
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
ふくしま森林再生事業
大越地区４－⑤工区　森林整備業務委託

大越地区 大越町早稲川字裾ヲ田地内
森林整備　A=0.93ha
　（樹下植栽）

R3.3.31 業務委託 1,500,000 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

2
ふくしま森林再生事業
都路地区８－②工区　森林整備業務委託

都路地区 都路町岩井沢字松ノ木平地内
森林整備　A=7.43ha
　（樹下植栽）

R3.3.31 業務委託 15,000,000 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

3
水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（4ｔロー
リー）

田村市上下水道局
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム
４ｔローリー購入　１㎏あたり
（年間使用量　72,320㎏）

R4.3.31 業務委託 49.00 有限会社　渡辺薬局 代表取締役　星　淳 指名

4
水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（2ｔロー
リー）

田村市水道事業　大越浄水場
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム
２ｔローリー購入　１㎏あたり
（年間使用量　9,920㎏）

R4.3.31 業務委託 60.00 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

5
水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（2ｔロー
リー）

田村市上下水道局
滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ
　　　　　２ｔローリー購入　１㎏あたり
　　　　　（年間使用量　28,080㎏）

R4.3.31 業務委託 70.50 有限会社　渡辺薬局 代表取締役　星　淳 指名

6 水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（１箱18L）
田村市水道事業　大越浄水場、
常葉浄水場、滝根浄水場、入新
田浄水場

滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ
　　　　　１箱18Lあたり
　　　　　（年間使用量　1,000箱）
　　　　　大越280箱　常葉250箱　滝根・入新田470箱

R4.3.31 業務委託 2,900 有限会社　さとう 代表取締役　佐藤　順子 指名

7 水道量水器単価契約（口径13㎜乾式直読式量水器） 田村市上下水道局
水道量水器単価契約（口径13ｍｍ乾式直読式量水器）
　（年間購入予定　805個）

R4.3.31 業務委託 1,660 東洋計器　株式会社　郡山事務所 所長　矢吹　裕一 指名

8 飲料水水質検査業務委託 田村市水道事業区域内

配水：基準項目9項目、11項目、24項目、49項目、51項
目
原水：基準項目39項目、大腸菌、嫌気性芽胞菌、ｸﾘﾌﾟﾄ
ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ･ｼﾞｱﾙｼﾞｱ､農薬114項目､鉄･ﾏﾝｶﾞﾝ

R4.3.31 業務委託 12,500,000
株式会社　新環境分析センター福島
県分析センター

センター長　薄井　孝之 指名

9 水道水浄水に伴う沈澱汚泥処理業務委託 船引町船引字上川原地内
汚泥収集業務
　年間処理予定量　４８０㎥

R4.3.31 業務委託 20,000 株式会社　ミツワ 代表取締役　佐藤　茂 指名

10 水道事業検針業務委託
船引町船引字上川原３３番地　田
村市上下水道局

検針業務　年間延べ見込み件数５０，７００件 R4.3.31 業務委託 入札中止 指名

11 文化センター機械設備運転及び日常保守点検業務委託
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内
冷暖房運転、地下機械室運転、日常保守点検業務
　年間５６８時間（17：00まで）、８時間（夜間17：00以降）

R4.3.31 業務委託 995,760 株式会社　ローズ・ビルサービス 代表取締役　遠藤　友紀晴 指名

12 本庁舎特定建築物環境衛生管理業務委託 田村市役所 船引町船引字畑添76番地2
特定建築物環境衛生管理業務（室内空気環境測定業
務　外）
　契約期間　３箇年（長期継続契約）

R6.3.31 業務委託 指名

13 文化センター法定環境衛生管理業務委託
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内
環境衛生管理技術者業務　月１回
空気環境測定業務　２ヶ月に１回
ほか別紙仕様書のとおり

