
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
水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（4ｔ
ローリー）

田村市上下水道局
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム
４ｔローリー購入　１㎏あたり
（年間使用量　87,060㎏）

R5.3.31 業務委託 52.00 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

2
水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化アルミニウム単価購入（2ｔ
ローリー）

田村市水道事業　大越浄水場
凝集剤　ポリ塩化アルミニウム
２ｔローリー購入　１㎏あたり
（年間使用量　19,000㎏）

R5.3.31 業務委託 63.00 有限会社　渡辺薬局 代表取締役　星　淳 指名

3
水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（2ｔ
ローリー）

田村市上下水道局
滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ
　　　　　２ｔローリー購入　１㎏あたり
　　　　　（年間使用量　31,600㎏）

R5.3.31 業務委託 70.50 有限会社　ふくだや 代表取締役　海老根　金一 指名

4
水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素酸ソーダ単価購入（１箱
18L）

田村市水道事業　大越浄水場、
常葉浄水場、滝根浄水場、入新
田浄水場

滅菌剤　次亜塩素酸ソーダ
　　　　　１箱18Lあたり
　　　　　（年間使用量　1,150箱）
　　　　　大越350箱　常葉300箱　滝根・入新田500箱

R5.3.31 業務委託 2,940 有限会社　さとう 代表取締役　佐藤　順子 指名

5 水道量水器単価契約（口径13㎜乾式直読式量水器） 田村市上下水道局
水道量水器単価契約（口径13ｍｍ乾式直読式量水器）
　（年間購入予定　1,345個）

R5.3.31 業務委託 1,850 東洋計器　株式会社　郡山事務所 所長　矢吹　裕一 指名

6
令和4年度田村市一般廃棄物最終処分場環境測定及び巡回
監視等業務

田村市船引最
終処分場

船引町大倉地内

○田村市一般廃棄物最終処分場環境測定及び巡回監
視等業務委託　一式

委託施設：田村市船引最終処分場（船引町大倉地内）
委託期間：令和4年4月～令和5年3月

R5.3.31 業務委託 2,305,400 株式会社日本化学環境センター 代表取締役　園部　成 指名

7 飲料水水質検査業務委託 田村市水道事業区域内

配水：基準項目9項目、11項目、24項目、49項目、51項
目、アルミニウム
原水：基準項目39項目、大腸菌、嫌気性芽胞菌、ｸﾘﾌﾟﾄ
ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ･ｼﾞｱﾙｼﾞｱ､農薬115項目､鉄･ﾏﾝｶﾞﾝ

R5.3.31 業務委託 12,500,000
株式会社　新環境分析センター福島
県分析センター

センター長　薄井　孝之 指名

8 水道水浄水に伴う沈澱汚泥処理業務委託 船引町船引字上川原地内
汚泥収集業務
年間処理予定量　４８０㎥

R5.3.31 業務委託 19,000 株式会社　ジェット 代表取締役　橋本　隆司 指名

9 文化センター法定環境衛生管理業務
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

（1）委託期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
（2）委託業務　環境衛生管理技術者業務（毎月1回）
空気環境測定業務（2か月に1回）
ほか別紙仕様書のとおり

R5.3.31 業務委託 700,000 株式会社　ローズ・ビルサービス 代表取締役　遠藤　友紀晴 指名

10 文化センター機械設備運転及び日常保守点検業務
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

冷暖房運転、地下機械室運転、日常保守点検業務
　（1）委託期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
　（2）委託時間　年間592時間（17：00まで）、22時間（夜
間17：00以降）

