沢字小保内 地内 復旧延長　L＝１０４ｍ R2.10.30 土木一式工事 27,000,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

31
元年災第1081号
普通河川 言神川 河川災害復旧工事

普通河川 言神
川

都路町岩井沢字強梨 地内 復旧延長　L＝９５．４ｍ R2.10.30 土木一式工事 21,500,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

32
元年災第1089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2号 地内 復旧延長　L＝３５ｍ R2.10.30 土木一式工事 23,500,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

33
林道災害復旧事業
林道合子線１号　道路復旧工事

0 都路町古道字柳沢地内
林道合子線
Ｗ＝５．０ｍ　Ｌ＝１０．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 4,050,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

34
元年災第273号
普通河川　合子川　河川災害復旧工事

普通河川　合子
川

都路町古道字下野前 地内 復旧延長　L＝１７ｍ R2.9.25 土木一式工事 10,830,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

35
元年災第1086号
普通河川 所久保川 河川災害復旧工事

普通河川 所久
保川

都路町岩井沢字所久保 地内 復旧延長　L＝４４ｍ R2.9.25 土木一式工事 13,900,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

36
元年災第1090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2号 地内 復旧延長　L＝５５．９ｍ R2.10.30 土木一式工事 25,700,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

37
農業用施設災害復旧事業
41-36　馬酔木沢２号地区　農地復旧工事

0 都路町岩井沢字馬酔木沢地内 工種：田　A＝０．６３ｈａ　Ｌ＝１６７．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 9,500,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

38
林道災害復旧事業
林道頭ノ巣線　道路復旧工事

0 都路町古道字京久保地内
林道頭ノ巣線
Ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝１３．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 3,000,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名
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39 公共下水道事業管渠布設工事（菅谷字六大田地内） 0 滝根町菅谷字六大田地内
施工延長　L＝６７．００ｍ　（基幹事業φ
250　推進工法　L＝６７．００ｍ）

R2.9.25 下水道工事 入札中止 #N/A #N/A 指名

40
ふくしま森林再生事業森林整備業務委託
大越地区5-②工区

0 大越町早稲川字裾ヲ田地内
大越地区５－②工区（大越町早稲川字裾
御ヲ田地内）
森林整備Ａ＝３．３０ha（樹下植栽）

R2.3.31 業務委託 5,200,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

41
ふくしま森林再生事業森林整備業務委託
都路地区3-②工区

0 都路町古道字新田保地内
都路地区３－②工区（都路町古道字新田
保地内）
森林整備Ａ＝１７．１５ha（樹下植栽）

R2.3.31 業務委託 34,500,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

42
ふくしま森林再生事業森林整備業務委託
都路地区6-②工区

0 都路町古道字荻田地内
都路地区６－②工区（都路町古道字荻田
地内）
森林整備Ａ＝２１．５７ha（樹下植栽）

R2.3.31 業務委託 40,000,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　水野　郁夫 指名

43 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（菅谷字六大田地内） 0 滝根町菅谷字六大田地内 施工数量　N＝１箇所 R2.7.31 機械設備工事 13,000,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　吉田 広章 指名

44 上下水道局常駐警備業務委託 0 船引町船引字上川原地内

水道事業所常駐警備業務内容
１．勤務日　土・日・祝日・年末年始（指定す
る日）　日直（8：30～17：15）　　毎日　宿直
（17：15～8：30）
２．勤務場所　田村市船引町船引字上川原
33番地　田村市上下水道局
３．勤務人数　日直１名、宿直１名
４．勤務内容
　　①施設内の巡回、毎日４回（10：00、14：
00、18：00、0：00）
　　②中央監視装置の異常警報の解除及
び復旧操作
　　③電話の受信　④緊急時の担当者への
連絡

R5.3.31 業務委託 7,486,500 株式会社　アサヒビルサービス 代表取締役　味戸　誠一郎 指名

45 田村市食品等放射能測定業務委託 0
船引町船引字畑添76番地2　他
4ヶ所

・市内で採取される自家消費野菜・山菜・き
のこ・飲料水等を対象とした食品等放射能
測定業務及びこれに付随する業務にかか
る測定員派遣業務委託
≪業務従事者≫５名
≪測定場所≫田村市役所、都路行政局、
常葉行政局、移出張所、七郷出張所

R3.3.31 業務委託 10,794,000 株式会社　ﾜｰﾙﾄﾞﾈｸｽﾄ 代表取締役　本多信二 指名

46 お知らせ版印刷製本 0 船引町船引字畑添76番地2 1部当たりの平均単価 R3.3.31
業務委託（印
刷製本）

5.20 イシイ印刷 石井　秀年 指名

47
林道災害復旧事業
林道畑田線　道路復旧工事

0 大越町早稲川字畑田地内
林道畑田線
Ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝８９．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 2,750,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 指名

48
元年災 第289号
市道 田沢堀込線 道路災害復旧工事

市道 田沢堀込
線

大越町栗出字馬場平 地内
復旧延長　Ｌ＝２１．１ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．９～４．０ｍ

R2.9.25 土木一式工事 10,190,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

49
農業用施設災害復旧事業
41-33　遠山口地区　農地復旧工事

0 大越町上大越字遠山口地内 工種：田　A＝０．２３ｈａ　Ｌ＝１２．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 1,150,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

50 公共下水道事業管渠布設工事（菅谷字平木内地内外） 0 滝根町菅谷字平木内地内外
施工延長　L＝５６．７０ｍ　（基幹事業　φ
150　開削工法　L＝５６．７０ｍ）

