
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 コンビニエンスストア敷地造成工事 都路町古道字戸田平地内 敷地造成工（平場面積）A=1,683.3㎡ H26.10.31 土木工事 45,200,000 株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子 条件付き

2 大越中学校校舎耐震補強・大規模改造工事 大越町上大越字古町地内

中学校特別教室棟　RC造2階建
A=755㎡　耐震補強工事　鉄骨補強ブ
レース　N=2箇所　大規模改造工事
内外装改修一式

H26.12.25 建築工事 122,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 条件付き

3 常葉中学校校舎耐震補強・大規模改造工事 常葉町常葉字上野地内

中学校特別教室棟　RC造3階建
A=4,757㎡　耐震補強工事　鉄骨補強
ブレース　N=11箇所　耐震補強工事
RC壁新設　N=6箇所　大規模改造工
事　内外装改修一式

H27.08.31 建築工事 455,000,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 条件付き

4 市営住宅東部団地7号棟建設建築主体工事 船引町東部台四丁目地内
市営住宅建設　RC造5階建
A=1,500.54㎡　自転車置場・ゴミ置場
鉄骨造平屋建　A=25.8㎡

H27.03.31 建築工事 341,500,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 条件付き

5 市営住宅東部団地7号棟建設電気設備工事 船引町東部台四丁目地内
市営住宅建設　RC造5階建
A=1,500.54㎡　自転車置場・ゴミ置場
鉄骨造平屋建　A=25.8㎡　電気設備

H27.03.31
電気設備
工事

不調 不調 - 条件付き

6 市営住宅東部団地7号棟建設機械設備工事 船引町東部台四丁目地内
市営住宅建設　RC造5階建
A=1,500.54㎡　自転車置場・ゴミ置場
鉄骨造平屋建　A=25.8㎡　機械設備
工事一式

H27.03.31
暖冷房衛
生設備工
事

47,500,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 条件付き

1 都路運動場受変電施設修繕工事 都路町古道字橋向地内 受変電施設修繕工事　一式 H26.07.31
電気設備
工事

2,350,000 矢吹電気工事 矢吹　孔市 指名

2 道路改良関連　市道大堰停車場線配水管布設替工事 大越町上大越字鷹待田地内
配水管布設替工事　HPPE　φ 100
L=19.000m（25.714m）

H26.12.12
上水道工
事

1,950,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

3 星の村ふれあい館ボイラー室給湯器取替工事 滝根町菅谷字入水地内 真空式温水器取替　N=1基 H26.07.25
暖冷房衛
生設備工
事

5,540,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

4 星の村ふれあい館宴会場エアコン設置工事 滝根町菅谷字入水地内 空調機設置　N=18台 H26.07.25
暖冷房衛
生設備工
事

12,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

5 道路改良関連　市道曲田線配水管布設替工事 大越町上大越字水神宮地内
配水管布設替工事　HPPE　φ 150
L=78.30m

H26.11.20
上水道工
事

10,300,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

6 旧常葉学校給食センター解体工事 常葉町常葉字宮川地内
旧常葉学校給食センター解体Ｓ造平
屋建　A=386㎡（付属建物等含む）

H26.10.31 建築工事 17,300,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

7 あぶくま洞　切羽浮石除去点検業務委託 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 切羽浮石除去点検　N=1.0式 H26.12.25 業務委託 3,600,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

8 市道富作２号線　道路改良工事
市道富作２号
線

常葉町常葉字富作地内
施工延長　L=40.0m
幅員　w=4.0m

H26.09.19 土木工事 3,620,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

9 市道町裏２号線　道路改良舗装工事
市道町裏２号
線

常葉町常葉字町裏地内
延長　L=79.40m
幅員　w=3.0（4.0）m

H26.12.15 土木工事 7,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10 市道宮ノ前上平線　道路改良工事
市道宮ノ前上
平線