R5.3.31 業務委託 1,118,400 株式会社　ローズ・ビルサービス 代表取締役　遠藤　友紀晴 指名

11 トラクター購入（さつまいも生産機械） 船引町門沢字直道179-1
○さつまいも生産等支援事業
　  トラクター２台購入

R4.9.30 備品購入 3,200,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　遠藤　昇 指名

12 収穫機械購入（さつまいも生産機械） 船引町門沢字直道179-1

○さつまいも生産等支援事業
　 ・コンベア式掘取機３台購入（納期令和４年９月３０
日）
　 ・収穫機（一体型）１台購入（納期令和５年２月２８日）

R5.2.28 備品購入 3,428,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　遠藤　昇 指名

13 ハンマー草刈機購入（さつまいも生産機械） 船引町門沢字直道179-1
○さつまいも生産等支援事業
　  ハンマー草刈機６台購入

R4.9.30 備品購入 1,020,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

14 つる刈り機・自走式掘取機購入（さつまいも生産機械） 船引町門沢字直道179-1
○さつまいも生産等支援事業
　 ・つる刈り機６台購入
　 ・自走式掘取機３台購入

R4.9.30 備品購入 4,083,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

15 苗移植機購入（さつまいも生産機械） 船引町門沢字直道179-1
○さつまいも生産等支援事業
　  苗移植機１台購入

R4.9.30 備品購入 614,400 株式会社　ヰセキ東北　滝根営業所
支社次長兼所長　相楽　善一
郎

指名

16 畝立て機購入（さつまいも生産機械） 船引町門沢字直道179-1
○さつまいも生産等支援事業
　  畝立て機３台購入

R4.9.30 備品購入 1,494,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

17 田村市公共下水道マンホールポンプ場維持管理業務委託
船引町船引字馬場川原地内　外
36箇所

市内37箇所のマンホール場の維持管理業務
　（定期点検、巡回点検、システム監視、清掃等）

R5.3.31 業務委託 2,050,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　遠藤　昇 指名

18 浄水設備等電気計装設備年間保守点検業務委託
中央監視装置・船引水道施設・大
越水道施設・常葉水道施設

浄水設備電気計装設備保守点検業務
　中央監視装置　一式
　船引水道施設　一式
　大越水道施設　一式
　常葉水道施設　一式

R5.3.31 業務委託 9,250,000 株式会社　ニノテック 代表取締役社長　樽川　啓 指名

令和４年３月１７日執行　入札結果一覧表
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19 都路浄水場等電気計装設備保守点検業務委託 都路町古道地内
都路浄水場等電気計装設備保守点検業務
　都路簡易水道施設一式

R5.3.31 業務委託 1,230,000
東北機電工業　株式会社　福島営業
所

所長　秋場　清弘 指名

20 給湯器保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内

エコ給湯器保守点検業務一式
　給湯器
　QAHV-N560B形エコキュート　８台
　QAHV-N560B形エコキュート制御盤　１式

R5.3.31 業務委託 1,430,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

21 蓄熱式蒸気発生器保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内
蓄熱蒸気機器点検一式
　蒸気源　HTS-300-M7　４基
　給水ユニット　１セット

R5.3.31 業務委託 790,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

22 滝根浄水場ろ過砂入替・洗浄業務委託 滝根町神俣字入新田地内

緩速ろ過池砂入替業務（年2回）
ろ過砂洗浄作業（年2回）
沈砂池清掃業務（年2回）
沈澱池清掃業務（１系、２系）

R4.12.16 業務委託 8,100,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

23 田村市運動公園芝管理業務委託 船引町船引字遠表地内

１、芝生の管理　陸上競技場：フィールド11,601㎡、芝ス
タンド3,293㎡、スタンド周辺部2,245㎡　西側駐車場443
㎡、総合体育館周辺部411㎡、総合体育館東側芝生
2,000㎡　２、クロスカントリーコース走路芝管理
コース部　W=5ｍ、L=2,000ｍ　　A=10,000㎡　　スタート
部　A=100㎡　芝面積合計　10,100㎡　３、クロスカント
リーコース道路側法面草刈り        法面面積　13,730㎡

