
令和３年１１月２６日執行　入札結果一覧表

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 準用河川明部渕川筋 河川改修工事
準用河川明部
渕川筋

大越町上大越字三斗蒔地内 河川改修　L=34.0m R4.3.25 土木一式工事 8,000,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 条件付き

2 市道大橋中広土線　側溝敷設工事
市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字蟹内地内 側溝敷設　L=56.0m（W600×H800） R4.3.25 土木一式工事 7,700,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 条件付き

3 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
一部拡幅工事
L=80.0m
W=5.00m

R4.3.25 土木一式工事 6,450,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　真也 条件付き

4 市道川前線　道路改良工事 市道川前線 船引町石沢字川前地内
施工延長　L=43.1m
幅　　　員　W=4.0m

R4.3.25 土木一式工事 6,300,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 条件付き

5
震災対策農業水利施設整備事業
防災重点ため池ハザードマップ表示板作成業務委託（田村第
5地区）

船引町南移押敷平地内外
防災重点ため池ハザードマップ表示板作成業務　一式
（田村第5地区　Ｎ＝20箇所）

R4.2.25 業務委託 5,200,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡邊　秀則 条件付き

6 市道荒屋敷4号線　道路修繕工事
市道荒屋敷4号
線

船引町芦沢字荒屋敷地内

一部拡幅舗装工（t=4.0cm）
L=94.0m W=1.5m～3.0m
Ⅰ工区　L=55.00m
Ⅱ工区　L=39.00m

R4.3.25 土木一式工事 4,290,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 条件付き

7 下大越字宮山地内　地下式防火水槽設置工事
下大越字宮山
地内

大越町下大越字宮山地内
下大越字宮山地内　地下式防火水槽設置工
地下式防火水槽　N=1基

R4.3.25 土木一式工事 4,320,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

8 農業集落排水処理施設貯水槽撤去工事 滝根町菅谷字六大田地内
農業集落排水処理施設貯水槽撤去工事　N=1.0式
（ネットフェンス撤去、貯水槽本体撤去、送水管撤去、
仮設工）

R4.3.25 土木一式工事 3,820,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

9 上源上橋　橋梁補修工事
市道小久地柏
原線

大越町下大越字上源地内 橋梁塗装工　A=240.3㎡ R4.3.18 土木一式工事 2,960,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

10 市道堂山夏崎線　道路修繕工事
市道堂山夏崎
線

船引町門沢字堂山地内
暗渠工（Φ600）　L=20.0m
舗装工　　　　　　L=30.0m、W=2.8m

R4.3.25 土木一式工事 2,430,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 条件付き

11 市道作田下線　側溝敷設工事 市道作田下線 滝根町菅谷字作田下地内
側溝敷設工事
延長　L=34.7m

R4.2.25 土木一式工事 1,830,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 条件付き

12 常葉字本坊地内法定外道路修繕工事 法定外道路 常葉町常葉字本坊地内 施工延長　L=15.0m R4.3.18 土木一式工事 1,800,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

13 市道五升車花木内線　舗装修繕工事
市道五升車花
木内線

船引町船引字扇田地内
舗装修繕工事
延長　L=900.0m
幅員　W=5.2m～11.3m

R4.3.25 舗装工事 56,500,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 条件付き

14 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

R4.3.18 建築工事 2,250,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 条件付き

15 常葉地区隊第1分団（山根）ホース乾燥塔設置工事
ホース乾燥塔12
本吊　1基

常葉町山根字鹿島地内
ホース乾燥塔12本吊　1基
（常葉地区隊第1分団（山根）集合屯所）

R4.1.28 建築工事 1,454,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田 政智 条件付き

16 船引地区隊第5分団（芦沢）ホース乾燥塔設置工事
ホース乾燥塔6
本吊　1基

船引町芦沢字橋向地内
ホース乾燥塔6本吊　1基
（船引地区隊第5分団2部屯所）

R4.1.28 建築工事 1,380,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 条件付き

17 船引字中島地内消火栓設置工事 船引町船引字中島地内 地下式消火栓設置工　N=1箇所 R4.3.25 上水道工事 4,400,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 条件付き
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1 市道余平田田代線　用地測量業務委託
市道余平田田
代線

常葉町堀田字八百坂地内 用地測量　A=2.63ha R4.3.25 業務委託 7,900,000 総合技術コンサルタンツ　株式会社 代表取締役　安部　美富利 指名

2
緊急自然災害防止対策事業　船引町杉ノ崎地区　水路整備
測量設計業務委託

船引町門沢字杉ノ崎地内 水路整備測量設計　N=1.0式 R4.3.25 業務委託 8,600,000 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
緊急自然災害防止対策事業　船引町葉ノ木地区　水路整備
測量設計業務委託

船引町石森字葉ノ木地内 水路整備測量設計　N=1.0式 R4.3.25 業務委託 9,400,000 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 市道上江入山線　不動産鑑定評価業務委託
市道上江入山
線

船引町船引字太子堂地内 不動産鑑定評価　N=1式 R4.3.25 業務委託 1,260,000 株式会社　都市不動産鑑定 代表取締役　渡邉　眞宏 指名

5 市道余平田田代線　補償物件調査算定業務委託
市道余平田田
代線

常葉町堀田字八百坂地内 補償物件調査算定　N=1式 R4.3.25 業務委託 1,050,000 株式会社　福島調査設計 代表取締役　渡辺　剛 指名

6 立木伐採及び枝下し整理業務委託 船引町門沢字直道地内 立木伐採及び枝下し整理業務　N=一式 R4.2.28 業務委託 1,100,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

7 AED（自動体外式除細動器）購入
田村市管内児
童福祉施設　8
施設

滝根町神俣字関場145地内　外7
施設

AED（自動体外式除細動器）：8台

子育て支援センター、滝根保育所、常葉保育所、大越
こども園、三世代ふれあい交流館、常葉児童生活セン
ター、船引児童館、たむら学童センター

R4.1.28 備品購入 2,400,000 福味商事　株式会社　田村営業所 所長　根本　幸博 指名

8
市内小中学校（AED）購入
（収納BOX付き2セット、収納BOXなし1セット）

船引小学校ほ
か

船引町船引字南元町地内　ほか

設置場所：船引小学校、大越中学校、船引中学校
AED（自動体外式除細動器） 3セット
○AED自動体外式除細動器（除細動後CPR機能付き）
○装備標準（各1台につき）
   ・バッテリ1個　・除細動パット2組　・キャリングケース
1個　・取扱説明書（クイックガイド）1個　・小児キー又は
切り替えによる小児モード変換機能付き1個　・設置ス
テッカー（納入施設の玄関等にAEDの設置施設である
ことを示すもの）
○AED収納BOX（スタンドタイプ）※船引小、船引中の
み

R4.1.28 備品購入 960,000 福味商事　株式会社　田村営業所 所長　根本　幸博 指名


