
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 下大越字三斗蒔地区水路整備工事 大越町下大越字三斗蒔地内 水路整備工（１９００×１２００）　Ｌ＝３２２．１ｍ R3.3.26 土木一式工事 59,400,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

1 上大越字水神宮地区水路整備工事 大越町上大越字水神宮地内
水路整備工　Ｌ＝５４．２ｍ
　（４００×６００外　Ｌ＝５４．２ｍ　Ｌ型擁壁　Ｌ＝３８．０
ｍ）

R3.3.26 土木一式工事 16,500,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 指名

2 公共下水道事業舗装復旧工事（菅谷字六大田地内外） 滝根町菅谷字六大田地内外
施工面積　Ａ＝１３９０．２９㎡（基幹事業　舗装工　Ａ＝
１３９０．２９㎡）

R3.2.26 舗装工事 10,800,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

3
林業専用道整備事業
松ノ木平線開設工事（第３回工事）

林業専用道　松
ノ木平線

都路町岩井沢字松ノ木平地内
施工延長　Ｌ＝７１１．０ｍ
　　　幅員　W＝３．０（３．５）ｍ

R3.3.26 土木一式工事 19,000,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

4 農道五十人山線道路整備工事
農道五十人山
線

都路町岩井沢字持藤田地内
道路整備工　Ｌ＝２３２．０ｍ
　　　　幅員　W＝４．０ｍ

R3.3.26 土木一式工事 19,200,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

5 岩井沢字持藤田地区水路整備工事 都路町岩井沢字持藤田地内
水路整備工　Ｌ＝９７．７ｍ
　（１２００×１０００　Ｌ＝５０．７ｍ　積ブロック　Ａ＝９
７．７㎡）

R3.3.26 土木一式工事 17,900,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

6 市道　尾ノ内柏原線　道路改良舗装工事
市道尾ノ内柏原
線

船引町芦沢字是哉寺地内
施工延長　Ｌ＝５９．６ｍ
　　　幅員　W＝４．０（５．０）ｍ

R3.3.26 土木一式工事 14,000,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

7
農業用施設災害復旧事業
41-1047　竹ノ花第２地区　水路復旧工事

船引町上移字竹ノ花地内 水路　Ｌ＝２１２．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 41,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

8
林業専用道整備事業
古屋敷深山線開設工事

林業専用道　古
屋敷深山線

船引町堀越字深山地内
施工延長　Ｌ＝２６０．０ｍ
　　　幅員　W＝３．０（３．５）ｍ

R2.12.28 土木一式工事 30,800,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

9
農業用施設災害復旧事業
41-1051　菖蒲谷地第２地区　水路復旧工事

船引町中山字菖蒲谷地地内 水路　Ｌ＝２９０．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 35,600,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

10
農業用施設災害復旧事業
41-1031　後山地区　水路復旧工事

船引町中山字後山地内 水路　Ｌ＝４７．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 14,800,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

11
農業用施設災害復旧事業
41-1046　竹ノ花第１地区　水路復旧工事

船引町上移字竹ノ花地内 水路　Ｌ＝６４．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 7,250,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

12
農業用施設災害復旧事業
41-1040　畦石地区　水路復旧工事

船引町北移字畦石地内 水路　Ｌ＝９５．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 19,500,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

13
農業用施設災害復旧事業
41-1017　菖蒲谷地第１地区　水路復旧工事

船引町中山字菖蒲谷地地内 水路　Ｌ＝１５１．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 21,800,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

14
農業用施設災害復旧事業
41-1030　土樋第２地区　水路復旧工事

船引町北移字土樋地内 水路　Ｌ＝１８３．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 31,600,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

15
農業用施設災害復旧事業
41-1049　坊ノ内地区　水路復旧工事

船引町北移字坊ノ内地内 水路　Ｌ＝１７２．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 22,800,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　真也 指名

16 市道堂山夏崎線　側溝修繕工事
市道堂山夏崎
線

船引町門沢字大旦地内

舗装工（ｔ＝４ｃｍ）
　Ｌ＝３９０．０ｍ　Ｗ＝１．７～０．５ｍ
側溝敷設工（Ｗ３００×Ｈ４００）
　Ｌ＝３０．０ｍ

R3.3.19 土木一式工事 3,900,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

17
農業用施設災害復旧事業
41-1019　下道地区　水路復旧工事

船引町上移字下道地内 水路　Ｌ＝２２５．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 28,000,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

18
農業用施設災害復旧事業
41-1032　遠下地区　水路復旧工事

船引町横道字遠下地内 水路　Ｌ＝５５．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 6,980,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

19
農業用施設災害復旧事業
41-1052　表地区　水路復旧工事

船引町中山字表地内 水路　Ｌ＝４９．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 9,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

20 市道大倉実沢線　道路修繕工事
市道大倉実沢
線

船引町大倉字向台地内
改良舗装工（ｔ＝４ｃｍ）
　Ｌ＝８１．８ｍ　W＝５．０ｍ

R3.3.19 土木一式工事 11,500,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名
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21
農業用施設災害復旧事業
41-1029　土樋第１地区　水路復旧工事

船引町北移字土樋地内 水路　Ｌ＝４８．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 3,780,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