R4.3.31 業務委託 652,000 株式会社　ローズ・ビルサービス 代表取締役　遠藤　友紀晴 指名

14 田村市公共下水道マンホールポンプ場維持管理業務委託
船引町船引字馬場川原地内　外
３５箇所

市内３６箇所のマンホール場維持管理業務
　（定期点検、巡回点検、システム監視、清掃等）

R4.3.31 業務委託 1,800,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　吉田 広章 指名

15 浄水設備等電気計装設備年間保守点検業務委託
中央監視装置・船引水道施設・大
越水道施設・常葉水道施設

浄水設備電気計装設備保守点検業務
　中央監視装置　一式
　船引水道施設　一式
　大越水道施設　一式
　常葉水道施設　一式

R4.3.31 業務委託 9,250,000 株式会社　ニノテック 代表取締役社長　樽川　啓 指名

16 都路浄水場等電気計装設備保守点検業務委託 都路町古道地内
都路浄水場等電気計装設備保守点検業務
　都路簡易水道施設一式

R4.2.28 業務委託 1,230,000
東北機電工業　株式会社　福島営業
所

所長　秋場　清弘 指名

17 本庁舎電話設備保守点検業務委託 田村市役所 船引町船引字畑添76番地2
電話設備保守点検業務（デジタル交換機、内線電話機
外）
　契約期間　３箇年（長期継続契約）

R6.3.31 業務委託 1,490,400 株式会社　ニノテック 代表取締役社長　樽川　啓 指名

18 本庁舎ほか４５施設に係る消防保守点検業務委託 船引町船引字畑添地内ほか
消防用設備等保守点検業務委託
　契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 5,740,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

19 本庁舎ほか２１施設に係る自動ドア保守点検業務委託 船引町船引字畑添地内ほか
自動ドア保守点検業務委託
　契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 入札中止 指名
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20 本庁舎及び船引コミュニティプラザエレベーター保守点検業務委託 船引町船引字畑添地内ほか
エレベーター保守点検業務委託
　契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 1,536,000
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ　株式会社
東北支社

支社長　鎌野　浩通 指名

21 田村市斎場空調・換気・床暖房定期点検業務委託 田村市斎場 船引町船引字卯田ヶ作267番地
田村市斎場空調・換気・床暖房定期点検業務　一式
　契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 580,000 株式会社　東北装美 代表取締役　宮﨑　登志行 指名

22 本庁舎空調設備定期点検清掃業務委託 田村市役所 船引町船引字畑添76番地2
空調設備定期点検清掃業務（フィルター清掃、加湿器
排水受け点検、加湿器清掃）
　契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 1,080,000 株式会社　東北装美 代表取締役　宮﨑　登志行 指名

23 常葉行政局庁舎空調機設備点検業務委託 常葉行政局 常葉町常葉字町裏地内
常葉行政局庁舎空調機（冷温水発生器、エアコン、操
作機器）設備点検一式
契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 1,840,000 株式会社　東北装美 代表取締役　宮﨑　登志行 指名

24 文化の舘ときわ　空調機械設備保守点検業務委託 文化の舘ときわ 常葉町常葉字町裏地内

空調機械（冷温水発生機、電気温水器、冷却塔、パネ
ルヒーター、エアーハンドリングユニット及びファンコイ
ル、ポンプ類、空冷パッケージエアコン、全熱交換型換
気扇）設備点検　一式
契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 1,100,000 株式会社　ユアテック　郡山営業所 所長　勝又　雅浩 指名

25 外調機保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内

外調機保守点検業務一式
　空冷ＨＰ式立系ルーフトップ
　ＯＡＣＰ－１～４（RFT2-12000-OA）　５台
　ＯＡＣＰ－５（RFT-4800-OA）　１台
契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 3,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

26 空調機保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内

空調機保守点検業務一式
　室外機RAS-NP450FST　６台
　室外機RAS-NP160FS2　６台
　室外機RAS-AP80HVM3　１台
　室内機　３３台
契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 550,000 株式会社　東北セイワ 代表取締役　森田　明孝 指名

