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1 田村市東部産業団地　造成工事 田村市東部産業団地 常葉町山根字余平田地内

敷地造成工　Ｎ＝２区画
調整池設置工　Ｎ＝２箇所
街区１号線道路改良
　施工延長　Ｌ＝６９６．７ｍ
　　　　幅員　W＝６．０（９．０）ｍ

R3.3.31
土木一式工
事

4,180,000,000
田村特定建設工事共同企業体　富
士工業　株式会社

代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

2
林業専用道整備事業
宮ノ前裾ヲ田線開設工事（第４回工事）

林業専用道　宮ノ前裾ヲ田線 大越町早稲川字宮ノ前地内
施工延長　Ｌ＝６２０．０ｍ
　　　幅員　W＝３．０～３．５ｍ

R3.3.26
土木一式工
事

109,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

1 田村市パークゴルフ場整備工事（第４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 R3.2.26
土木一式工
事

44,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

2
林業専用道整備事業
上遠野線開設工事（第２回工事）

林業専用道　上遠野線 常葉町早稲川字上遠野地内
施工延長　Ｌ＝５００．０ｍ
　　　幅員　W＝３．０（３．５）ｍ

R2.11.27
土木一式工
事

42,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

3 舘公園駐車場整備工事 舘公園 常葉町常葉字舘地内 駐車場整備工　Ａ＝７６０．０㎡ R3.3.19
土木一式工
事

15,300,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

4 市道　南１号柏原２号線　道路改良工事 市道南１号柏原２号線 船引町芦沢字叺内前地内
施工延長　Ｌ＝１４０．５ｍ
　　　幅員　W＝４．０（５．０）ｍ

R3.1.29
土木一式工
事

6,700,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

5
農業用施設災害復旧事業
41-1059　早坂地区　頭首工復旧工事

船引町芦沢字高屋敷地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

指名

6
農業用施設災害復旧事業
41-1060　田代地区　水路復旧工事

船引町中山字田代地内 水路　Ｌ＝４９．０ｍ R3.3.26
土木一式工
事

指名

7
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２回）

常葉町久保字樋ノ口地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

28,900,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

8
農業用施設災害復旧事業
41-1065　土橋地区　頭首工復旧工事

常葉町関本字高田地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

指名

9
農業用施設災害復旧事業
41-1064　一本松第２地区　頭首工復旧工事

常葉町早稲川字一本松地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

16,900,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　美智恵 指名

10
農業用施設災害復旧事業
41-1063　大畑地区　頭首工復旧工事

常葉町常葉字滝ノ前地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

13,700,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

11
農業用施設災害復旧事業
41-1069　斎ノ脇地区　頭首工復旧工事

都路町古道字八幡前地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

12,900,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

12
農業用施設災害復旧事業
41-1071　中西前地区　頭首工復旧工事

都路町古道字中西前地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

11,000,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

13
農業用施設災害復旧事業
41-1072　下ノ久保地区　頭首工復旧工事

都路町古道字番坊地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26
土木一式工
事

指名

14 常葉中学校校舎雨漏り補修工事 常葉中学校 常葉町常葉字上野地内 外壁Ｕカットシーリング　Ｌ＝３００ｍ R2.11.27 建築工事 1,500,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

15 船引小学校雨漏り修繕工事 船引小学校 船引町船引字南元町地内
カラーガルバリウム鋼板張り　Ａ＝１８０㎡
（カバー工法）

R2.11.27 建築工事 4,550,000 ㈲鈴木建築店 代表取締役　鈴木　朝吉 指名

16 菅谷団地屋上防水工事 菅谷団地 滝根町菅谷字堂田地内 屋上防水工事　Ａ＝５５１㎡ R2.12.25 建築工事 9,300,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

17 下大越ゲートボール場屋根塗装改修工事 下大越ゲートボール場 大越町下大越字町地内 屋根塗装　Ａ＝６３０㎡ R2.12.25 建築工事 3,450,000 有限会社　白土塗装 取締役　白土　玲次 指名
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18 石田団地屋根塗装等改修工事 石田団地 船引町船引字石田地内 屋根塗装　Ａ＝１７４㎡ R2.12.25 建築工事 3,000,000 共進塗装 今泉　一郎 指名

