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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
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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 21.12.24 １－４７ 田村市立緑小学校校舎改築備品購入 市立緑小学校 田村市船引町上移字根岸地内
児童机・児童イス　１２０台
ランチテーブル　２１台

平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

備品購入 4,290,0004,290,0004,290,0004,290,000 214,500214,500214,500214,500 4,504,5004,504,5004,504,5004,504,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　志正堂志正堂志正堂志正堂 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　　　　正志正志正志正志 指　　名

2 21.12.24 １－８９ 小今泉地区（三ツ池）基本調査業務委託 田村市船引町椚山字小今泉地内 計画書作成　一式
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

業務委託 4,650,0004,650,0004,650,0004,650,000 232,500232,500232,500232,500 4,882,5004,882,5004,882,5004,882,500 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　日本測地日本測地日本測地日本測地コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　小池小池小池小池　　　　保弘保弘保弘保弘 指　　名

3 21.12.24 ７－５０ 船引浄水場取水流量計設置工事 田村市船引町船引字落合地内
浄水場第１水源取水流量計設置（超音
波式）

平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

電気設備工事 1,730,0001,730,0001,730,0001,730,000 86,50086,50086,50086,500 1,816,5001,816,5001,816,5001,816,500 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　三輪電設三輪電設三輪電設三輪電設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　三輪三輪三輪三輪　　　　善治善治善治善治 指　　名

4 21.12.24 １－１９５ 屋形のお人形様イベント広場整備工事 田村市船引町芦沢字下屋形地内 イベント広場整備　Ａ＝７３７㎡
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 1,880,0001,880,0001,880,0001,880,000 94,00094,00094,00094,000 1,974,0001,974,0001,974,0001,974,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　田村工務店田村工務店田村工務店田村工務店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　田村田村田村田村　　　　文雄文雄文雄文雄 指　　名

5 21.12.24 １－１９６ 小沢の桜イベント広場整備工事 田村市船引町船引字上沢目地内 イベント広場整備　Ａ＝７２４㎡
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 3,350,0003,350,0003,350,0003,350,000 167,500167,500167,500167,500 3,517,5003,517,5003,517,5003,517,500 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

6 21.12.24 １－１９８ 田村市体育館外構工事 田村市運動公園 田村市船引町船引字遠表地内 体育館外構　Ｎ＝１式
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

建築工事 26,300,00026,300,00026,300,00026,300,000 1,315,0001,315,0001,315,0001,315,000 27,615,00027,615,00027,615,00027,615,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　トリアストリアストリアストリアス 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長　　　　秋田秋田秋田秋田　　　　佳一佳一佳一佳一 指　　名

7 21.12.24 １－２１９ 田村市立芦沢小学校プール改修工事 市立芦沢小学校 田村市船引町芦沢字霜田地内
２５ｍプール防水工事　Ａ＝３８２㎡
プールサイド改修工事　Ａ＝４８４㎡

平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

建築工事 11,600,00011,600,00011,600,00011,600,000 580,000580,000580,000580,000 12,180,00012,180,00012,180,00012,180,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　みなみみなみみなみみなみ建設建設建設建設 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　宗像宗像宗像宗像　　　　伸二伸二伸二伸二 指　　名

8 21.12.24 ３－３８ 求中地区排水路整備工事 求中地区 田村市大越町上大越字求中地内 水路工　Ｌ＝４０４．０ｍ
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 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

9 21.12.24 １－２１６
公共下水道事業管渠布設工事（上大越字元池第１地
内）

田村市大越町上大越字元池地内 施工延長　Ｌ＝９０．００ｍ
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１２日

下水道工事 5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000 250,000250,000250,000250,000 5,250,0005,250,0005,250,0005,250,000 有限会社有限会社有限会社有限会社　　　　大精物産大精物産大精物産大精物産 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役　　　　郡司郡司郡司郡司　　　　昇昇昇昇 指　　名

10 21.12.24 １－２２１
公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（東部台四
丁目地内）

田村市船引町東部台四丁目地内 マンホールポンプ設置工　Ｎ＝１基
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２６日

下水道工事 7,800,0007,800,0007,800,0007,800,000 390,000390,000390,000390,000 8,190,0008,190,0008,190,0008,190,000 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

