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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 21.11.27 １－３７ 図書館情報システム機器購入 田村市船引町船引字扇田地内 図書館情報システム機器一式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　２月２６日

備品購入 18,500,00018,500,00018,500,00018,500,000 925,000925,000925,000925,000 19,425,00019,425,00019,425,00019,425,000 富士富士富士富士テレコムテレコムテレコムテレコム　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　郡山支店郡山支店郡山支店郡山支店 支店長支店長支店長支店長　　　　武藤武藤武藤武藤　　　　智智智智 指　　名

2 21.11.27 １－４１ 消防屯所及び機械置場看板書換修繕 市内全域
消防屯所及び機械置場看板書換修繕
１０５箇所

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１５日

修繕工事 5,785,0005,785,0005,785,0005,785,000 289,250289,250289,250289,250 6,074,2506,074,2506,074,2506,074,250 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　アールアールアールアール・・・・アルチザンアルチザンアルチザンアルチザン 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　松本松本松本松本　　　　英明英明英明英明 指　　名

3 21.11.27 １－４４ 常葉小学校スクールバス（マイクロバス）購入 田村市大越町上大越字水神宮地内 マイクロバス　１台
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月３１日

備品購入 6,200,0006,200,0006,200,0006,200,000 310,000310,000310,000310,000 6,510,0006,510,0006,510,0006,510,000 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

4 21.11.27 １－４５ 船引小学校スクールバス（中型バス）購入 田村市大越町上大越字水神宮地内 中型バス　２台
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月３１日

備品購入 24,200,00024,200,00024,200,00024,200,000 1,210,0001,210,0001,210,0001,210,000 25,410,00025,410,00025,410,00025,410,000 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

5 21.11.27 １－３８ 消防団員用活動服の購入 田村市船引町船引字馬場川原地内
消防団員用活動服（上下、バンド付）
９１１着

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１５日

備品購入 9,747,7009,747,7009,747,7009,747,700 487,385487,385487,385487,385 10,235,08510,235,08510,235,08510,235,085 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

6 21.11.27 １－３９ 消防団団員用アポロキャップの購入 田村市船引町船引字馬場川原地内 消防団引用アポロキャップ　１，５９８ヶ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１５日

備品購入 2,876,4002,876,4002,876,4002,876,400 143,820143,820143,820143,820 3,020,2203,020,2203,020,2203,020,220 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

7 21.11.27 １－４０ 消防車両用分団表示旗の購入 田村市船引町船引字馬場川原地内 消防車両用分団表示旗　９５枚
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１５日

備品購入 1,710,0001,710,0001,710,0001,710,000 85,50085,50085,50085,500 1,795,5001,795,5001,795,5001,795,500 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

8 21.11.27 ５－２８ 常葉小ビル陰内町地区電波障害防除設備改修工事 田村市常葉町常葉字内町地内 Ｕアンテナ改修一式
平成２１年１１月２７日
平成２２年１１月３０日

修繕工事 1,850,0001,850,0001,850,0001,850,000 92,50092,50092,50092,500 1,942,5001,942,5001,942,5001,942,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　フナデンフナデンフナデンフナデン 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　　　　文武文武文武文武 指　　名

9 21.11.27 １－４２ 地上デジタル放送対応テレビ等機器（公共施設）購入 市内公共施設内
デジタル対応テレビ　７２台
デジタル対応チューナー　６台

平成２１年１１月２７日
平成２２年　１月２９日

備品購入 7,000,0007,000,0007,000,0007,000,000 350,000350,000350,000350,000 7,350,0007,350,0007,350,0007,350,000 有限会社佐藤電気商会有限会社佐藤電気商会有限会社佐藤電気商会有限会社佐藤電気商会 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　　　　広幸広幸広幸広幸 指　　名

10 21.11.27 １－４６ 地上デジタル放送対応テレビ等機器（教育施設）購入 市内教育施設内 デジタル対応テレビ　２０８台
平成２１年１１月２７日
平成２２年　１月２９日

備品購入 25,000,00025,000,00025,000,00025,000,000 1,250,0001,250,0001,250,0001,250,000 26,250,00026,250,00026,250,00026,250,000 有限会社佐藤電気商会有限会社佐藤電気商会有限会社佐藤電気商会有限会社佐藤電気商会 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　　　　広幸広幸広幸広幸 指　　名

11 21.11.27 ２－３８ 滝根中学校体育館床修繕工事 滝根中学校 田村市滝根町神俣字中広土地内 体育館床改修　Ｎ＝１．０式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１５日

建築工事 3,470,0003,470,0003,470,0003,470,000 173,500173,500173,500173,500 3,643,5003,643,5003,643,5003,643,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　永山工務店永山工務店永山工務店永山工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　永山永山永山永山　　　　正一正一正一正一 指　　名

