
令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

1 大船渡市復興まちづくりコーディネート支援業務
パシフィックコンサルタンツ㈱　三陸沿
岸復興事務所

2 大船渡市復興記録伝承業務
パシフィックコンサルタンツ㈱　三陸沿
岸復興事務所

3 大船渡市防災観光交流センターの管理運営業務 (一社)大船渡市観光物産協会

4 中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業測量設計業務（繰越分） ㈱菊池技研コンサルタント

5 大船渡駅周辺地区まちづくり活動支援業務 ㈱キャッセン大船渡

6 被災跡地利活用推進事業に係る用地測量調査業務 土地家屋調査士　金　哲朗

7 被災跡地利活用推進事業（神坂・内田・細浦）に係る不動産鑑定評価業務
(協組)岩手県資産評価システムセン
ター

8 被災跡地利活用推進事業に係る用地測量・分筆登記調査業務 土地家屋調査士　金　哲朗

9 被災跡地利活用推進事業（浦浜地区）に係る不動産鑑定評価業務
(協組)岩手県資産評価システムセン
ター

10 被災跡地利活用推進事業（西舘）に係る不動産鑑定評価業務
(協組)岩手県資産評価システムセン
ター

11 大船渡市防災観光交流センター防火設備及び建築設備定期検査等業務 コエダ企画

12 被災跡地利活用推進事業に係る用地測量調査業務 土地家屋調査士　金　哲朗

13 浦浜地区産業用地その２測量設計業務 ㈱菊池技研コンサルタント

14 岩手県土木積算システム保守業務 ㈱アイシーエス

15 総合行政情報システムデータ保全業務 ㈱コンピュータービジネス

16 庁内システム運用管理業務 ㈱システムベース　大船渡センター

17 大船渡市総合行政情報システム機器保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

18 新総合行政情報システムミドルウェア保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

19 滞納管理システム機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

20 申告支援システムイメージ管理オプション保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

21 統合型地理情報システム保守業務 国際航業㈱　盛岡支店

22 蔵書管理システム機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

23 博物館システム機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

24 財務情報システム機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

25 財務情報システム公会計ソフトウェア保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

26 ネットワークシステムセキュリティ強靭性向上モデル機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

27 デスクトップ仮想環境システム機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

28 情報系システム機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

29 越喜来・吉浜地域光ブロードバンド設備に係る光伝送路設備保守業務 東日本電信電話㈱　岩手支店

30
越喜来・吉浜光ブロードバンド設備に係る釜石吉浜収容局における設備の寄託
及び保守業務

東日本電信電話㈱　岩手支店

31 番号連携サーバ機器保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

32 所通地区光ケーブル移設業務 東日本電信電話㈱　岩手支店

33 医療費給付システム子ども事業所得制限撤廃対応業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

34 医療費給付システム現物給付制度中学生年齢帯対象拡大対応業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

35 災害援護資金管理システム保守業務 ㈱菊池技研コンサルタント

復興政策課

土地利用課

総務課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

36 訴訟事件に関する業務 小笠原・山本法律事務所

37 基幹系端末用ウイルス対策ソフト更新業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

38 自治体中間サーバー・プラットフォーム移行業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

39
社会保障・税番号制度令和2年6月データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修
業務

富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

40 財務会計システム法改正（歳出7節廃止）対応業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

41 訴訟事件に関する業務 小笠原・山本法律事務所

42 三陸町吉浜横石地域光ケーブル移設業務 東日本電信電話㈱　岩手支店

43 令和3年度基準固定資産家屋評価システム評価替え対応業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

44 戸籍縫合システム機器保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

45 所有権移転登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の申立て業務 小笠原・山本法律事務所

46 顧問弁護士業務 小笠原・山本法律事務所

47 防災センター自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

48 （仮称）防災学習センター等整備基本計画策定業務（繰越分）
パシフィックコンサルタンツ㈱　三陸沿
岸復興事務所

49 大船渡市防災行政無線保守点検業務
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱　東北社

50 大船渡市防災行政無線親局PC更新業務
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱　東北社

51 防災情報メール配信システム機器更新業務 日電通信工業㈱

52 防災行政無線屋外拡声子局増設業務（越喜来小学校）
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱　東北社