11 21.12.24 １－２１５
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目第５地
内）

田村市船引町東部台四丁目地内 施工延長　Ｌ＝９８．３０ｍ
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１２日

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

12 21.12.24 １－２３３
公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目第５地
内）

田村市船引町東部台五丁目地内 施工延長　Ｌ＝１２０．００ｍ
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１２日

下水道工事 6,600,0006,600,0006,600,0006,600,000 330,000330,000330,000330,000 6,930,0006,930,0006,930,0006,930,000 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

13 21.12.24 ７－２７ 公共下水道関連上大越字元池地内配水管布設替工事 田村市大越町上大越字元池地内
配水管布設替工事
HPPEφ150～100　Ｌ＝１０５．０m

平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 5,920,0005,920,0005,920,0005,920,000 296,000296,000296,000296,000 6,216,0006,216,0006,216,0006,216,000 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

14 21.12.24 ７－４７ 水道施設保全改修滝根浄水場テレスコープ交換工事 田村市滝根町神俣字入新田地内 テレスコープ交換工事　一式
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

上水道工事 5,260,0005,260,0005,260,0005,260,000 263,000263,000263,000263,000 5,523,0005,523,0005,523,0005,523,000 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

15 21.12.24 ２－４５ 市道芦畑原屋敷線原屋敷橋護岸補修工事
市道芦畑原屋敷線原屋
敷橋

田村市滝根町菅谷字原屋敷地内
護岸工　Ａ＝６５．８㎡
樋管（吐口部）補修　Ｎ＝１ヶ所

平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 7,900,0007,900,0007,900,0007,900,000 395,000395,000395,000395,000 8,295,0008,295,0008,295,0008,295,000 株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　トリアストリアストリアストリアス 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長　　　　秋田秋田秋田秋田　　　　佳一佳一佳一佳一 指　　名

16 21.12.24 ２－４４ 市道星の村ニュータウン４号線橋梁架替工事
市道星ノ村ニュータウン
４号線

田村市滝根町神俣字糠塚地内
改良工　Ｌ＝２７．０m　Ｗ＝４．０（５．
０）ｍ
橋梁架替工　Ｎ＝５基

平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

土木一式工事 10,100,00010,100,00010,100,00010,100,000 505,000505,000505,000505,000 10,605,00010,605,00010,605,00010,605,000 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

17 21.12.24 １－２３６
公共下水道事業舗装復旧工事（東部台二丁目第３地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内 舗装面積　Ａ＝１，７１３．６２㎡
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１７日

舗装工事 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　　　　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

18 21.12.24 １－２１７
公共下水道事業舗装復旧工事（東部台二丁目第２地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内 舗装面積　Ａ＝２，１７２．０９㎡
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１７日

舗装工事 8,700,0008,700,0008,700,0008,700,000 435,000435,000435,000435,000 9,135,0009,135,0009,135,0009,135,000 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

19 21.12.24 １－２３７
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＝２８６．２０ｍ
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１９日

下水道工事 12,400,00012,400,00012,400,00012,400,000 620,000620,000620,000620,000 13,020,00013,020,00013,020,00013,020,000 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 21.12.24 １－２１４
公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目第４地
内）

田村市船引町東部台五丁目地内 施工延長　Ｌ＝２４６．００m
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月２５日

下水道工事 11,350,00011,350,00011,350,00011,350,000 567,500567,500567,500567,500 11,917,50011,917,50011,917,50011,917,500 菊地建設菊地建設菊地建設菊地建設　　　　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　　　　菊地菊地菊地菊地　　　　寿夫寿夫寿夫寿夫 指　　名

21 21.12.24 １－２１８
公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目第６地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内 施工延長　Ｌ＝１８４．５０ｍ
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１２日

下水道工事 11,340,00011,340,00011,340,00011,340,000 567,000567,000567,000567,000 11,907,00011,907,00011,907,00011,907,000 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

22 21.12.24 １－２３２
公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目第７地
内）

田村市船引町東部台二丁目地内 施工延長　Ｌ＝１３５．００ｍ
平成２１年１２月２４日
平成２２年　３月１２日

下水道工事 9,450,0009,450,0009,450,0009,450,000 472,500472,500472,500472,500 9,922,5009,922,5009,922,5009,922,500 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