滝根町広瀬字山口地内
延長　L=110.0m
幅員　w=4.0（5.0）m

H26.09.30 土木工事 8,530,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

11 市道大林坊ノ入線　道路改良工事
市道大林坊ノ
入線

大越町下大越字大林地内
延長　L=80.0m
幅員　w=4.0m

H26.09.30 土木工事 8,200,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

12 常葉中学校　校庭フェンス・排水改修工事
田村市立常葉
中学校

常葉町常葉字上野地内
フェンス改修　L=112.0m
側溝　L=90.0m

H26.09.12 土木工事 2,870,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

13 常葉中学校　駐車場舗装・側溝整備工事
田村市立常葉
中学校

常葉町常葉字上野地内
舗装工　A=310.0㎡
側溝敷設　L=60.0m

H26.09.30 土木工事 5,300,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

14 市道金屋中線　排水路整備工事 市道金屋中線 滝根町神俣字金屋地内
排水側溝（幅500×高さ500）
L=44.30m、内訳落蓋型側溝（500型）
L=44.30m、蓋掛工L=44.30m

H26.08.29 土木工事 3,030,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

15 カブトムシ自然観察園　階段設置工事
カブトムシ自然
観察園

常葉町山根字芦坂地内 擬木階段設置　N=1.0式 H26.07.25 土木工事 3,600,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

16 市道浜井場尼ヶ堤線　側溝修繕工事
市道浜井場
尼ヶ堤線

滝根町広瀬字浜井場地内

排水側溝（幅300×高さ300）
L=50.00m、内訳落蓋型側溝（Ⅲ-A-i-
300A）L=46.00m、蓋掛工L=46.00m、横
断側溝（300型）L=4.00m

H26.08.29 土木工事 1,830,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

平成２６年５月２８日執行　入札結果一覧表



17 市道台１号線　舗装新設工事 市道台1号線 船引町長外路字岡谷地地内
延長　L=35.0m
幅員　w=4.0（5.0）m

H26.07.28 舗装工事 2,450,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

18 市道秋山田線　道路改良工事 市道秋山田線 船引町新舘字曲山地内
施工延長　L=70.0m
幅員w=4.0（5.0）m

H26.09.24 土木工事 11,850,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

19 市道反田蟹沢線　道路改良舗装工事
市道反田蟹沢
線

船引町今泉字東地内
改良舗装延長　L=38.5m
幅員w=4.0（5.0）m

H26.09.24 土木工事 3,650,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

20 市道追分文珠上線　道路改良工事
市道追分文珠
上線

船引町春山字大平地内
暫定盛土延長　L=80.0m
幅員　w=4.0（5.0）m

H26.09.30 土木工事 7,300,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

21 市道江戸内広見線　道路改良工事
市道江戸内広
見線

船引町北鹿又字広見地内
施工延長　L=33.0m
幅員　w=4.0m

H26.09.19 土木工事 3,200,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

22 上移字曲山地内　水路整備工事（第1工区） 船引町上移字曲山地内 水路整備工（擁壁工）L=14.0m H26.07.31 土木工事 1,950,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

23 上移字曲山地内　水路整備工事（第2工区） 船引町上移字曲山地内 水路整備工（擁壁工）L=12.5m H26.07.31 土木工事 1,550,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

24 要田小学校屋内運動場天井改修工事 船引町要田字要田地内 天井改修一式　Ａ＝517㎡ H26.09.12 建築工事 3,400,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

25 陸上競技場カメラ設置スペース改修工事 船引町船引字遠表地内 鉄骨造カメラ設置スペース　新築一式 H26.07.31 建築工事 2,400,000 有限会社　鈴木工務所 代表取締役　鈴木　丈夫 指名

26
道路改良関連　国道２８８号線配水管布設替工事第１工区工事測量設計
業務委託

船引町船引字赤間田地内 設計業務　1.0式　L=540.0m H26.12.10 業務委託 1,500,000
総合技術コンサルタンツ(株)田村
営業所

所長　南部　誠 指名

27
道路改良関連　国道２８８号線配水管布設替工事第２工区工事測量設計
業務委託

船引町船引字花木内地内 設計業務　1.0式　L=80.0m H26.12.10 業務委託 1,200,000 (株)武田コンサルタント郡山支店 支店長　阿部　弘 指名

