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当日
番号

入　札
年月日

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 21.10.6 １－３３ 消防用ホースの購入 田村市船引町船引字馬場川原地内 消防用ホース　７０本
平成２１年１０月　６日
平成２１年１１月３０日

備品購入 2,170,0002,170,0002,170,0002,170,000 108,500108,500108,500108,500 2,278,5002,278,5002,278,5002,278,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品渡辺鉄工消防用品 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　　　　治治治治 指　　名

2 21.10.6 １－２８ 田村市公用車購入（軽乗用） 田村市船引町船引字馬場川原地内 軽乗用　３台
平成２１年１０月　６日
平成２１年１１月３０日

備品購入 3,420,0003,420,0003,420,0003,420,000 171,000171,000171,000171,000 3,591,0003,591,0003,591,0003,591,000 大内自動車工業大内自動車工業大内自動車工業大内自動車工業　　　　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　　　　大内大内大内大内　　　　公夫公夫公夫公夫 指　　名

3 21.10.6 １－６８ 学校給食センター建築設計業務委託 田村市常葉町西向字菅田地内
給食ｾﾝﾀｰ棟　（鉄骨造２階　延床面積＝
2,000㎡）　配送車車庫（２ｔﾄﾗｯｸ＝１０台収
容）

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２５日

業務委託 28,800,00028,800,00028,800,00028,800,000 1,440,0001,440,0001,440,0001,440,000 30,240,00030,240,00030,240,00030,240,000 桑原建築事務所桑原建築事務所桑原建築事務所桑原建築事務所 代表代表代表代表　　　　桑原桑原桑原桑原　　　　俊幸俊幸俊幸俊幸 指　　名

4 21.10.6 １－６５ 田村市立緑小学校屋内運動場耐力度調査業務委託 田村市船引町上移字根岸地内
緑小学校屋内運動場の耐力度調査業
務

平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月２５日

業務委託 1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000 70,00070,00070,00070,000 1,470,0001,470,0001,470,0001,470,000 桑原建築事務所桑原建築事務所桑原建築事務所桑原建築事務所 代表代表代表代表　　　　桑原桑原桑原桑原　　　　俊幸俊幸俊幸俊幸 指　　名

5 21.10.6 １－６９ 学校給食センター地質調査業務委託 田村市常葉町西向字菅田地内
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　Ｌ＝１０ｍ×３箇所
標準貫入試験　Ｎ＝１０回×３箇所

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２５日

業務委託 2,300,0002,300,0002,300,0002,300,000 115,000115,000115,000115,000 2,415,0002,415,0002,415,0002,415,000 新協地水新協地水新協地水新協地水　　　　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　　　　佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　正基正基正基正基 指　　名

6 21.10.6 １－６３ 市道平線修繕測量設計業務委託 市道平線 田村市船引町上移字根岸地内 測量・設計　Ｌ＝１５０ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月１８日

業務委託 3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000 150,000150,000150,000150,000 3,150,0003,150,0003,150,0003,150,000
総合技術総合技術総合技術総合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社田村株式会社田村株式会社田村株式会社田村
営業所営業所営業所営業所

所長所長所長所長　　　　南部南部南部南部　　　　誠誠誠誠 指　　名

7 21.10.6 １－７０ 田村市道路台帳補正業務委託 田村市全域 田村市市内一円 道路台帳補正業務
平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２６日

業務委託 3,450,0003,450,0003,450,0003,450,000 172,500172,500172,500172,500 3,622,5003,622,5003,622,5003,622,500
株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支
店店店店

支店長支店長支店長支店長　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　庄二庄二庄二庄二 指　　名

8 21.10.6 ４－１５ 市道山口大槻線 測量設計補完業務委託 市道山口大槻線 田村市都路町岩井沢字日向地内 測量設計補完業務　一式
平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月１９日

業務委託 2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 125,000125,000125,000125,000 2,625,0002,625,0002,625,0002,625,000
株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支
店店店店

支店長支店長支店長支店長　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　庄二庄二庄二庄二 指　　名

9 21.10.6 ５－３４
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道歩代
田線測量設計業務委託

市道歩代田線 田村市常葉町西向字米粉原地内
測量延長　Ｌ＝４００ｍ
設計延長　Ｌ＝２９０ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　１月２９日

業務委託 3,300,0003,300,0003,300,0003,300,000 165,000165,000165,000165,000 3,465,0003,465,0003,465,0003,465,000 陸奥測量設計陸奥測量設計陸奥測量設計陸奥測量設計　　　　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　　　　伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　清郷清郷清郷清郷 指　　名

