
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 市道山口遠上線　道路改良工事
市道山口遠上
線

大越町上大越字大日前地内
施工延長　L=100.0m
幅　　　員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

R4.3.25 土木一式工事 34,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

2 市道屋頭清水線　道路改良工事
市道屋頭清水
線

船引町船引字屋頭清水地内
施工延長　L=120.0m
幅　　　員　Ｗ＝5.5（7.0）ｍ

R4.3.25 土木一式工事 17,600,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 条件付き

3
社会資本整備総合交付金事業　市道永畑屋戸線　道路改良舗装
工事

市道永畑屋戸
線

船引町春山字永畑地内
施工延長　L=50.0m
幅　　　員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

R4.3.25 土木一式工事 8,850,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 条件付き

4 道路メンテナンス事業　大平4号橋　橋梁補修工事
市道大平羽山
線

滝根町神俣字和貢地内
橋梁補修工事　N=1式
橋長　L=18.85m、幅員　W=6.20m

R4.3.18 土木一式工事 8,800,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 条件付き

5
放射性物質の吸収抑制対策（除草・保全管理）
（公共牧場再生利用推進事業）

常葉町堀田字大平地内 草地更新　A=7.0464ha R3.12.28 業務委託 8,060,000 株式会社　土木アシスト 代表取締役　樽井　鉄男 条件付き

6 林道深山線　道路修繕工事 林道深山線 船引町堀越字高森地内
施工延長　L=375.0m
幅　　　員　Ｗ＝3.0（4.0）ｍ

R3.12.28 土木一式工事 8,000,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 条件付き

7 市道深渡卯田ヶ作線　道路改良工事
市道深渡卯田ヶ
作線

船引町船引字深渡地内
施工延長　L=72.0m
幅　　　員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

R4.3.25 土木一式工事 4,900,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 条件付き

8 市道中田1号線　道路修繕工事 市道中田1号線 船引町北移字中田地内
道路修繕（改良舗装）
延長　L＝28.0ｍ
　　　  W=5.0m

R3.12.24 土木一式工事 4,450,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 条件付き

9 市道青石沢線　道路修繕工事 市道青石沢線 船引町石沢字上青石沢地内
側溝工
L=60.0m
落蓋型（W300×Ｈ500）

R3.12.24 土木一式工事 4,350,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 条件付き

10 市道仙台平和貢線　道路改良工事
市道仙台平和
貢線

滝根町神俣字和貢地内
施工延長　L=70.0m
幅　　　員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

R4.3.25 土木一式工事 4,000,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 条件付き

11 林業専用道整備事業　宮ノ前裾ヲ田線　舗装新設工事
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=1,300.0m
幅　　　員　Ｗ＝3.0（3.5）ｍ

R4.3.11 舗装工事 60,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

12 林業専用道整備事業　古屋敷深山線　舗装新設工事
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=813.0m
幅　　　員　Ｗ＝3.0（3.5）ｍ

R4.3.11 舗装工事 56,200,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

13 鷹待田団地駐車場整備工事 鷹待田団地 大越町上大越字鷹待田地内 駐車場整備　A=270.3㎡ R3.12.24 舗装工事 3,100,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 条件付き

14 常葉デイサービスセンター駐車場舗装工事
常葉デイサービ
スセンター

常葉町常葉字備前作地内 駐車場舗装　A=1,230.0㎡ R3.12.24 舗装工事 3,100,000 株式会社　土木アシスト 代表取締役　樽井　鉄男 条件付き

15 常葉小学校体育館外壁修繕工事
常葉小学校体
育館

常葉町常葉字上野地内
○外壁複層塗材塗装　A=100㎡
○屋根防水工事　A=398㎡

R4.2.25 建築工事 7,100,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 条件付き

16 天地人大学屋根雨漏り修繕工事 天地人大学 滝根町広瀬字針湯地内
屋根フッ素鋼板　一部葺き替え　N=1式
内部天井修繕　N=1式

R3.12.24 建築工事 #N/A #N/A 条件付き

17 船引小学校プール循環浄化装置改修工事 船引小学校 船引町船引字南元町地内 ○プール循環浄化装置改修　N=1式 R3.12.24
暖冷房衛生設

備工事
14,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 条件付き

18 市道山口遠上線道路改良に伴う仮設配水管布設工事 大越町上大越字大日前地内 水道配水用ポリエチレン管　φ200mm L=86.7m R4.3.25 上水道工事 15,750,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡邉　初雄 条件付き

19 常葉地区隊第1分団（山根地区）集合屯所建築工事
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 屯所建築工事　木造平屋建　A=126.69㎡ R4.3.25 建築工事 37,600,000 有限会社　鈴木建築店 代表取締役　鈴木　朝吉 条件付き

令和３年９月２９日執行　入札結果一覧表

不 調
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1 市道赤根坂槻木線　測量設計業務委託
市道赤根坂槻
木線

大越町上大越字蟹沢地内
路線測量　L=0.04km
用地測量　A=0.034ha
道路詳細設計　L=0.04km

R4.3.25 業務委託 4,100,000 株式会社　ミモリ技建 代表取締役　小椋　雄一 指名

2 林業専用道整備事業　宮ノ前裾ヲ田線用地測量業務委託 宮ノ前裾ヲ田線 大越町早稲川字宮ノ前地内
測量延長　L=2,000.0m
測量面積　A=4.050ha

R4.3.11 業務委託 13,200,000 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

3 林業専用道整備事業　古屋敷深山線用地測量業務委託 古屋敷深山線 船引町堀越字深山地内
測量延長　L=1,033.0m
測量面積　A=2.900ha

R4.3.11 業務委託 8,800,000 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

4 市道中島番匠3号線　不動産鑑定評価業務委託
市道中島番匠3
号線

船引町船引字中島地内 不動産鑑定評価　N=1式 R4.1.28 業務委託 1,030,000 有限会社　新和不動産鑑定 代表取締役　安達　一夫 指名

5 市道上江入山線　補償物件調査算定業務委託
市道上江入山
線

船引町船引字太子堂地内 補償物件調査算定　N=1式 R4.3.25 業務委託 2,650,000 株式会社　第一測地補償 代表取締役　小柴　建造 指名

6 田村市公共下水道マンホール緊急点検業務委託 田村市
マンホール緊急点検業務
目視点検　N=253基

R4.2.25 業務委託 3,650,000 株式会社エンドウ 代表取締役　遠藤　純一 指名

7
田村地方夜間診療所
医事一体型電子カルテシステム賃貸借

田村地方夜間
診療所

船引町船引字源次郎地内

医事一体型電子カルテシステムの賃貸借
　システム名：ＱＵＡＬＩＳ（クオリス、ビー・エム・エル
製）
　システム構成：ハードウェア（一式）、ソフトウェア
（一式）、研修等諸費
　契約期間：5年（60カ月、長期継続契約）

R8.9.30 賃貸借 2,070,000 富士通リース　株式会社　東北支店 支店長　山内　和也 指名