22
農業用施設災害復旧事業
41-1043　馬込第２地区　水路復旧工事

船引町上移字馬込地内 水路　Ｌ＝１４５．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 27,100,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

23
農業用施設災害復旧事業
41-1074　矢大臣第１地区　水路復旧工事

滝根町広瀬字矢大臣地内 水路　Ｌ＝５６．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 7,590,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

24 市道大橋中広土線　側溝修繕工事
市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字蟹内地内
側溝修繕
　Ｌ＝６８．０ｍ
　（Ｗ６００×Ｈ８００）

R3.3.19 土木一式工事 6,870,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

25
農業用施設災害復旧事業
41-1076　矢大臣第３地区　水路復旧工事

滝根町広瀬字矢大臣地内 水路　Ｌ＝４３．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 5,500,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

26
社会資本整備総合交付金事業
市道　東向線　舗装新設工事

市道東向線 常葉町常葉字白地石地内
施工延長　Ｌ＝１２８．５ｍ
　　　幅員　W＝５．５（７．０）ｍ

R3.3.26 舗装工事 6,200,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　和則 指名

27 市道青石沢線　舗装修繕工事 市道青石沢線 船引町石沢字下青石地内
舗装修繕工（ｔ＝４ｃｍ）
　Ｌ＝４０．０ｍ　W＝４．０ｍ
法面工　Ａ＝２１５．０㎡

R3.3.19 舗装工事 3,900,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

28 下里団地駐車場整備工事 下里団地 船引町船引字城ノ内地内 駐車場整備　Ａ＝６９４．１㎡ R3.3.26 舗装工事 7,550,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

29 町裏団地外部塗装修繕工事 町裏団地 常葉町常葉字町裏地内
屋根塗装工事　Ｎ＝４戸
外壁塗装工事　Ｎ＝４戸

R3.1.29 建築工事 5,400,000 有限会社　先﨑塗装 代表取締役　先﨑　智之 指名

30 パークゴルフ場芝生等管理用備品購入
（仮）田村市
パークゴルフ場

船引町椚山字朝日前20番地1
パークゴルフ場新設に伴う芝生等管理用備品購入
　リール式芝刈り機、ロータリー式芝刈り機ほか

R3.2.26 備品購入 入札中止 #N/A #N/A 指名

31 常葉体育館消火設備改修工事 常葉体育館 常葉町常葉字宮川地内
消火ポンプ交換　Ｎ＝１式
配管更新工事　Ｌ＝１４４．０ｍ

R3.3.26
暖冷房衛生設
備工事

5,400,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正芳 指名

32
震災対策農業水利施設整備事業
防災重点ため池ハザードマップ作成業務委託（田村第２地区）

船引町遠山沢字上寺内地内外
ため池ハザードマップ作成業務　１式
（田村第２地区　Ｎ＝１８ヵ所）

R3.3.31 業務委託 4,600,000
株式会社　復建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　福島
支店

支店長　廣瀨　智近 指名

33 市道井坪線　用地測量業務委託 市道井坪線 常葉町常葉字上井坪地内 用地測量　Ａ＝４．１１ｈａ R3.3.26 業務委託 12,900,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

34
林業専用道整備事業
松ノ木平線用地測量業務委託

松ノ木平線 都路町岩井沢字松ノ木平地内
測量延長　Ｌ＝７１１．０ｍ
測量面積　Ａ＝２．５００ｈａ

R3.3.26 業務委託 7,300,000 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

35 都路町複合商業施設　敷地設計業務委託
都路町複合商
業施設

都路町岩井沢字楢梨子地内
実施設計　Ｎ＝１式
許認可申請業務　Ｎ＝１式

R3.5.28 業務委託 12,700,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

36 道の駅　補償物件調査算定業務委託 道の駅 船引町笹山字大畑地内 補償調査　Ｎ＝１式 R3.3.26 業務委託 7,150,000 株式会社　建設相互測地社 代表取締役　安孫子　健一 指名

37 道の駅　不動産鑑定評価業務委託 道の駅 船引町笹山字大畑地内 不動産鑑定評価　Ｎ＝１式 R3.1.29 業務委託 1,490,000 株式会社　あさかエンジニアリング 代表取締役　増渕　友哉 指名

38 小・中学校電子黒板等購入
滝根小学校　ほ
か１６校

滝根町神俣字弥五郎内地内ほか

ディスプレイ型電子黒板　１７台
大型モニター　５台
超単焦点型プロジェクター　２８台
マグネットスクリーン　２８台
Ａｐｐｌｅ　ＴＶ　８４台

R3.2.26 備品購入 20,000,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　大介 指名

39 パークゴルフ場クラブハウス用備品購入
（仮）田村市
パークゴルフ場

船引町椚山字朝日前20番地1
パークゴルフ場クラブハウス用備品購入
　タッチパネル式券売機ほか

R3.2.26 備品購入 入札中止 #N/A #N/A 指名

40 投票用紙読取分類機購入 船引町船引字畑添76番地2
選挙執行における新型コロナウイルス感染症対策事業
　投票用紙読取分類機　２台購入

R2.11.27 備品購入 8,260,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

入 札 中 止

入 札 中 止