53 （仮称）防災学習センター等整備詳細設計業務
パシフィックコンサルタンツ㈱　三陸沿
岸復興事務所

54 大船渡市水害ハザードマップ作成業務 国際航業㈱　盛岡支店

55 令和３年度評価替えに係る土地（宅地）評価に関する基礎データ調査業務 ㈱パスコ　盛岡支店

56 固定資産税基準宅地等の時点修正に関する業務
(協組)岩手県資産評価システムセン
ター

57 大船渡市統合型地理情報システム地番図加除修正業務 国際航業㈱　盛岡支店

58 本庁舎清掃業務 協栄テックス㈱

59 三陸支所庁舎清掃業務 協栄テックス㈱

60 本庁舎自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

61 本庁舎空冷パッケージエアコン点検業務 ㈱双葉設備アンドサービス

62 本庁舎警備業務 ㈱Ｎ・ＳＡＳ

63 本庁舎エレベーター保守業務 ㈱日立ビルシステム　東日本支社

64 本庁舎建築物環境衛生管理業務 同和興業㈱　気仙沼営業所

65 本庁舎電話設備保守業務 東日本電信電話㈱　岩手支店

66 三陸支所庁舎電話設備保守業務 北日本通信㈱

67 本庁舎等自動ドア保守点検業務 ㈱岩手ナブコ

68 大船渡市役所本庁舎電話交換業務 ㈱Ｎ・ＳＡＳ

69 大船渡市役所庁舎内外環境整備業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

70 本庁舎トイレ尿石除去剤補充点検業務 日本カルミック㈱

税務課

総務課

防災管理室

財政課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

71 旧大船渡消防署自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

72 三陸支所庁舎警備業務 ＡＬＳＯＫ岩手㈱

73 旧大船渡消防署施設解体工事監理業務 ㈲新沼義雄建築設計事務所

74 旧崎浜小学校他施設解体工事監理業務 古座設計事務所

75 降下ばいじん量測定業務 (一社)岩手県薬剤師会　検査センター

76 大船渡市墓園（丸森墓園・長谷堂墓地）指定管理業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

77 戸籍事務遠隔支援サービス業務
富士ゼロックスシステムサービス㈱
公共事業本部東北支店

78 おおふなと斎苑火葬設備保守点検業務 ㈱宮本工業所

79 おおふなと斎苑中央監視装置保守点検業務
㈱オーテック　環境システム事業部
盛岡営業所

80 大船渡市火葬場（おおふなと斎苑）指定管理業務 アーバン㈱

81 再利用ごみ収集運搬業務 ㈲平田興運

82 環境関連調査事業(湾内調査解析等）業務 日鉄環境㈱　釜石センター

83 住民基本台帳ネットワークシステム機器等保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

84 自動車騒音常時監視業務 エヌエス環境㈱　盛岡支店

85 大船渡市廃棄物埋立処分場維持管理に係る地下水水質検査業務 日鉄環境㈱　釜石センター

86 環境関連調査事業(水質検討基礎調査）業務 ㈱エコー岩手事務所

87 大船渡市廃棄物埋立処分場用地草刈業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

88
コンビニ交付サービスにおける証明書交付センター移行に伴う試験工程支援業
務

富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

89 市内一斉清掃に係る汚泥置場掘削業務 ㈲岩渕建設

90 国民健康保険事業報告システム　ソフトウェア保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

91 後期高齢者システムプログラム保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

92 高額療養費支給管理システム機器保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

93 高額療養費支給管理システム保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

94 越喜来診療所自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

95 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　診療所清掃業務（綾里診療所分） 同和興業㈱　気仙沼営業所

96 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　診療所清掃業務（歯科診療所分） 同和興業㈱　気仙沼営業所

97 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　診療所清掃業務（越喜来診療所分） 同和興業㈱　気仙沼営業所

98 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　診療所清掃業務（吉浜診療所分） 同和興業㈱　気仙沼営業所