27 船引公民館冷暖房保守点検業務委託 船引公民館 船引町船引字南元町地内

船引公民館屋外冷暖房設備（ガス式ヒートポンプエアコ
ン）保守点検
　・定期点検　年１回
　・故障修理　随時、通報による対応
　・対象設備　ガスヒートポンプエアコン（屋外機）４台
詳細は別紙仕様書のとおり

R4.3.31 業務委託 385,000 株式会社　東北装美 代表取締役　宮﨑　登志行 指名

28 給湯器保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内

エコ給湯器保守点検業務一式
　給湯器
　QAHV-N560B形エコキュート　８台
　QAHV-N560B形エコキュート制御盤　１式

R4.3.31 業務委託 1,360,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

29 蓄熱式蒸気発生器保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内
蓄熱蒸気機器点検一式
　蒸気源　HTS-300-M7　４基
　給水ユニット　１セット

R4.3.31 業務委託 920,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

30
パークゴルフ場及び滝根チャレンジハウス浄化槽保守点検業務委
託

船引町椚山字朝日前地内ほか
浄化槽保守点検業務委託
　契約期間　３箇年（長期継続契約）

R6.3.31 業務委託 入札中止 指名

31 本庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 田村市役所 船引町船引字畑添76番地2
自家用電気工作物保安管理業務委託（市役所本庁
舎）
　契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 入札中止 指名

32 滝根行政局管内自家用電気工作物保安管理業務委託 滝根町神俣字関場地内ほか
自家用電気工作物保安管理業務委託（滝根行政局管
内）
　契約期間　２箇年（長期継続契約）

R5.3.31 業務委託 入札中止 指名

33 文化センター舞台機構保守点検業務委託
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

舞台の天井　上手、下手にある設備機器保守点検
　・定期点検　年３回
　・故障修理　随時、通報による対応
　・点検物件　緞帳（電動）１台、引割緞帳（電動）１台、
暗転幕（手動）１台　ほか別紙仕様書のとおり

R4.3.31 業務委託 648,000
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ　株式会社　仙台営
業所

所長　石田　貴裕 指名

34 文化センター舞台操作（技術者臨時派遣）業務委託
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内
催物時の設備機器操作技術者派遣業務
　委託人数　年間３９８人

R4.3.31 業務委託 24,000 有限会社　ｽﾃｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｻｰﾋﾞｽ 代表取締役　佐藤孝一 指名

35 文化センター舞台音響設備保守点検業務委託
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

舞台と客席の音響機器保守点検
　・定期点検　年２回
　・故障修理　随時、通報による対応
　・対象設備　音響調整卓１台、ワイヤレス送受信機６
セット、電力増幅器架　ほか別紙仕様書のとおり

R4.3.31 業務委託 450,000 株式会社　福島映機ｻｰﾋﾞｽ 代表取締役　相澤　弘 指名
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36 文化センター舞台照明設備保守点検業務委託
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

舞台照明設備保守点検
　・定期点検　年２回
　・故障修理　随時、通報による対応
　・対象設備　ボーダーライト等照明器具、主幹配電
盤、調光基盤　ほか別紙仕様書のとおり

R4.3.31 業務委託 735,000 東芝ﾗｲﾃｯｸ株式会社　東北営業所 営業所長　須田　高光 指名

37 田村市学校図書館支援業務委託
滝根小学校　ほ
か１６校

滝根町神俣字弥五郎内28　ほか
市内小中学校（１７校）へ学校図書館司書４名を巡回配
置

R4.3.31 業務委託 入札中止 指名

38 調理洗浄等機器保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内 調理洗浄等機器保守点検業務一式 R4.3.31 業務委託 480,000 福島ｱｲﾎｰ調理機　株式会社 代表取締役　渡邉　秀忠 指名

39 コピー用紙購入（Ａ４判）
船引町船引字畑添76番地2　ほ
か

コピー用紙（Ａ４判）500枚　1梱包
　年間使用予定梱包数　11,890梱包（船引9,900、滝根
300、大越475、都路505、常葉710）

R4.3.31 業務委託 315 愛信堂　株式会社 代表取締役　白石　恒造 指名

入 札 中 止