10 21.10.6 １－６７ 田村市斎場敷地測量設計業務委託 田村市斎場 田村市船引町船引字卯田ヶ作地内 面積　Ａ＝０．７０６ｈａ
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月１８日

業務委託 3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000 150,000150,000150,000150,000 3,150,0003,150,0003,150,0003,150,000
株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支郡山測量設計社田村支
店店店店

支店長支店長支店長支店長　　　　遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　庄二庄二庄二庄二 指　　名

11 21.10.6 １－１４１ 市道深山線道路改良工事 市道深山線 田村市船引町門沢字札場前地内
延長　Ｌ＝５４．０ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月２２日

土木一式工事 2,937,0002,937,0002,937,0002,937,000 146,850146,850146,850146,850 3,083,8503,083,8503,083,8503,083,850 マルマルマルマル武建設工業武建設工業武建設工業武建設工業　　　　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　　　　武田武田武田武田　　　　幸子幸子幸子幸子 指　　名

12 21.10.6 １－１４２ 前田橋修繕工事 前田橋 田村市船引町船引字轌田地区 橋梁修繕　一式
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月２１日

土木一式工事 3,650,0003,650,0003,650,0003,650,000 182,500182,500182,500182,500 3,832,5003,832,5003,832,5003,832,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　武藤工務店武藤工務店武藤工務店武藤工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　武藤武藤武藤武藤　　　　勝久勝久勝久勝久 指　　名

13 21.10.6 １－１４３ 市道戸沢西向線道路側溝布設工事 市道戸沢・西向線 田村市船引町今泉字宇洞地区 側溝布設工　Ｌ＝２６．０ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月２１日

土木一式工事 2,700,0002,700,0002,700,0002,700,000 135,000135,000135,000135,000 2,835,0002,835,0002,835,0002,835,000 マルマルマルマル武建設工業武建設工業武建設工業武建設工業　　　　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　　　　武田武田武田武田　　　　幸子幸子幸子幸子 指　　名

14 21.10.6 ３－２１ 市道鳴神神社線道路改良工事 市道鳴神神社線 田村市大越町上大越字町地内
改良工　Ｌ＝１００．０ｍ
　　　　　Ｗ＝２．０ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 8,700,0008,700,0008,700,0008,700,000 435,000435,000435,000435,000 9,135,0009,135,0009,135,0009,135,000 大和大和大和大和コウケンコウケンコウケンコウケン　　　　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　　　　來來來來 指　　名

15 21.10.6 ３－２５ 市道古町線側溝整備工事 市道古町線 田村市大越町上大越字古町地内 側溝整備工　Ｌ＝１０６．０ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月２５日

土木一式工事 2,970,0002,970,0002,970,0002,970,000 148,500148,500148,500148,500 3,118,5003,118,5003,118,5003,118,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　白岩工務店白岩工務店白岩工務店白岩工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　白岩白岩白岩白岩　　　　正一正一正一正一 指　　名

16 21.10.6 ４－５５
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道大久
保石橋線側溝修繕工事

市道大久保石橋線 田村市都路町古道字高橋地内
側溝布設　Ｌ＝１２．０ｍ
集水桝　２基

平成２１年１０月　６日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000 65,00065,00065,00065,000 1,365,0001,365,0001,365,0001,365,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　たむらたむらたむらたむら農建農建農建農建 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　　　　洋子洋子洋子洋子 指　　名

17 21.10.6 ４－５６
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道芹ヶ
沢線側溝修繕工事

市道芹ヶ沢線 田村市都路町古道字芹ヶ沢地内
Ｕ型側溝（Ⅲ-A-i-500A)
Ｌ＝４０．０ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２１年１１月３０日

土木一式工事 1,420,0001,420,0001,420,0001,420,000 71,00071,00071,00071,000 1,491,0001,491,0001,491,0001,491,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　たむらたむらたむらたむら農建農建農建農建 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　　　　洋子洋子洋子洋子 指　　名

18 21.10.6 ５－３４
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道宇藤
線舗装修繕工事

市道宇藤線 田村市常葉町山根字屋形内地内
舗装延長　Ｌ＝３９０ｍ
舗装面積　Ａ＝１，３６５㎡

平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月１１日

舗装工事 2,820,0002,820,0002,820,0002,820,000 141,000141,000141,000141,000 2,961,0002,961,0002,961,0002,961,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　吉田重機工業吉田重機工業吉田重機工業吉田重機工業 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　　　　正信正信正信正信 指　　名

19 21.10.6 １－１４４ 市営住宅神俣団地駐車場舗装第２回工事 田村市滝根町神俣字五林平地内 駐車場舗装工
平成２１年１０月　６日
平成２１年１１月３０日