12 21.11.27 ２－４０ 菅谷小学校プール改修工事 菅谷小学校 田村市滝根町菅谷字大子堂地内 プールサイド改修　Ｎ＝１．０式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１５日

建築工事 1,520,0001,520,0001,520,0001,520,000 76,00076,00076,00076,000 1,596,0001,596,0001,596,0001,596,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　山野辺工務店山野辺工務店山野辺工務店山野辺工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　山野辺山野辺山野辺山野辺　　　　耕一耕一耕一耕一 指　　名

13 21.11.27 ３－３０ 大越中学校特別教室棟防水補修工事（第３期） 大越中学校特別教室棟 田村市大越町上大越字古町地内 防水補修工事　Ｎ＝１式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　１月２９日

建築工事 1,860,0001,860,0001,860,0001,860,000 93,00093,00093,00093,000 1,953,0001,953,0001,953,0001,953,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　武田工務店武田工務店武田工務店武田工務店 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　　　　スサエスサエスサエスサエ 指　　名

14 21.11.27 ２－３９ 滝根小学校プール改修工事 滝根小学校 田村市滝根町神俣字町地内 プール改修　Ｎ＝１．０式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

建築工事 5,300,0005,300,0005,300,0005,300,000 265,000265,000265,000265,000 5,565,0005,565,0005,565,0005,565,000 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

15 21.11.27 １－１９７ 市道船引石森線道路改良工事（第２回工事） 市道船引石森線 田村市船引町石森字東小屋地内
延長　Ｌ＝２４０．０ｍ
幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２６日

土木一式工事 6,992,0006,992,0006,992,0006,992,000 349,600349,600349,600349,600 7,341,6007,341,6007,341,6007,341,600 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

16 21.11.27 １－１９９ 田村市運動公園内体育倉庫建築工事 田村市運動公園 田村市船引町船引字板橋入山地内
体育倉庫建築　体育倉庫　４６．１４㎡
　　　　　　　　　　休憩所　　３２．０４㎡

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

建築工事 5,800,0005,800,0005,800,0005,800,000 290,000290,000290,000290,000 6,090,0006,090,0006,090,0006,090,000 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

17 21.11.27 １－２０６ 市営住宅馬場団地駐車場舗装工事 田村市船引町船引字馬場地内 舗装工　Ａ＝７７７．０㎡
平成２１年１１月２７日
平成２２年　１月２９日

舗装工事 2,640,0002,640,0002,640,0002,640,000 132,000132,000132,000132,000 2,772,0002,772,0002,772,0002,772,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　松崎工業松崎工業松崎工業松崎工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　松崎松崎松崎松崎　　　　一矢一矢一矢一矢 指　　名

18 21.11.27 ７－３９ 配水管布設替関連県道船引大越小野線舗装復旧工事 田村市船引町船引字時ノ宮地内外
車道　Ｌ＝２０３．０９ｍ　Ａ＝７７８．５６
㎡
歩道　Ｌ＝　７０．３１ｍ　Ａ＝　５６．２５

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

舗装工事 3,600,0003,600,0003,600,0003,600,000 180,000180,000180,000180,000 3,780,0003,780,0003,780,0003,780,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　松崎工業松崎工業松崎工業松崎工業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　松崎松崎松崎松崎　　　　一矢一矢一矢一矢 指　　名

19 21.11.27 ７－４０ 配水管布設替関連市道船引石森線外舗装復旧工事 田村市船引町船引字砂子田地内
車道　Ｌ＝３０２．６０ｍ　Ａ＝１，０３０．６７㎡
歩道　Ｌ＝１０８．６０ｍ　Ａ＝　　１２４．４３㎡

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

舗装工事 4,300,0004,300,0004,300,0004,300,000 215,000215,000215,000215,000 4,515,0004,515,0004,515,0004,515,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　助川土木助川土木助川土木助川土木 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　助川助川助川助川　　　　秀俊秀俊秀俊秀俊 指　　名

20 21.11.27 ２－４３ 入新田地区水路整備工事 田村市滝根町神俣字入新田地内 排水路整備　Ｌ＝１２０．０ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２３日

土木一式工事 3,850,0003,850,0003,850,0003,850,000 192,500192,500192,500192,500 4,042,5004,042,5004,042,5004,042,500 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

21 21.11.27 ２－４１ 市道一ノ坪あぶくま洞線歩道整備工事
市道一ノ坪あぶくま洞
線

田村市滝根町菅谷字糠塚前地内 歩道整備　Ｌ＝７４．０ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１５日

土木一式工事 2,850,0002,850,0002,850,0002,850,000 142,500142,500142,500142,500 2,992,5002,992,5002,992,5002,992,500 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

