
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
林業専用道整備事業
古屋敷深山線開設工事（第２回工事）

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＝７５３．０ｍ
　　　幅員　W＝３．０（３．５）ｍ

R3.3.26 土木一式工事 57,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

2 船引町今泉地区水路整備工事 船引町今泉字黒助地内 水路整備工（１５００×１３００）　Ｌ＝２９９．１ｍ R3.3.26 土木一式工事 57,500,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 条件付き

1 船引町遠山沢地区水路整備工事 船引町遠山沢字反田地内
水路整備工（１３００×１２００）
　Ｌ＝２５８．２ｍ

R3.3.26 土木一式工事 42,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

2 美山分団集合屯所建築工事
美山分団集合
屯所

船引町北鹿又字宮ノ後地内
消防車庫新築
　木造平屋建　Ａ＝１０３．１９㎡

R3.3.26 建築工事 22,300,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

3 移分団集合屯所建築工事
移分団集合屯
所

船引町上移字折ノ内地内
消防車庫新築
　木造平屋建　Ａ＝９９．７３㎡

R3.3.26 建築工事 22,700,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

4 常葉地区隊第１分団集合車庫建築工事
常葉地区隊第１
分団集合車庫

常葉町久保字樋ノ口地内
消防車庫新築
　木造平屋建　Ａ＝２２３．５８㎡

R3.3.26 建築工事 43,950,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　美智恵 指名

5 殿上観光牧場不要施設解体撤去工事 常葉町山根字殿上地内
バンガロー解体　Ｎ＝９棟
遊具解体　Ｎ＝１０基

R3.3.31 建築工事 27,900,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

6 田村市立常葉幼稚園遊具移設工事 常葉幼稚園 常葉町西向字屋形地内
遊具移設工事（常葉幼稚園）　Ｎ＝４基
遊具移設工事（旧西向小学校）　Ｎ＝２基

R3.2.26 建築工事 4,230,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　美智恵 指名

7 船引総合福祉センターフロアカーペット修繕工事
船引総合福祉
センター

船引町船引字石田地内 床張替　Ａ＝３６１．８㎡ R3.2.26 建築工事 1,720,000 有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫 指名

8 市道　曲田上線　道路改良舗装工事 市道曲田上線 大越町上大越字曲田地内
施工延長　Ｌ＝５５．０ｍ
　　　幅員　W＝４．０ｍ

R3.3.26 土木一式工事 4,350,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

9 市道　深谷線　排水管補修工事 市道深谷線 大越町牧野字境地内 施工延長　Ｌ＝３８．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 6,400,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

10 市道　杏子畑中線　側溝修繕工事
市道杏子畑中
線

滝根町菅谷字畑中地内
側溝修繕工
　Ｌ＝１８０．０ｍ　（Ｗ３００×Ｈ３００）

R3.3.26 土木一式工事 7,400,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

11 常葉地区隊第２分団（西向地区）集合屯所整備敷地造成工事
常葉地区隊第２
分団（西向地
区）集合屯所

常葉町西向字屋形地内 敷地造成工　Ａ＝２，２６９㎡ R3.3.26 土木一式工事 10,390,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

12 常葉地区隊第１分団（山根地区）集合屯所整備敷地造成工事
常葉地区隊第１
分団（山根地
区）集合屯所

常葉町山根字鹿島地内 敷地造成工　Ａ＝６８４㎡ R3.3.26 土木一式工事 7,730,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 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 市道　求中線　側溝修繕工事 市道求中線 大越町上大越字求中地内
側溝修繕工
　Ｌ＝６２．０ｍ　（Ｗ３００×Ｈ５００）

R3.3.26 土木一式工事 2,600,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 指名

15 市道　中ノ目下町線　舗装新設工事
市道中ノ目下町
線

大越町下大越字中ノ目地内
施工延長　Ｌ＝８８．５ｍ
　　　幅員　W＝４．０ｍ

R3.3.26 舗装工事 3,400,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

16 東鳥堂地区　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 船引町北移字東鳥堂地内
簡易吹付法枠工　Ａ＝１２７．１㎡
植生基材吹付工　Ａ＝１２６．７㎡

R3.3.26 土木一式工事 指名

17 市道　荒屋敷４号線　側溝修繕工事
市道荒屋敷４号
線

船引町芦沢字荒屋敷地内
側溝修繕工
　Ｌ＝１１３．０ｍ　（Ｗ３００×Ｈ３００）

R3.3.26 土木一式工事 4,450,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

18 市道　大越１号線　道路修繕工事 市道大越１号線 船引町芦沢字上屋形地内
一部改良修繕
　Ｌ＝６０．０ｍ
　W＝５．０ｍ

R3.3.26 土木一式工事 6,150,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　真也 指名

19
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 11,900,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