28
道路改良関連　国道２８８号線配水管布設替工事第３工区工事測量設計
業務委託

船引町船引字文珠地内
測量業務　1.0式　L=80.0m
設計業務　1.0式　L=220.0m

H26.12.10 業務委託 1,250,000 新日本設計(株)福島営業所 所長　加藤　知宏 指名

29 道路改良関連　古道字戸屋地内配水管布設替測量設計業務委託 都路町古道字戸屋地内
測量業務　0.05㎞
設計業務　1.0式　L=0.05㎞

H26.08.29 業務委託 900,000
(株)山口水道設計事務所郡山支
所

所長　佐々木　賢司 指名

30 道路改良関連　県道あぶくま洞都路線配水管布設替測量設計業務委託 大越町早稲川字宮ノ前地内
測量業務　0.24㎞
設計業務　1.0式　L=0.24㎞

H26.08.29 業務委託 1,500,000 有限会社　アート設計 代表取締役　増子　健二 指名

31 大越中学校屋内運動場地質調査業務委託 大越町上大越字古町地内
地質調査一式（機械ボーリング・標準
貫入試験）N=4箇所

H26.08.29 業務委託 4,600,000 山北調査設計　株式会社 代表取締役　林　英幸 指名

32 船引中学校屋内運動場地質調査業務委託 船引町東部台二丁目地内
地質調査一式（機械ボーリング・標準
貫入試験）N=4箇所

H26.08.29 業務委託 4,600,000 株式会社　福島地下開発 代表取締役　須藤　和徳 指名

33 市道馬場早風線　用地測量業務委託
市道馬場早風
線

滝根町菅谷字馬場地内
用地測量A=2.08ｈａ
道路詳細設計（B）L=0.08㎞

H26.11.28 業務委託 4,900,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

34 市道福祉の森線　測量設計業務委託
市道福祉の森
線

船引町船引字源次郎地内
路線測量　L=0.34㎞、用地測量L=0.34
㎞、詳細測量　L=0.34㎞

H26.11.28 業務委託 6,400,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

35 市道沖田５号線　測量設計業務委託
市道沖田５号
線

滝根町菅谷字沖田地内
基準点測量N=1.0式、地形測量N=1.0
式、路線測量L=360.0m、道路詳細設
計L=360.0m

H26.09.24 業務委託 5,300,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

36 市道西向今泉線　用地測量業務委託
市道西向今泉
線

常葉町西向字仁井町地内 用地測量　A=4.33ｈａ H26.09.16 業務委託 6,400,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

37 市道石田舘線　用地測量業務委託 市道石田舘線 船引町春山字石田地内 用地測量L=0.55㎞ H26.09.30 業務委託 4,100,000
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

38 市道貝谷河原町線　測量設計業務委託
市道貝谷河原
町線

滝根町広瀬字三十八地内
路線測量　L=0.24㎞、用地測量L=0.24
㎞、道路詳細設計　L=0.24㎞

H26.12.19 業務委託 4,500,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名

39 市道中ノ目下町線　用地測量業務委託
市道中ノ目下
町線

大越町下大越字中ノ目地内 用地測量L=0.42㎞ H26.12.26 業務委託 3,300,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

40 市道新田作線　測量業務委託 市道新田作線 常葉町新田作字仲川地内
基準点測量N=1.0式、地形測量N=1.0
式

H26.09.24 業務委託 2,500,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

41 市道岩崎線　用地測量業務委託 市道岩崎線 大越町上大越字岩崎地内 用地測量　A=1.50ｈａ H26.08.29 業務委託 3,100,000 (株)郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

42 市営住宅東部団地7号棟建設工事監理業務委託 船引町東部台四丁目地内
市営住宅東部団地7号棟建設工事監
理業務一式

H27.03.31 業務委託 9,100,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 指名



43 大越中学校校舎耐震補強・大規模改造工事監理業務委託 大越町上大越字古町地内
中学校特別教室棟　耐震補強・大規
模改造工事監理業務　一式

H26.12.25 業務委託 5,100,000 株式会社　清水公夫研究所 代表取締役　清水　公夫 指名

44 常葉中学校校舎耐震補強・大規模改造工事監理業務委託 常葉町常葉字上野地内
中学校校舎　耐震補強・大規模改造
工事監理業務　一式

H27.08.31 業務委託 9,500,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

45 大越中学校屋内運動場実施設計業務委託 大越町上大越字古町地内
設計業務一式（屋内運動場：Ｓ造・1
階・延床面積≒1000㎡）

H27.02.27 業務委託 10,000,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

46 船引中学校屋内運動場実施設計業務委託 船引町東部台二丁目地内
設計業務一式（屋内運動場：Ｓ造・1
階・延床面積≒1000㎡）

H27.02.27 業務委託 9,800,000 株式会社　清水公夫研究所 代表取締役　清水　公夫 指名

47 田村市障害者計画・第4期田村市障害福祉計画策定業務委託 田村市内 国の制度改正等の動向の把握外 H27.03.20 業務委託 2,690,000 株式会社　アイデックス 代表取締役　菅原　弘道 指名