22 21.11.27 ２－４２ 振興基金事業市道菅谷公民館入水線排水路整備工事 市道菅谷公民館入水線 田村市滝根町菅谷字沖田地内 排水工　Ｌ＝８５．０ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１０日

土木一式工事 4,670,0004,670,0004,670,0004,670,000 233,500233,500233,500233,500 4,903,5004,903,5004,903,5004,903,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　柳沼企業柳沼企業柳沼企業柳沼企業 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　柳沼柳沼柳沼柳沼　　　　昌寿昌寿昌寿昌寿 指　　名

23 21.11.27 ５－５１ 市道陣場線道路改良工事 市道陣場線 田村市常葉町常葉字陣場地内
延長　Ｌ＝６０．０ｍ
幅員　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１０日

土木一式工事 3,880,0003,880,0003,880,0003,880,000 194,000194,000194,000194,000 4,074,0004,074,0004,074,0004,074,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　泉建設泉建設泉建設泉建設 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　　　　栄一栄一栄一栄一 指　　名

24 21.11.27 １－２０３ 公共下水道事業管渠布設工事（常葉字西田地内） 田村市常葉町常葉字西田地内 施工延長　Ｌ＝８７．７ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月　５日

下水道工事 5,600,0005,600,0005,600,0005,600,000 280,000280,000280,000280,000 5,880,0005,880,0005,880,0005,880,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺建設渡辺建設渡辺建設渡辺建設 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　　　　正一正一正一正一 指　　名

25 21.11.27 ７－４３ 水道施設保全改修常葉区域久保中継ポンプ交換工事 田村市常葉町久保字宮ノ前地内 送水ポンプ更新　一式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 2,515,0002,515,0002,515,0002,515,000 125,750125,750125,750125,750 2,640,7502,640,7502,640,7502,640,750 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 21.11.27 ７－４４
水道施設保全改修常葉区域受水槽取水ポンプ交換工
事

田村市常葉町常葉字長縄地内 受水槽ポンプ更新　一式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 1,385,0001,385,0001,385,0001,385,000 69,25069,25069,25069,250 1,454,2501,454,2501,454,2501,454,250 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

27 21.11.27 ７－４５ 水道施設保全改修滝根浄水場浄水濁度計設置工事 田村市滝根町神俣字入新田地内 浄水濁度計設置　２基
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 6,060,0006,060,0006,060,0006,060,000 303,000303,000303,000303,000 6,363,0006,363,0006,363,0006,363,000 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

28 21.11.27 ７－４６
水道施設保全改修入新田浄水場原水・浄水濁度計設
置工事

田村市滝根町神俣字入新田地内
減水濁度計設置　１基
浄水濁度計設置　１基

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 6,100,0006,100,0006,100,0006,100,000 305,000305,000305,000305,000 6,405,0006,405,0006,405,0006,405,000 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

29 21.11.27 ７－４９
石綿セメント管更新事業葉ノ木平地内配水管布設替工
事

市道湯田葉ノ木平線
田村市大越町上大越字葉ノ木平地
内

配水管布設替工事　DIP-NSφ200
Ｌ＝２０９．００ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 6,480,0006,480,0006,480,0006,480,000 324,000324,000324,000324,000 6,804,0006,804,0006,804,0006,804,000 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

30 21.11.27 ７－４８
公共下水道関連東部台四丁目第１地内配水管布設替
工事

田村市船引町東部台四丁目地内
配水管布設替工事
HPPEφ75　Ｌ＝３２０．８ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 6,800,0006,800,0006,800,0006,800,000 340,000340,000340,000340,000 7,140,0007,140,0007,140,0007,140,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　伸和商会伸和商会伸和商会伸和商会 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　安瀬安瀬安瀬安瀬　　　　享享享享 指　　名

31 21.11.27 １－２０５ 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台一丁目地内） 田村市船引町東部台一丁目地内 舗装面積　Ａ＝２，８４７．５㎡
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月　５日

舗装工事 12,000,00012,000,00012,000,00012,000,000 600,000600,000600,000600,000 12,600,00012,600,00012,600,00012,600,000 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

32 21.11.27 ３－３１
地域活力基盤創造交付金事業市道入ノ作１号線舗装新
設工事

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

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 8,950,0008,950,0008,950,0008,950,000 447,500447,500447,500447,500 9,397,5009,397,5009,397,5009,397,500 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
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33 21.11.27 ７－４１ 配水管布設替関連県道富岡大越線舗装本復旧工事 田村市大越町上大越字大田立地内 延長　Ｌ＝２６０ｍ　Ａ＝１，６５６．６７㎡
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