舗装工事 3,220,0003,220,0003,220,0003,220,000 161,000161,000161,000161,000 3,381,0003,381,0003,381,0003,381,000 白土工業白土工業白土工業白土工業　　　　有限会社有限会社有限会社有限会社 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　白土白土白土白土　　　　謙一謙一謙一謙一 指　　名

20 21.10.6 ４－５４
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道強梨
線舗装補修工事

市道強梨線
田村市都路町岩井沢字馬酔木沢地
内

舗装補修　Ｌ＝８６．０ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月１０日

舗装工事 3,450,0003,450,0003,450,0003,450,000 172,500172,500172,500172,500 3,622,5003,622,5003,622,5003,622,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　たむらたむらたむらたむら農建農建農建農建 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　　　　洋子洋子洋子洋子 指　　名

21 21.10.6 ５－３３
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道栃久
保線舗装修繕工事

市道栃久保線 田村市常葉町久保字川久保地内
舗装延長　Ｌ＝５８０ｍ
舗装面積　Ａ＝２，０３０㎡

平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月１１日

舗装工事 4,180,0004,180,0004,180,0004,180,000 209,000209,000209,000209,000 4,389,0004,389,0004,389,0004,389,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺住建工業渡辺住建工業渡辺住建工業渡辺住建工業 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　　　　一男一男一男一男 指　　名

22 21.10.6 ２－２６ 滝根運動場公衆トイレ新築工事 滝根運動場 田村市滝根町神俣字河原地内 公衆ﾄｲﾚ新築　Ｎ＝１棟
平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２５日

建築工事 7,800,0007,800,0007,800,0007,800,000 390,000390,000390,000390,000 8,190,0008,190,0008,190,0008,190,000 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

23 21.10.6 ７－２３
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業滝根地区消火栓
修繕工事

田村市滝根町菅谷字猿内地内外 地上式消火栓修繕工事　５基
平成２１年１０月　６日
平成２２年　１月２０日

上水道工事 3,130,0003,130,0003,130,0003,130,000 156,500156,500156,500156,500 3,286,5003,286,5003,286,5003,286,500 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

24 21.10.6 ７－２１
石綿セメント管更新事業市道駅前馬場線江戸内地内配
水管布設替工事

田村市船引町文珠字江戸内地内
配水管布設替工事
ＤＩＰ－ＮＳφ250　Ｌ＝118.8ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 12,600,00012,600,00012,600,00012,600,000 630,000630,000630,000630,000 13,230,00013,230,00013,230,00013,230,000 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

25 21.10.6 ７－２０
石綿セメント管更新事業市道駅前馬場線下扇田地内配
水管布設替工事

田村市船引町船引字下扇田地内
配水管布設替工事
ＤＩＰ－ＮＳφ250　Ｌ＝177.7ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 15,300,00015,300,00015,300,00015,300,000 765,000765,000765,000765,000 16,065,00016,065,00016,065,00016,065,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　大和田設備工業大和田設備工業大和田設備工業大和田設備工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　大和田大和田大和田大和田　　　　茂茂茂茂 指　　名

26 21.10.6 ２－３０
地域活力基盤創造交付金事業市道大橋中広土線道路
舗装新設工事

市道大橋中広土線 田村市滝根町神俣字弥五郎内地内
舗装工　Ｌ＝１２５．０ｍ
　　　　　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２５日

舗装工事 6,850,0006,850,0006,850,0006,850,000 342,500342,500342,500342,500 7,192,5007,192,5007,192,5007,192,500 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

27 21.10.6 １－１３９ 公共下水道事業舗装復旧工事（西向字屋形地内） 田村市常葉町西向字屋形地内 舗装復旧面積　Ａ＝２，１１２．３㎡
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月１８日

舗装工事 7,600,0007,600,0007,600,0007,600,000 380,000380,000380,000380,000 7,980,0007,980,0007,980,0007,980,000 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

28 21.10.6 ３－２３ 田村市大越公民館身障者トイレ設置工事 大越公民館 田村市大越町上大越字元池地内 衛生器具取付工事　Ｎ＝１式
平成２１年１０月　６日
平成２１年１１月３０日

暖冷房衛生設備
工事

1,530,0001,530,0001,530,0001,530,000 76,50076,50076,50076,500 1,606,5001,606,5001,606,5001,606,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺工業渡辺工業渡辺工業渡辺工業 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　　　　菊雄菊雄菊雄菊雄 指　　名

29 21.10.6 ７－２２ 石綿セメント管更新事業市道湯田線配水管布設替工事 田村市大越町上大越字湯田地内
配水管布設替工事
ＤＩＰ－ＮＳφ200　Ｌ＝82.33ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月１９日