20 市道　追分文珠上線　舗装新設工事
市道追分文珠
上線

船引町文珠字上地内
施工延長　Ｌ＝２３０．０ｍ
　　　幅員　W＝４．０（５．０）ｍ

R3.3.26 舗装工事 8,050,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名
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21 船引字西中子縄地内配水管布設工事 船引町船引字西中子縄地内
水道配水用ポリエチレン管
　HPPE　φ100㎜　L=94.6m

R3.3.26 上水道工事 4,200,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

22 市道反田２号線配水管布設工事 船引町船引字反田地内
水道配水用ポリエチレン管
　HPPE　φ75㎜　L=78.0m

R3.2.26 上水道工事 3,550,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

23 星の村天文台感染症予防対策工事 星の村天文台 滝根町神俣字糠塚地内

自動水栓洗面器　Ｎ＝４組
自動洗浄便座　Ｎ＝８組
自動洗浄小便器　Ｎ＝４組
空調機更新　Ｎ＝３台

R3.3.26
暖冷房衛生設
備工事

8,800,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

24 スカイパレスときわ感染症予防対策工事
スカイパレスと
きわ

常葉町山根字殿上地内

自動洗浄小便器　Ｎ＝９組
自動洗浄洋便器　Ｎ＝１２組
自動水栓洗面器　Ｎ＝１７組
ユニットバス取付　Ｎ＝３組

R3.3.26
暖冷房衛生設
備工事

17,600,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正芳 指名

25 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 リール式芝刈機、ロータリー式芝刈機ほか R3.3.26 備品購入 7,520,000 株式会社　ヰセキ東北　滝根営業所 所長　相楽　善一郎 指名

26 エゴマ搾油所搾油機購入 船引町新舘字下471-6 株式会社プンジン社製油圧式搾油機Ｐ－１６　２台 R3.3.31 備品購入 6,050,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　吉田 広章 指名

27
森林経営管理事業
意向調査等準備作業業務委託

私有林人工林 田村市滝根・大越地区 森林面積　Ａ＝２，５５０ｈａ R3.2.26 業務委託 4,400,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

28 桧山高原立木伐採業務委託 常葉町堀田字大平地内 立木伐採面積　Ａ＝３．７３０ｈａ R3.3.26 業務委託 29,950,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

29 あぶくま洞入口通路支障木伐採 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 伐採の範囲　Ａ＝３，０００㎡ R3.3.26 業務委託 3,100,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

30 道の駅　用地測量業務委託 道の駅 船引町笹山字大畑地内 用地測量　Ａ＝６．１６ｈａ R3.3.26 業務委託 7,200,000 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

31 道の駅　補償物件（立木）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 4,500,000 株式会社　都市不動産鑑定 代表取締役　渡邉　眞宏 指名

32 田村市浄水場配水池清掃業務委託 船引町船引字石田地内　外

船引第２配水池、船引中継ポンプ場、大越配水池１号・
２号、常葉舘配水池、常葉第２配水池、常葉受水槽、
常葉山根配水池、滝根第２配水池、都路配水池、都路
南加圧ポンプ場　計１０か所の清掃業務委託

R3.2.26 業務委託 3,360,000 株式会社　ミツワ 代表取締役　佐藤　茂 指名

33 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 R3.3.26 業務委託 3,500,000 コセキ　株式会社　郡山営業所 所長　村上　慎 指名

34 大越デイサービスセンター車椅子入浴装置購入 大越町上大越字古川地内 大越デイサービスセンター車椅子入浴装置購入　一式 R2.12.25 備品購入 6,360,000 株式会社　あかね福祉 代表取締役社長　水橋　洋平 指名

35 投票システム用ノートＰＣ購入 船引町船引字畑添76番地2 投票システム操作用ノートＰＣ　２５台 R2.12.25 備品購入 2,366,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　大介 指名

36 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　１０台
　Surface　Pro　X　JQG-00012
　Surface　Pro　X　Signature　キーボード（スリムペン
同梱）　QJV-00019

R3.1.29 備品購入 1,380,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

37 三密回避オンライン会議用プロジェクター購入 船引町船引字畑添76番地2　外

三密回避オンライン会議用プロジェクター　２組
・プロジェクター本体　EPSON　EB-L1070U
・プロジェクター用オプションレンズ　EPSON　ELPLU04
・プロジェクターカート　サンワサプライ　PR-14

R3.1.29 備品購入 2,140,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

38 投票用紙計数機購入 船引町船引字畑添76番地2 投票用紙計数機　６台 R2.12.25 備品購入 2,010,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 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 タッチパネル式券売機ほか R3.2.26 備品購入 2,570,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名