舗装工事 7,420,0007,420,0007,420,0007,420,000 371,000371,000371,000371,000 7,791,0007,791,0007,791,0007,791,000 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

34 21.11.27 ４－６４ 市道路登線舗装新設工事 市道路登線 田村市都路町古道字呼石地内
舗装新設工　Ｌ＝３８９．１ｍ
　　　　　　　　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２６日

舗装工事 10,350,00010,350,00010,350,00010,350,000 517,500517,500517,500517,500 10,867,50010,867,50010,867,50010,867,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　東友建設東友建設東友建設東友建設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　赤石沢赤石沢赤石沢赤石沢　　　　善正善正善正善正 指　　名

35 21.11.27 ５－３９ 市道余平田田代線道路舗装工事 市道余平田田代線 田村市常葉町山根字早坂地内
道路舗装　Ｌ＝２００．０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１２日

舗装工事 10,750,00010,750,00010,750,00010,750,000 537,500537,500537,500537,500 11,287,50011,287,50011,287,50011,287,500 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

36 21.11.27 ５－５２ 県道本宮常葉線流末水路工事 田村市常葉町西向字蛭田地内 Ｕ型側溝　Ｌ＝１９６。４ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 11,950,00011,950,00011,950,00011,950,000 597,500597,500597,500597,500 12,547,50012,547,50012,547,50012,547,500 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

37 21.11.27 ５－３８
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（第２回）

市道定福山口線 田村市常葉町新田作字山口地内
道路改良　Ｌ＝１２０．０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２６日

土木一式工事 23,950,00023,950,00023,950,00023,950,000 1,197,5001,197,5001,197,5001,197,500 25,147,50025,147,50025,147,50025,147,500 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

38 21.11.27 ５－５３ 県道本宮常葉線流末水樋管工事 田村市常葉町西向字蛭田地内 樋門・樋管　一式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 22,300,00022,300,00022,300,00022,300,000 1,115,0001,115,0001,115,0001,115,000 23,415,00023,415,00023,415,00023,415,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺建設渡辺建設渡辺建設渡辺建設 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　　　　正一正一正一正一 指　　名

39 21.11.27 ５－５０ 市道田和上線道路改良工事 市道田和上線 田村市常葉町常葉字白地石地内
延長　Ｌ＝６０．０ｍ
幅員　Ｗ＝５．５（９．２５）ｍ

平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２２日

土木一式工事 11,500,00011,500,00011,500,00011,500,000 575,000575,000575,000575,000 12,075,00012,075,00012,075,00012,075,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　渡辺建設渡辺建設渡辺建設渡辺建設 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　　　　正一正一正一正一 指　　名

40 21.11.27 １－２０４ 公共下水道事業管渠布設工事（西向字石ノ坪第３地内） 田村市常葉町西向字石ノ坪地内 施工延長　Ｌ＝１６１．９ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　２月２６日

下水道工事 9,480,0009,480,0009,480,0009,480,000 474,000474,000474,000474,000 9,954,0009,954,0009,954,0009,954,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　泉建設泉建設泉建設泉建設 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　　　　栄一栄一栄一栄一 指　　名

41 21.11.27 ７－４２
水道施設保全改修常葉区域久保配水池電磁流量計交
換工事

田村市常葉町久保字宮ノ前地内 電磁流量計更新　一式
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 1,650,0001,650,0001,650,0001,650,000 82,50082,50082,50082,500 1,732,5001,732,5001,732,5001,732,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　泉建設泉建設泉建設泉建設 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　　　　栄一栄一栄一栄一 指　　名

42 21.11.27 １－２００ 公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目第５地内） 田村市船引町東部台二丁目地内 施工延長　Ｌ＝３１５．６ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１９日

下水道工事 13,050,00013,050,00013,050,00013,050,000 652,500652,500652,500652,500 13,702,50013,702,50013,702,50013,702,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　桑原工務店桑原工務店桑原工務店桑原工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　桑原桑原桑原桑原　　　　修修修修 指　　名

43 21.11.27 １－２０１ 公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目第３地内） 田村市船引町東部台五丁目地内外 施工延長　Ｌ＝１９７．６ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１９日

下水道工事 16,300,00016,300,00016,300,00016,300,000 815,000815,000815,000815,000 17,115,00017,115,00017,115,00017,115,000 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

44 21.11.27 １－２０２ 公共下水道事業管渠布設工事（船引字石崎第２地内） 田村市船引町船引字石崎地内 施工延長　Ｌ＝３１４．０ｍ
平成２１年１１月２７日
平成２２年　３月１９日

下水道工事 16,000,00016,000,00016,000,00016,000,000 800,000800,000800,000800,000 16,800,00016,800,00016,800,00016,800,000 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