19 公共下水道事業舗装復旧工事（下大越字平鉢地内外） 大越町下大越字平鉢地内外
施工面積　A＝1186.61㎡
　（基幹事業　舗装工　A＝212.76㎡）
　（単独事業　舗装工　A＝973.85㎡）

R2.11.27 舗装工事 7,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

20 上大越字明部渕地内消火栓設置工事 大越町上大越字明部渕地内 地上式消火栓　Ｎ＝１基 R2.12.18 上水道工事 1,750,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

21 田村市屋内遊び場新築機械設備工事 田村市屋内遊び場 船引町船引字源次郎地内
屋内遊び場新築
　機械設備工事一式

R3.2.26
暖冷房衛生
設備工事

21,300,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

22 都路浄水施設次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ更新工事 都路町古道字舘腰地内 次亜注入ポンプ　Ｎ＝２基 R3.1.29
暖冷房衛生
設備工事

2,250,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

23 田村市屋内遊び場新築電気設備工事 田村市屋内遊び場 船引町船引字源次郎地内
屋内遊び場新築
　電気設備工事一式

R3.2.26
電気設備工
事

23,570,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

24 船引第１配水池水位計更新工事 船引町船引字舘地内 投込式水位計　Ｎ＝１基 R2.12.11
電気設備工
事

1,840,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

25 テレワーク用タブレット端末購入 船引町船引字畑添76番地2外

テレワーク用タブレット端末　２０台
　Surface　Pro　X　JQG-00012
　Surface　Pro　X　Signature　キーボード
（スリムペン同梱）　QJV-00019

R2.12.25 備品購入 2,689,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

26 小・中学校教育用タブレット端末購入
滝根町神俣字弥五郎内28　滝根
小学校　外16校

市内小・中学校用タブレット端末　１８３２台
（端末用キーボード、ＭＤＭ、タブレット用
タッチペン、Webフィルタリング、初回キッ
ティング及び保守費用含む）

R3.2.26 備品購入 114,000,000 株式会社　エフコム 代表取締役社長　瓜生　利典 指名

27 あぶくま洞Ｗｉ－Ｆｉ環境整備工事 滝根町菅谷字東釜山地内
整備箇所５ＡＰ
別紙設計書のとおり

R2.11.27
インターネッ
ト環境整備
工事

指名

28
林業専用道整備事業
上遠野線用地測量業務委託

上遠野線 常葉町早稲川字上遠野地内
測量延長　Ｌ＝５４０．０ｍ
測量面積　Ａ＝１．３６０ｈａ

R2.11.27 業務委託 3,000,000 総合技術コンサルタンツ　株式会社 代表取締役　安部　勝緒 指名

29 都路町複合商業施設建築基本設計業務委託 都路町複合商業施設 都路町岩井沢字楢梨子地内
複合商業施設基本設計　木造　Ａ＝６４０
㎡

R3.2.26 業務委託 1,940,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　昇 指名

30 田村市屋内遊び場新築工事監理業務委託 田村市屋内遊び場 船引町船引字源次郎地内 屋内遊び場新築工事監理業務　一式 R3.2.26 業務委託 3,290,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

31 市営住宅排水管洗浄業務委託 神俣団地外 滝根町神俣字五林平地内外

市営住宅屋内外の排水管洗浄業務一式
　滝根管内　神俣団地１・２・３号棟
　大越管内　求中団地
　常葉管内　坂ノ下団地１・２
　船引管内　東部団地１・２・６号棟、下扇
田団地

R2.12.25 業務委託 2,880,000 株式会社　ミツワ 代表取締役　佐藤　茂 指名

32 都路診療所医用画像情報管理システム更新作業委託 田村市立都路診療所 田村市都路町古道字寺下50
医用画像情報管理システム更新作業　一
式

R3.3.31 業務委託 指名

33 都路診療所医事一体型電子カルテシステム等構築業務委託 田村市立都路診療所 田村市都路町古道字寺下50
医事一体型電子カルテシステム等構築業
務　一式

R3.3.31 業務委託 6,100,000 安積医科器械　株式会社 代表取締役　矢吹　忍 指名


