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工事番号 工　　　事　　　名 路　線 ・ 施　設　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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契約額契約額契約額契約額 落札者（業者名）落札者（業者名）落札者（業者名）落札者（業者名） （氏　　名）（氏　　名）（氏　　名）（氏　　名）
指　　　名
条件付き

1 22.3.18 １－２７７ 学校給食センター敷地造成工事 学校給食センター 田村市常葉町西向字菅田地内 敷地造成工事　Ａ＝５，８３５㎡
平成２２年　３月１８日
平成２２年　９月３０日

土木一式工事 44,300,00044,300,00044,300,00044,300,000 2,215,0002,215,0002,215,0002,215,000 46,515,00046,515,00046,515,00046,515,000 株式会社　本田工業株式会社　本田工業株式会社　本田工業株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二 条件付き

2 22.3.18 １－２５２ 田村市立上大越小学校耐震補強工事 市立上大越小学校 田村市大越町上大越字元池地内 耐震補強ブレース取付　２２箇所
平成２２年　３月１８日
平成２２年　８月３１日

建築工事 58,900,00058,900,00058,900,00058,900,000 2,945,0002,945,0002,945,0002,945,000 61,845,00061,845,00061,845,00061,845,000 桜田工業　株式会社桜田工業　株式会社桜田工業　株式会社桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　博良代表取締役　桜田　博良代表取締役　桜田　博良代表取締役　桜田　博良 条件付き

3 22.3.18 １－２６４ 市道船引石森線道路改良工事 市道船引石森線 田村市船引町石森字東小屋地内
改良工事　Ｌ＝１０９．６０ｍ
舗装工事　Ｌ＝２２０．００ｍＷ＝６．０（１０．
０）ｍ

平成２２年　３月１８日
平成２２年１０月　８日

土木一式工事 23,000,00023,000,00023,000,00023,000,000 1,150,0001,150,0001,150,0001,150,000 24,150,00024,150,00024,150,00024,150,000 株式会社　本田工業株式会社　本田工業株式会社　本田工業株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二 指　　名

4 22.3.18 １－２６７ 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
改良工事　Ｌ＝１９０．０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

平成２２年　３月１８日
平成２２年　９月２４日

土木一式工事 17,700,00017,700,00017,700,00017,700,000 885,000885,000885,000885,000 18,585,00018,585,00018,585,00018,585,000 田村産業　株式会社田村産業　株式会社田村産業　株式会社田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　善隆代表取締役　渡辺　善隆代表取締役　渡辺　善隆代表取締役　渡辺　善隆 指　　名

5 22.3.18 １－２８５ 田村市図書館改修工事 図書館 田村市船引町船引字扇田地内 改修工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　８月３１日

建築工事 9,680,0009,680,0009,680,0009,680,000 484,000484,000484,000484,000 10,164,00010,164,00010,164,00010,164,000 有限会社　三浦建築有限会社　三浦建築有限会社　三浦建築有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫代表取締役　三浦　一夫代表取締役　三浦　一夫代表取締役　三浦　一夫 指　　名

6 22.3.18 １－２６８ 東中子縄北側倉庫解体工事 東中子縄市有建物 田村市船引町船引字東中子縄地内
倉庫解体　Ｓ造平屋建て　1,740.46㎡
機械室解体　ＣＢ造平屋建て　68.85㎡

平成２２年　３月１８日
平成２２年　７月３０日

建築工事 27,000,00027,000,00027,000,00027,000,000 1,350,0001,350,0001,350,0001,350,000 28,350,00028,350,00028,350,00028,350,000 田村産業　株式会社田村産業　株式会社田村産業　株式会社田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　善隆代表取締役　渡辺　善隆代表取締役　渡辺　善隆代表取締役　渡辺　善隆 指　　名