上水道工事 11,700,00011,700,00011,700,00011,700,000 585,000585,000585,000585,000 12,285,00012,285,00012,285,00012,285,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺工業渡辺工業渡辺工業渡辺工業 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　　　　菊雄菊雄菊雄菊雄 指　　名

30 21.10.6 １－１４０ 市道砂子田２号線道路改良工事 市道砂子田２号線 田村市船引町船引字砂子田地内
延長　Ｌ＝７６．５ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月１９日

土木一式工事 8,680,0008,680,0008,680,0008,680,000 434,000434,000434,000434,000 9,114,0009,114,0009,114,0009,114,000 マルマルマルマル武建設工業武建設工業武建設工業武建設工業　　　　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　　　　武田武田武田武田　　　　幸子幸子幸子幸子 指　　名

31 21.10.6 １－１３７
道整備交付金事業市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸｾｽ線舗装新
設工事（第３回工事）

市道船引・三春ｲﾝﾀｰｱｸ
ｾｽ線

田村市船引町笹山字立石地内
延長　Ｌ＝４７２．９ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 26,000,00026,000,00026,000,00026,000,000 1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000 27,300,00027,300,00027,300,00027,300,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　春山建工社春山建工社春山建工社春山建工社 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　　　　等等等等 指　　名

32 21.10.6 １－１２５
公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目第２地
内）

田村市船引町東部台五丁目地内 施工延長　Ｌ＝３５７．３０ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２２年　１月２９日

下水道工事 17,200,00017,200,00017,200,00017,200,000 860,000860,000860,000860,000 18,060,00018,060,00018,060,00018,060,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　鈴船建設鈴船建設鈴船建設鈴船建設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　直綱直綱直綱直綱 指　　名
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33 21.10.6 １－１２６
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目第２地
内）

田村市船引町東部台四丁目地内 施工延長　Ｌ＝５７１．８０ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月１９日

下水道工事 25,900,00025,900,00025,900,00025,900,000 1,295,0001,295,0001,295,0001,295,000 27,195,00027,195,00027,195,00027,195,000 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

34 21.10.6 １－１２１
公共下水道事業管渠布設工事（上大越字水神宮第２地
内）

田村市大越町上大越字水神宮地内 施工延長　Ｌ＝１９１．６０ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２１年１２月１８日

下水道工事 10,300,00010,300,00010,300,00010,300,000 515,000515,000515,000515,000 10,815,00010,815,00010,815,00010,815,000 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

35 21.10.6 １－１３８ 市道中原１号線原橋下部工工事 田村市大越町下大越字中原地内
橋梁下部工　Ａ１橋台　Ｎ＝１基
　　　　　　　　Ｐ１橋脚　Ｎ＝１基

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 26,700,00026,700,00026,700,00026,700,000 1,335,0001,335,0001,335,0001,335,000 28,035,00028,035,00028,035,00028,035,000 三和工業三和工業三和工業三和工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長　　　　武田武田武田武田　　　　公志公志公志公志 指　　名

36 21.10.6 ３－２２
地域活力基盤創造交付金事業市道入ノ作１号線道路改
良工事

市道入ノ作１号線 田村市大越町下大越字入ノ作地内
改良工　Ｌ＝１４０．０ｍ
　　　　　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　２月２６日

土木一式工事 21,950,00021,950,00021,950,00021,950,000 1,097,5001,097,5001,097,5001,097,500 23,047,50023,047,50023,047,50023,047,500 三和工業三和工業三和工業三和工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長　　　　武田武田武田武田　　　　公志公志公志公志 指　　名

37 21.10.6 １－１２０
公共下水道事業管渠布設工事（上大越字水神宮第１地
内）

田村市大越町上大越字水神宮地内 施工延長　Ｌ＝２４９．００ｍ
平成２１年１０月　６日
平成２２年　２月１９日

下水道工事 18,550,00018,550,00018,550,00018,550,000 927,500927,500927,500927,500 19,477,50019,477,50019,477,50019,477,500 三和工業三和工業三和工業三和工業　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社 取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長　　　　武田武田武田武田　　　　公志公志公志公志 指　　名

38 21.10.6 ５－３２
地域活力基盤創造交付金事業市道定福山口線道路改
良工事

市道定福山口線 田村市常葉町新田作字山口地内
改良工事　Ｌ＝２００．０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年１０月　６日
平成２２年　３月２６日

土木一式工事 26,400,00026,400,00026,400,00026,400,000 1,320,0001,320,0001,320,0001,320,000 27,720,00027,720,00027,720,00027,720,000 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


