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番号

入　札
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工事番号 工　　　事　　　名 路　線　名 工　事　場　所 工　事　の　概　要 工　　　期 工事種別 落札金額落札金額落札金額落札金額
落札金額落札金額落札金額落札金額のののの消消消消
費税相当額費税相当額費税相当額費税相当額

契約額契約額契約額契約額 落札者落札者落札者落札者（（（（業者名業者名業者名業者名）））） （（（（氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名））））
指　　　名
条件付き

1 21.4.16 １－３ 田村市一般廃棄物最終処分場環境測定業務委託 田村市船引町船引字馬場川原地内
一般破棄物最終処分場環境測定業務（原
水、処理水、地下水、湧出ガス、その他）一
式

平成２１年　４月１６日
平成２２年　３月２５日

業務委託 7,650,0007,650,0007,650,0007,650,000 382,500382,500382,500382,500 8,032,5008,032,5008,032,5008,032,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　日本化学環境日本化学環境日本化学環境日本化学環境センターセンターセンターセンター 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　出村出村出村出村　　　　豊豊豊豊 指　　名

2 21.4.16 ７－１ 飲料水水質検査及び保菌検査業務委託
田村市水道事業・簡易水道事業区
域

検査業務一式
平成２１年　４月１６日
平成２２年　３月３１日

業務委託 11,962,00011,962,00011,962,00011,962,000 598,100598,100598,100598,100 12,560,10012,560,10012,560,10012,560,100
株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　新環境分析新環境分析新環境分析新環境分析センターセンターセンターセンター福福福福
島県分析島県分析島県分析島県分析センターセンターセンターセンター

センターセンターセンターセンター長長長長　　　　生野生野生野生野　　　　久人久人久人久人 指　　名

3 21.4.16 １－４ 静電複写機賃貸借 田村市船引町船引字馬場川原地内 ５台賃貸借　１枚あたり単価
平成２１年　５月　１日
平成２２年　３月３１日

単価購入 0.850.850.850.85 0.040.040.040.04 0.890.890.890.89 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　ホンダホンダホンダホンダ 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　本田本田本田本田　　　　隆之隆之隆之隆之 指　　名

4 21.4.16 １－１ 都市施設維持管理業務委託 大鏑矢ふれあい公園 田村市船引町東部台六丁目地内
大鏑矢ふれあい公園
芝管理Ｎ＝一式　花菖蒲管理Ｎ＝一式

平成２１年　４月１６日
平成２１年１２月１５日

業務委託 2,700,0002,700,0002,700,0002,700,000 135,000135,000135,000135,000 2,835,0002,835,0002,835,0002,835,000 渡辺緑化土木渡辺緑化土木渡辺緑化土木渡辺緑化土木 代表代表代表代表　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　勇喜勇喜勇喜勇喜 指　　名

5 21.4.16 １－２ 田村市陸上競技場芝管理業務委託 田村市陸上競技場 田村市船引町船引字遠表地内
田村市陸上競技場　芝管理Ｎ＝一式
敷地内樹木ｊ管理Ｎ＝一式

平成２１年　４月１６日
平成２１年１２月１５日

業務委託 11,500,00011,500,00011,500,00011,500,000 575,000575,000575,000575,000 12,075,00012,075,00012,075,00012,075,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　山峡園山峡園山峡園山峡園 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　橋本橋本橋本橋本　　　　健一健一健一健一 指　　名

6 21.4.16 １－７ 田村市政だより印刷製本 田村市船引町船引字馬場川原地内 市政だより１１カ月分
平成２１年　５月　１日
平成２２年　３月３１日

印刷製本 0.8560.8560.8560.856 0.0420.0420.0420.042 0.8980.8980.8980.898 イシイイシイイシイイシイ印刷印刷印刷印刷 石井石井石井石井　　　　秀年秀年秀年秀年 指　　名

7 21.4.16 １－８ お知らせ版印刷製本 田村市船引町船引字馬場川原地内 お知らせ版１１カ月分
平成２１年　５月　１日
平成２２年　３月３１日

印刷製本 5.6805.6805.6805.680 0.2840.2840.2840.284 5.9645.9645.9645.964 イシイイシイイシイイシイ印刷印刷印刷印刷 石井石井石井石井　　　　秀年秀年秀年秀年 指　　名

8 21.4.16 １－９ たむら議会だより印刷製本 田村市船引町船引字馬場川原地内 たむら議会だより印刷製本
平成２１年　５月　１日
平成２２年　３月３１日

印刷製本 1.2801.2801.2801.280 0.0640.0640.0640.064 1.3441.3441.3441.344 イシイイシイイシイイシイ印刷印刷印刷印刷 石井石井石井石井　　　　秀年秀年秀年秀年 指　　名

9 21.4.16 ７－１
水道水浄水用薬品凝縮剤ポリ塩化アルミニウム単価購
入（４ｔローリー）

水道事業所
凝縮剤ポリ塩化アルミニウム
４tローリー納入　１㎏当たり

平成２１年　４月１６日
平成２２年　３月３１日

単価購入 44.0044.0044.0044.00 2.202.202.202.20 46.2046.2046.2046.20 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　渡辺薬局渡辺薬局渡辺薬局渡辺薬局 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　健蔵健蔵健蔵健蔵 指　　名