7 22.3.18 ３－４４ 林道長根大堀線道路維持修繕工事 林道長根大堀線 田村市大越町牧野字宮之前地内
舗装工　Ｌ＝３６０ｍ　Ｗ＝４．０ｍ
側溝整備　Ｌ＝１７４ｍ

平成２２年　３月１８日
平成２２年　７月１６日

舗装工事 9,300,0009,300,0009,300,0009,300,000 465,000465,000465,000465,000 9,765,0009,765,0009,765,0009,765,000 三和工業　株式会社三和工業　株式会社三和工業　株式会社三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志取締役社長　武田　公志取締役社長　武田　公志取締役社長　武田　公志 指　　名

8 22.3.18 １－２８３ 田村市常葉運動場テニスコート修繕工事 常葉運動場 田村市常葉町常葉字猿子田地内
人口芝舗装工　Ａ＝１，４６３．０㎡
テニスポスト設置工　Ｎ＝２．０基

平成２２年　３月１８日
平成２２年　６月３０日

土木一式工事 16,500,00016,500,00016,500,00016,500,000 825,000825,000825,000825,000 17,325,00017,325,00017,325,00017,325,000 株式会社　本田工業株式会社　本田工業株式会社　本田工業株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二代表取締役　本田　俊二 指　　名

9 22.3.18 １－２８４ 船引就業改善センター改修工事 船引就業改善ｾﾝﾀｰ 田村市船引町船引字石田地内 改修工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　７月３０日

建築工事 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　マルサ佐藤建設有限会社　マルサ佐藤建設有限会社　マルサ佐藤建設有限会社　マルサ佐藤建設 代表取締役　佐藤　要代表取締役　佐藤　要代表取締役　佐藤　要代表取締役　佐藤　要 指　　名

10 22.3.18 １－２６３ 市営住宅船引馬場団地３号棟外壁等補修工事 船引馬場団地 田村市船引町船引字馬場地内
外壁補修　Ｎ＝４８箇所
軒天補修　Ｎ＝３４箇所

平成２２年　３月１８日
平成２２年　６月３０日

建築工事 不調不調不調不調 指　　名

11 22.3.18 ４－７５ 岩井沢児童館修繕工事 岩井沢児童館 田村市都路町岩井沢字中作地内 修繕工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　７月３０日

建築工事 3,600,0003,600,0003,600,0003,600,000 180,000180,000180,000180,000 3,780,0003,780,0003,780,0003,780,000 株式会社　東友建設株式会社　東友建設株式会社　東友建設株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正代表取締役　赤石沢　善正代表取締役　赤石沢　善正代表取締役　赤石沢　善正 指　　名

12 22.3.18 ５－７５ 市営住宅坂ノ下２団地外壁修繕工事 市営住宅坂ﾉ下団地 田村市常葉町常葉字坂ﾉ下地内
外壁修繕（ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付）　Ａ＝５７１
㎡

平成２２年　３月１８日
平成２２年　７月３０日

建築工事 2,480,0002,480,0002,480,0002,480,000 124,000124,000124,000124,000 2,604,0002,604,0002,604,0002,604,000 株式会社　泉建設株式会社　泉建設株式会社　泉建設株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一 指　　名

13 22.3.18 ２－６９ 滝根Ｂ＆Ｇ海洋センタープールサイド床補修工事 滝根Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 田村市滝根町神俣字河原地内 ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ補修　Ｎ＝１．０式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月２０日

建築工事 3,900,0003,900,0003,900,0003,900,000 195,000195,000195,000195,000 4,095,0004,095,0004,095,0004,095,000 有限会社　先崎工務店有限会社　先崎工務店有限会社　先崎工務店有限会社　先崎工務店 代表取締役　先崎　美好代表取締役　先崎　美好代表取締役　先崎　美好代表取締役　先崎　美好 指　　名

14 22.3.18 ２－６８ 市営住宅神俣団地外壁補修工事 市営住宅神俣団地 田村市滝根町神俣字五林平地内 外壁補修　Ｎ＝１．０式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　６月２５日