R2.7.31 下水道工事 4,050,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

51
元年災第1088号
普通河川 西戸川 河川災害復旧工事

普通河川 西戸
川

都路町岩井沢字松葉 地内 復旧延長　L＝１７４．２ｍ R2.11.27 土木一式工事 38,890,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

52
元年災第1103号
市道 女房内1号線 道路災害復旧工事

市道 女房内1号
線

船引町中山字女房内 地内
復旧延長　Ｌ＝２１ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．５５ｍ

R2.8.28 土木一式工事 8,870,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

53
農業用施設災害復旧事業
41-4　西作地区　農地復旧工事

0 船引町北移字西作地内 工種：田　A＝０．２８ｈａ R2.12.11 土木一式工事 1,160,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

入札中止：指名業者辞退
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54
農業用施設災害復旧事業
41-10　向田地区　農地復旧工事

0 船引町芦沢字向田地内 工種：田　A＝０．２７ｈａ R2.12.11 土木一式工事 1,300,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

55
農業用施設災害復旧事業
41-35　六平沢2号地区　農地復旧工事

0 船引町北移字六平沢地内 工種：田　A＝０．６７ｈａ　Ｌ＝８３．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 10,300,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

56
農業用施設災害復旧事業
41-44　大倉１号地区　農地復旧工事

0 船引町大倉字向台地内 工種：田　A＝２．３０ｈａ R2.12.11 土木一式工事 12,400,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

57
農業用施設災害復旧事業
41-1009　西ノ久保地区　水路復旧工事

0 船引町長外路字西ノ久保地内 工種：水路　Ｌ＝２３９．０ｍ R2.11.27 土木一式工事 6,700,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

58
農業用施設災害復旧事業
41-1054　三斗蒔地区　道路復旧工事

0 船引町中山字三斗蒔地内 工種：道路　Ｌ＝９７．０ｍ R2.11.27 土木一式工事 19,200,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

59
林道災害復旧事業
林道片曽根山頂線１号　道路復旧工事

0 船引町船引字片曽根地内
林道片曽根山頂線
Ｗ＝３．６０ｍ　Ｌ＝３７．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 1,950,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

60
農業用施設災害復旧事業
41-2　北ノ作地区　農地復旧工事

0 船引町上移字北ノ作地内 工種：田　A＝０．０６ｈａ R2.12.11 土木一式工事 2,250,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

61
農業用施設災害復旧事業
41-6　小塚地区　農地復旧工事

0 船引町中山字小塚地内 工種：田　A＝０．０６ｈａ　Ｌ＝５．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 1,320,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

62
農業用施設災害復旧事業
41-11　桑柄木地区　農地復旧工事

0 船引町石沢字桑柄木地内 工種：田　A＝０．０８ｈａ R2.12.11 土木一式工事 1,550,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

63
農業用施設災害復旧事業
41-42　押敷平地区　農地復旧工事

0 船引町南移字押敷平地内 工種：田　A＝０．９５ｈａ　Ｌ＝９７．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 7,500,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

64
農業用施設災害復旧事業
41-45　大倉２号地区　農地復旧工事

0 船引町大倉字向台地内 工種：畑　A＝０．２９ｈａ R2.12.11 土木一式工事 2,080,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

65
農業用施設災害復旧事業
41-1014　今泉西第2地区　道路復旧工事

0 船引町今泉字今泉西地内 工種：道路　Ｌ＝２５．０ｍ R2.11.27 土木一式工事 3,140,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

66
林道災害復旧事業
林道押敷平線　道路復旧工事

0 船引町南移字押敷平地内
林道押敷平線
Ｗ＝３．６ｍ　Ｌ＝５４２．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 32,100,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

67
林道災害復旧事業
林道片曽根山頂線２号　道路復旧工事

0 船引町船引字片曽根地内
林道片曽根山頂線
Ｗ＝３．６０ｍ　Ｌ＝６０．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 1,470,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

68
元年災 第287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1号 地内
復旧延長　Ｌ＝２１．１ｍ
復旧幅員　Ｗ＝３．９～４．０ｍ

R2.8.28 土木一式工事 7,600,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

69
農業用施設災害復旧事業
41-3　五斗蒔田地区　農地復旧工事

0 船引町上移字五斗蒔田地内 工種：田　A＝０．１３ｈａ　Ｌ＝１８．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 1,450,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

70
農業用施設災害復旧事業
41-7　遠表地区　農地復旧工事

0 船引町芦沢字遠表地内 工種：田　A＝０．２２ｈａ　Ｌ＝１１．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 2,500,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

71
農業用施設災害復旧事業
41-34　六平沢１号地区　農地復旧工事

0 船引町北移字六平沢地内 工種：田　A＝０．３３ｈａ R2.12.11 土木一式工事 4,500,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

72
農業用施設災害復旧事業
41-43　久保田地区　農地復旧工事

0 船引町芦沢字久保田地内 工種：田　A＝１．０４ｈａ　Ｌ＝１０９．０ｍ R2.12.11 土木一式工事 7,300,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名
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73
農業用施設災害復旧事業
41-1002　上道地区　道路復旧工事

0 船引町上移字上道地内 工種：道路　Ｌ＝４１．０ｍ R2.11.27 土木一式工事 3,400,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

74
農業用施設災害復旧事業
41-1053　女房内地区　道路復旧工事

0 船引町中山字女房内地内 工種：道路　Ｌ＝８９．０ｍ R2.11.27 土木一式工事 14,350,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

75
林道災害復旧事業
林道長外路線　道路復旧工事

0 船引町石沢字小田地内
林道長外路線
Ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝１２０．０ｍ

R2.11.27 土木一式工事 6,100,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名