10 21.4.16 ７－２
水道水浄水用薬品凝縮剤ポリ塩化アルミニウム単価購
入（２ｔローリー）

水道事業所　大越浄水場
凝縮剤ポリ塩化アルミニウム
２tローリー納入　１㎏当たり

平成２１年　４月１６日
平成２２年　３月３１日

単価購入 47.0047.0047.0047.00 2.352.352.352.35 49.3549.3549.3549.35 善善善善　　　　佐藤商店佐藤商店佐藤商店佐藤商店 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　善一善一善一善一 指　　名

11 21.4.16 ７－３
水道水浄水用薬品次亜塩素酸ソーダ単価購入（２ｔロー
リー）

水道事業所
滅菌剤次亜塩素酸ソーダー
２tローリー納入　１㎏当たり

平成２１年　４月１６日
平成２２年　３月３１日

単価購入 44.0044.0044.0044.00 2.202.202.202.20 46.2046.2046.2046.20 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　渡辺薬局渡辺薬局渡辺薬局渡辺薬局 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　健蔵健蔵健蔵健蔵 指　　名

12 21.4.16 ７－４
水道水浄水用薬品次亜塩素酸ソーダ単価購入（１箱１８
Ｌ）

水道事業所大越浄水場・簡易水道
浄水場

滅菌剤次亜塩素酸ソーダー
１箱　１８Ｌ当たり

平成２１年　４月１６日
平成２２年　３月３１日

単価購入 不調不調不調不調 指　　名

13 21.4.16 １－３ 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字南町通地内外） 田村市船引町船引字南町通地内外 本復旧面積　Ａ＝774.01㎡
平成２１年　４月１６日
平成２１年　６月３０日

舗装工事 5,150,0005,150,0005,150,0005,150,000 257,500257,500257,500257,500 5,407,5005,407,5005,407,5005,407,500 田村産業田村産業田村産業田村産業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　善隆善隆善隆善隆 指　　名

14 21.4.16 １－４
公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目第１地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内 施工延長　Ｌ＝392.90ｍ
平成２１年　４月１６日
平成２１年　８月３１日

下水道工事 14,970,00014,970,00014,970,00014,970,000 748,500748,500748,500748,500 15,718,50015,718,50015,718,50015,718,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　本田工業本田工業本田工業本田工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　本田本田本田本田　　　　俊二俊二俊二俊二 指　　名

15 21.4.16 １－５
公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目第２地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内 施工延長　Ｌ＝380.70ｍ
平成２１年　４月１６日
平成２１年　９月３０日

下水道工事 16,500,00016,500,00016,500,00016,500,000 825,000825,000825,000825,000 17,325,00017,325,00017,325,00017,325,000 秀和建設秀和建設秀和建設秀和建設　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　吉田吉田吉田吉田　　　　幸司幸司幸司幸司 指　　名

16 21.4.16 ７－１
地域活性化・生活対策臨時交付金事業滝根消火栓修
繕工事

田村市滝根町全域 消火栓設置　２５箇所
平成２１年　４月１６日
平成２１年１０月３０日

上水道工事 13,480,00013,480,00013,480,00013,480,000 674,000674,000674,000674,000 14,154,00014,154,00014,154,00014,154,000 富士工業富士工業富士工業富士工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　猪狩猪狩猪狩猪狩　　　　恭典恭典恭典恭典 指　　名

17 21.4.16 １－１ 公共下水道事業舗装復旧工事（神俣字関場地内）
県道船引大越小野線・
小野富岡線

田村市滝根町神俣字関場地内 本復旧面積　Ａ＝2,257.55㎡
平成２１年　４月１６日
平成２１年　６月３０日

舗装工事 13,295,00013,295,00013,295,00013,295,000 664,750664,750664,750664,750 13,959,75013,959,75013,959,75013,959,750 富岡工業富岡工業富岡工業富岡工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　富岡富岡富岡富岡　　　　繁久繁久繁久繁久 指　　名

18 21.4.16 １－２ 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字関場第２地内） 田村市滝根町神俣字関場地内 施工延長　Ｌ＝158.80ｍ
平成２１年　４月１６日
平成２１年　７月３１日

下水道工事 8,900,0008,900,0008,900,0008,900,000 445,000445,000445,000445,000 9,345,0009,345,0009,345,0009,345,000 桜田工業桜田工業桜田工業桜田工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　桜田桜田桜田桜田　　　　博良博良博良博良 指　　名

19 21.4.16 １－６ 公共下水道事業管渠布設工事（西向字屋形第１地内） 田村市常葉町西向字屋形地内 施工延長　Ｌ＝20.50ｍ
平成２１年　４月１６日
平成２１年　８月　７日

下水道工事 13,200,00013,200,00013,200,00013,200,000 660,000660,000660,000660,000 13,860,00013,860,00013,860,00013,860,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　本田工業本田工業本田工業本田工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　本田本田本田本田　　　　俊二俊二俊二俊二 指　　名

20 21.4.16 ２－１ あぶくま洞切り羽浮石除去業務委託 田村市滝根町菅谷字東釜山地内
あぶくま洞切り羽浮石除去委託業務一
式

平成２１年　４月１６日
平成２１年１０月３０日

土木一式工事 3,400,0003,400,0003,400,0003,400,000 170,000170,000170,000170,000 3,570,0003,570,0003,570,0003,570,000 合資会社合資会社合資会社合資会社　　　　矢部工業矢部工業矢部工業矢部工業 代表社員代表社員代表社員代表社員　　　　矢部矢部矢部矢部　　　　節雄節雄節雄節雄 指　　名