建築工事 2,320,0002,320,0002,320,0002,320,000 116,000116,000116,000116,000 2,436,0002,436,0002,436,0002,436,000 平河内工務店平河内工務店平河内工務店平河内工務店 平河内　一博平河内　一博平河内　一博平河内　一博 指　　名

15 22.3.18 １－２８２ 大越公民館屋外階段改修工事 大越公民館 田村市大越町上大越字元池地内 防水改修工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

建築工事 1,460,0001,460,0001,460,0001,460,000 73,00073,00073,00073,000 1,533,0001,533,0001,533,0001,533,000 有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一 指　　名

16 22.3.18 ３－４５ 市営住宅久保田団地１号棟外壁補修工事
市営住宅久保田団地１
号棟

田村市大越町上大越字久保田地内 外壁補修工　Ｎ＝１．０式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　６月３０日

建築工事 2,200,0002,200,0002,200,0002,200,000 110,000110,000110,000110,000 2,310,0002,310,0002,310,0002,310,000 有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一 指　　名

17 22.3.18 １－２８６ グリーンパーク都路前庭修繕工事
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ都路草原の
家やすらぎ

田村市都路町岩井沢字北向地内 修繕工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　４月３０日

舗装工事 1,760,0001,760,0001,760,0001,760,000 88,00088,00088,00088,000 1,848,0001,848,0001,848,0001,848,000 有限会社　渡辺組有限会社　渡辺組有限会社　渡辺組有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　政一代表取締役　渡辺　政一代表取締役　渡辺　政一代表取締役　渡辺　政一 指　　名

18 22.3.18 ２－６７ あたご山公園園路修繕工事 あたご山公園 田村市滝根町神俣字弥五郎内地内 園路修繕　Ｎ＝１．０式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　６月２５日

土木一式工事 3,200,0003,200,0003,200,0003,200,000 160,000160,000160,000160,000 3,360,0003,360,0003,360,0003,360,000 富岡工業　株式会社富岡工業　株式会社富岡工業　株式会社富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久代表取締役　富岡　繁久代表取締役　富岡　繁久代表取締役　富岡　繁久 指　　名

19 22.3.18 ４－７６ 田村市都路運動場（野球場）フェンス等張替修繕工事 都路運動場 田村市都路町古道字橋向地内 野球場・運動場ﾌｪﾝｽ張替修繕
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

土木一式工事 3,180,0003,180,0003,180,0003,180,000 159,000159,000159,000159,000 3,339,0003,339,0003,339,0003,339,000 株式会社　環境土木株式会社　環境土木株式会社　環境土木株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子代表取締役　内田　才子代表取締役　内田　才子代表取締役　内田　才子 指　　名

20 22.3.18 ４－９３
基盤整備促進事業農道小滝沢線道路改良工事（第３回
工事）

農道小滝沢線 田村市都路町古道字小滝沢地内 改良工事　L=33ｍ
平成２２年　３月１８日
平成２２年　３月２６日

土木一式工事 3,900,0003,900,0003,900,0003,900,000 195,000195,000195,000195,000 4,095,0004,095,0004,095,0004,095,000 株式会社　環境土木株式会社　環境土木株式会社　環境土木株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子代表取締役　内田　才子代表取締役　内田　才子代表取締役　内田　才子 指　　名

21 22.3.18 ４－７８ 地下式防火水槽設置工事 下田地区 田村市都路町岩井沢字下田地内 地下式防火水槽設置　１基　４０㎡
平成２２年　３月１８日
平成２２年　６月３０日

土木一式工事 3,520,0003,520,0003,520,0003,520,000 176,000176,000176,000176,000 3,696,0003,696,0003,696,0003,696,000 有限会社　たむら農建有限会社　たむら農建有限会社　たむら農建有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子代表取締役　渡辺　洋子代表取締役　渡辺　洋子代表取締役　渡辺　洋子 指　　名