R4.11.30 業務委託 15,700,000 有限会社　山峡園 代表取締役　橋本　直幸 指名

24 文化センター舞台機構保守点検業務
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

舞台の天井及び上手、下手にある設備機器保守点検
　（1）委託期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
　（2）定期点検　年3回（4か月に1回）
　（3）故障修理　年間随時、通報による対応
　（4）点検物件　緞帳（電動）１台、引割緞帳（電動）１
台、暗転幕（電動）１台　ほか別紙仕様書のとおり

R5.3.31 業務委託 #N/A #N/A 指名

25 文化センター舞台操作（技術者臨時派遣）業務
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内
催物時の設備機器操作技術者派遣業務
　（1）委託期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
　（2）委託人数　年間393人

R5.3.31 業務委託 24,000
有限会社　ステージデザインサービ
ス

代表取締役　佐藤孝一 指名

26 文化センター舞台音響設備保守点検業務
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

舞台と客席の音響機器保守点検
　（1）委託期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
　（2）定期点検　年２回（6か月に1回）
　（3）故障修理　随時、通報による対応
　（4）対象設備　音響調整卓1台、ワイヤレス送受信機
8セット、電力増幅器架、監視カメラ　ほか別紙仕様書
のとおり

R5.3.31 業務委託 855,000 株式会社　福島映機サービス 代表取締役　相澤　弘 指名

27 文化センター舞台照明設備保守点検業務
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

舞台照明設備保守点検
　（1）委託期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
　（2）定期点検　年2回（6か月に1回）
　（3）故障修理　随時、通報による対応
　（4）対象設備　ボーダーライト等照明器具、主幹配電
盤、調光器盤　ほか別紙仕様書のとおり

R5.3.31 業務委託 #N/A #N/A 指名

28 文化センター自家発電機保守点検業務
田村市文化セン
ター

船引町船引字南元町地内

非常用自家発電機保守点検業務
　（1）委託期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
　（2）定期点検　年1回（5年に1回の保守点検）
　（3）故障修理　年間随時、通報に対応
　（4）点検物件　非常用発電機1台、ほか別紙仕様書
のとおり

R5.3.31 業務委託 #N/A #N/A 指名

29 調理洗浄等機器保守点検業務委託
田村市学校給
食センター

常葉町西向字菅田地内 調理洗浄等機器保守点検業務一式 R5.3.31 業務委託 480,000 福島ｱｲﾎｰ調理機　株式会社 代表取締役　渡邉　秀忠 指名

30 コピー用紙購入（Ａ４判）
船引町船引字畑添76番地2　ほ
か

コピー用紙（Ａ４判）500枚　1梱包
　年間使用予定梱包数　11,890梱包（船引9,900、滝根
300、大越475、都路505、常葉710）

R5.3.31 業務委託 314 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名

不 調

不 調

不 調
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31 田村市学校図書館支援業務委託
滝根小学校　ほ
か１６校

滝根町神俣字弥五郎内28　ほか
市内小中学校（１７校）へ学校図書館司書４名を巡回配
置
委託期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

R5.3.31 業務委託 #N/A #N/A 指名

32 田村市食品等放射能測定業務委託
船引町船引字畑添76番地2　他
４ヶ所

食品等放射能測定員派遣業務
　業務従事者　５名
　測定場所　田村市役所、都路行政局、常葉行政局、
移出張所、七郷出張所

R5.3.31 業務委託 12,500,000 株式会社　ワールドスタッフィング 代表取締役　本多信二 指名

33 令和４年度　たむら議会だより印刷製本業務 船引町船引字畑添76番地2

別紙仕様書のとおり
　Ａ４版　年４回 　 　 １回平均２０ページ
　　　　　 臨時号１回　６ページ
　表紙および裏表紙４色刷り（フルカラー）、他は２色刷
り
　臨時号は全ページカラー刷り
　毎回１１，４００部

R5.3.31 業務委託 1.08 イシイ印刷 石井　秀年 指名

不 調