48
田村市高齢者保健福祉計画及び・第6期介護保険事業計画策定等業務
委託

田村市内 国の制度改正等の動向の把握外 H27.03.20 業務委託 3,480,000 株式会社　アイデックス 代表取締役　菅原　弘道 指名

49 滝根地区スクールバス購入（マイクロバス） 滝根町神俣字関場地内
マイクロバス1台29人乗り（運転手を含
む）、マイクロバス三菱ローザ下取りと
する。

H26.11.28 備品購入 4,600,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名

50 小型動力ポンプの購入
船引町船引字馬場川原20番
地

小型動力ポンプ3台 H26.12.22 備品購入 3,990,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

51 消防用ホースの購入
船引町船引字馬場川原20番
地

消防用ホース160本 H26.09.30 備品購入 5,280,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

52 田村市役所本庁舎備品購入（ＡＥＤほか） 船引町船引字畑添地内 ＡＥＤ本体１個、ＡＥＤスタンド1個外 H26.12.19 備品購入 769,000 有限会社　フナデン 代表取締役　佐藤　文武 指名

53 田村市役所本庁舎備品購入（スライドキャビネット） 船引町船引字畑添地内
スライドキャビネット（基本8台・増連12
台）

H26.12.19 備品購入 3,750,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

54 田村市役所本庁舎備品購入（キッチンキャビネット） 船引町船引字畑添地内 キッチンキャビネット10個 H26.12.19 備品購入 608,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名

55 田村市役所本庁舎備品購入（キャビネット） 船引町船引字畑添地内 キャビネット312個 H26.12.19 備品購入 19,750,000 愛信堂　株式会社 代表取締役　白石　恒造 指名

56 田村市役所本庁舎備品購入（椅子） 船引町船引字畑添地内 椅子1,147脚 H26.12.19 備品購入 28,870,000 愛信堂　株式会社 代表取締役　白石　恒造 指名

57 田村市役所本庁舎備品購入（会議テーブル） 船引町船引字畑添地内 会議テーブル294台・両袖デスク5台 H26.12.19 備品購入 11,700,000 愛信堂　株式会社 代表取締役　白石　恒造 指名

58 田村市役所本庁舎備品購入（応接セット） 船引町船引字畑添地内 応接セット21組 H26.12.19 備品購入 6,830,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名

59 田村市役所本庁舎備品購入（耐火金庫） 船引町船引字畑添地内 耐火金庫3個 H26.12.19 備品購入 1,153,000 有限会社　小泉書店 代表取締役　小泉　祐一 指名

60 田村市役所本庁舎備品購入（簡易ステージほか） 船引町船引字畑添地内 簡易ステージ8個　演台2個　花台1個 H26.12.19 備品購入 1,865,000 山木印房 代表　山木　泰伸 指名

61 田村市役所本庁舎備品購入（ロッカー） 船引町船引字畑添地内 ロッカー109個 H26.12.19 備品購入 4,386,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名

62 田村市役所本庁舎備品購入（パーティション） 船引町船引字畑添地内 パーティション24組 H26.12.19 備品購入 1,659,000 有限会社　小泉書店 代表取締役　小泉　祐一 指名

63 田村市役所本庁舎備品購入（回転黒板） 船引町船引字畑添地内 回転黒板17個 H26.12.19 備品購入 835,000 有限会社　小泉書店 代表取締役　小泉　祐一 指名

64 田村市役所本庁舎備品購入（デスク） 船引町船引字畑添地内 デスク300個・ワゴン350個 H26.12.19 備品購入 25,412,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　重蔵 指名

65 田村市役所本庁舎備品購入（電話台） 船引町船引字畑添地内 電話台29個・アーム付電話台79個 H26.12.19 備品購入 1,296,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　重蔵 指名

66 田村市役所本庁舎備品購入（シュレッダー・裁断機） 船引町船引字畑添地内 シュレッダー7個・裁断機1個 H26.12.19 備品購入 1,130,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　重蔵 指名

67 田村市役所本庁舎備品購入（ラック・ケース） 船引町船引字畑添地内
スチールラック4個、キーケース1個、
マップケース2個外

H26.12.19 備品購入 1,227,000 有限会社　ホンダ 代表取締役　本田　東生 指名