22 22.3.18 １－２７９ 早稲川体育館側溝修繕工事 早稲川体育館 田村市大越町早稲川字高野作地内 排水構造物改修工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

土木一式工事 1,660,0001,660,0001,660,0001,660,000 83,00083,00083,00083,000 1,743,0001,743,0001,743,0001,743,000 有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一代表取締役　山野辺　耕一 指　　名

23 22.3.18 ４－７１
基盤整備促進事業農道小滝沢線橋梁上部工工事（第２
回工事）

農道小滝沢線 田村市都路町古道字小滝沢地内 橋梁工上部工一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　３月２６日

ＰＣ橋上部工事 12,960,00012,960,00012,960,00012,960,000 648,000648,000648,000648,000 13,608,00013,608,00013,608,00013,608,000 株式会社ｴﾑ･ﾃｯｸ福島支店株式会社ｴﾑ･ﾃｯｸ福島支店株式会社ｴﾑ･ﾃｯｸ福島支店株式会社ｴﾑ･ﾃｯｸ福島支店 支店長　鈴木　令二支店長　鈴木　令二支店長　鈴木　令二支店長　鈴木　令二 指　　名

24 22.3.18 ４－７９ 都路行政局庁舎電話設備更新工事 都路行政局 田村市都路町古道字本町地内 庁舎内電話設備更新工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

電気通信工事 2,466,0002,466,0002,466,0002,466,000 123,300123,300123,300123,300 2,589,3002,589,3002,589,3002,589,300 有限会社　柳沼電工有限会社　柳沼電工有限会社　柳沼電工有限会社　柳沼電工 代表取締役　柳沼　末吉代表取締役　柳沼　末吉代表取締役　柳沼　末吉代表取締役　柳沼　末吉 指　　名

25 22.3.18 １－２８１ 大越体育館変電設備内変圧器交換工事 大越体育館 田村市大越町上大越字元池地内 変圧器交換工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

電気設備工事 1,550,0001,550,0001,550,0001,550,000 77,50077,50077,50077,500 1,627,5001,627,5001,627,5001,627,500 有限会社　佐久間電気有限会社　佐久間電気有限会社　佐久間電気有限会社　佐久間電気 代表取締役　佐久間　一郎代表取締役　佐久間　一郎代表取締役　佐久間　一郎代表取締役　佐久間　一郎 指　　名

26 22.3.18 １－２８７ 田村市学校給食センター給水管新設工事 県道本宮常葉線 田村市常葉町西向字中地内
配水管新設工RR-HIVPφ75　Ｌ＝９５．６０ｍ
舗装復旧工　ΣＡ＝４４．００㎡

平成２２年　３月１８日
平成２２年　７月３１日

上水道工事 1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000 65,00065,00065,00065,000 1,365,0001,365,0001,365,0001,365,000 株式会社　泉建設株式会社　泉建設株式会社　泉建設株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一 指　　名

27 22.3.18 ２－７１ 老人憩の家針湯荘ボイラーろ過システム修繕工事 老人憩の家針湯荘 田村市滝根町広瀬字針湯地内 ﾎﾞｲﾗｰろ過ｼｽﾃﾑ修繕　Ｎ＝１．０式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　６月１５日

暖冷房衛生設
備工事

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 500,000500,000500,000500,000 10,500,00010,500,00010,500,00010,500,000 桜田工業　株式会社桜田工業　株式会社桜田工業　株式会社桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　博良代表取締役　桜田　博良代表取締役　桜田　博良代表取締役　桜田　博良 指　　名

28 22.3.18 １－２７８ 寿楽荘ボイラーろ過システム修繕工事 寿楽荘 田村市大越町上大越字大日前地内 ボイラー交換工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

暖冷房衛生設
備工事

5,340,0005,340,0005,340,0005,340,000 267,000267,000267,000267,000 5,607,0005,607,0005,607,0005,607,000 株式会社　大和田設備工業株式会社　大和田設備工業株式会社　大和田設備工業株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　茂代表取締役　大和田　茂代表取締役　大和田　茂代表取締役　大和田　茂 指　　名

29 22.3.18 ５－７２ スカイパレスときわ洋式トイレ交換修繕工事 スカイパレスときわ 田村市常葉町山根字殿上地内
洋式便器　６基
便座取替　８基

平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

暖冷房衛生設
備工事

2,650,0002,650,0002,650,0002,650,000 132,500132,500132,500132,500 2,782,5002,782,5002,782,5002,782,500 株式会社　泉建設株式会社　泉建設株式会社　泉建設株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一代表取締役　吉田　栄一 指　　名

30 22.3.18 １－２８０ 早稲川体育館塗装改修工事 早稲川体育館 田村市大越町早稲川字高野作地内 塗装工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

塗装工事 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　白土塗装有限会社　白土塗装有限会社　白土塗装有限会社　白土塗装 白土　浩一白土　浩一白土　浩一白土　浩一 指　　名

31 22.3.18 ２－７０ 滝根行政局車庫塗装工事 滝根行政局 田村市滝根町神俣字関場地内 車庫塗装工事　Ｎ＝１．０式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月２０日

塗装工事 1,870,0001,870,0001,870,0001,870,000 93,50093,50093,50093,500 1,963,5001,963,5001,963,5001,963,500 合資会社　矢部工業合資会社　矢部工業合資会社　矢部工業合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄代表社員　矢部　節雄代表社員　矢部　節雄代表社員　矢部　節雄 指　　名

32 22.3.18 ４－７３ 市営住宅岩井沢団地外塗装補修工事 市営住宅岩井沢団地外 田村市都路町岩井沢地内 塗装工事一式
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

塗装工事 2,200,0002,200,0002,200,0002,200,000 110,000110,000110,000110,000 2,310,0002,310,0002,310,0002,310,000 共進塗装共進塗装共進塗装共進塗装 今泉　一郎今泉　一郎今泉　一郎今泉　一郎 指　　名



平成２２年３月１８日執行　入札結果平成２２年３月１８日執行　入札結果平成２２年３月１８日執行　入札結果平成２２年３月１８日執行　入札結果

当日
番号

入　札
年月日

工事番号 工　　　事　　　名 路　線 ・ 施　設　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
落札金額の消落札金額の消落札金額の消落札金額の消
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（業者名）落札者（業者名）落札者（業者名）落札者（業者名） （氏　　名）（氏　　名）（氏　　名）（氏　　名）
指　　　名
条件付き

33 22.3.18 ４－７７ 田村市古道体育館パラペット面等塗装工事 古道体育館 田村市都路町古道字遠下前地内
パラペット面塗装　１１５．０㎡
軒天塗装　７３．１㎡

平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

塗装工事 1,460,0001,460,0001,460,0001,460,000 73,00073,00073,00073,000 1,533,0001,533,0001,533,0001,533,000 有限会社　先崎塗装有限会社　先崎塗装有限会社　先崎塗装有限会社　先崎塗装 先崎　正治先崎　正治先崎　正治先崎　正治 指　　名

34 22.3.18 ５－７１ スカイパレスときわ屋根塗装修繕工事 スカイパレスときわ 田村市常葉町山根字殿上地内 ５棟屋根塗装　Ａ＝１，５８５．５㎡
平成２２年　３月１８日
平成２２年　５月３１日

塗装工事 1,990,0001,990,0001,990,0001,990,000 99,50099,50099,50099,500 2,089,5002,089,5002,089,5002,089,500 有限会社　先崎塗装有限会社　先崎塗装有限会社　先崎塗装有限会社　先崎塗装 先崎　正治先崎　正治先崎　正治先崎　正治 指　　名