99 綾里・吉浜診療所　医事会計システム（ソフトウェア）保守業務（綾里診療所分） ㈱シンエイシステム

100 綾里・吉浜診療所　医事会計システム（ソフトウェア）保守業務（吉浜診療所分） ㈱シンエイシステム

101 越喜来診療所　レントゲン装置デジタル化機器保守業務 ㈱アールエフ

102 越喜来・吉浜診療所　自動ドア保守点検業務 フルテック㈱　釜石営業所

103 綾里・吉浜診療所　電子カルテシステム保守業務（綾里診療所分） ㈱シンエイシステム

104 綾里・吉浜診療所　電子カルテシステム保守業務（吉浜診療所分） ㈱シンエイシステム

105 越喜来診療所　医事一体型電子カルテシステム保守業務
ＰＨＣメディコムネットワークス㈱　岩
手営業所

市民環境課

国保年金課

財政課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

106 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　警備業務（綾里診療所分） セコム㈱

107 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　警備業務（歯科診療所分） セコム㈱

108 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　警備業務（越喜来診療所分） セコム㈱

109 綾里・歯科、越喜来、吉浜診療所　警備業務（吉浜診療所分） セコム㈱

110
オンライン資格確認等実施に係る大船渡市総合行政情報システム（国民健康保
険資格）改修業務

富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

111 後期高齢者システム保険料均等割軽減特例対応業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

112 越喜来診療所　トイレ改修工事設計業務 ㈲池田菅野建築設計事務所

113 被災世帯等に対するパーソナルサポート事業実施業務 (公財)共生地域創造財団

114 生活困窮者自立相談支援事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

115 生活困窮者等就労準備支援事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

116 生活困窮者家計改善支援事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

117 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等機能強化事業実施業務 社会福祉法人　愛育会

118 障害者相談支援事業実施業務 社会福祉法人　大洋会

119 グリーフケア・サロン事業実施業務 岩手県臨床心理士会

120 大船渡市Y・Sセンター指定管理業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

121 声の福祉図書館運営事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

122 福祉機器リサイクル事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

123 点字広報発行事業実施業務(点字部門） 美杉会　大船渡

124 特別定額給付金事業申請書発行支援及びシステム導入業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

125 大船渡市成年後見支援センター運営等業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

126 被災者心の健康づくり事業グリーフケア・セミナー事業実施業務 (学)上智学院

127 大船渡市被保護者健康管理支援事業準備業務 北日本コンピューターサービス㈱

128 手話奉仕員養成講座事業（入門・基礎課程）実施業務 (一社)岩手県聴覚障害者協会

129 生活保護システム改修業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

130 植物観察園草刈清掃業務 (福)大洋会

131 Y・Sセンター屋上防水改修等工事監理業務 ㈲池田菅野建築設計事務所

132 放課後児童健全育成事業実施業務（りょうりキッズ） 放課後児童クラブ　りょうりキッズ

133 放課後児童健全育成事業実施業務（希望の丘） 末崎学童保育会　希望の丘

134 放課後児童健全育成事業実施業務（たっせ学童クラブ） たっせ学童クラブ

135 放課後児童健全育成事業実施業務（キッピン学童クラブ） キッピン学童クラブ

136 放課後児童健全育成事業実施業務（さくらりっこ） 放課後児童クラブさくらりっ

137 放課後児童健全育成事業実施業務（にこにこ浜っ子クラブ）
放課後児童クラブ　にこにこ浜っ子ク
ラブ

138 放課後児童健全育成事業実施業務（キッズクラブいかわA） キッズクラブいかわＡ

139 放課後児童健全育成事業実施業務（キッズクラブいかわB） キッズクラブいかわＢ

140 放課後児童健全育成事業実施業務（ゆうゆう） 放課後児童クラブゆうゆう

地域福祉課

国保年金課

子ども課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

141 放課後児童健全育成事業実施業務（うみねこキッズ） 放課後児童クラブ　うみねこキッズ

142 地域子育て支援拠点事業実施業務（台ヶ丘学園） (福)台ヶ丘学園

143 地域子育て支援拠点事業実施業務（猪川愛児会） (福)猪川愛児会

144 大船渡市結婚相談・支援業務 いわて結婚支援センター

145 地域子育て支援拠点事業実施業務（つどいの広場） (福)大船渡市社会福祉協議会

146 ファミリー・サポート・センター事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

147 利用者支援事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

148 地域子育て支援拠点事業実施業務（すくすくルーム） (特非)こそだてシップ

149 こども園浄化槽維持管理業務 ㈱成翊光産業

150 大船渡市立認定こども園清掃業務 同和興業㈱　気仙沼営業所

151 放課後児童健全育成事業実施業務（五葉キッズ） 五葉キッズ

152 一時預かり事業実施業務（盛こども園） (福)盛愛育会

153 一時預かり事業実施業務（大船渡保育園） (福)台ヶ丘学園

154 一時預かり事業実施業務（明和保育園） (福)明和会

155 一時預かり事業実施業務（末崎保育園） (福)末崎保育会

156 一時預かり事業実施業務（赤崎保育園） (福)赤崎愛児会

157 一時預かり事業実施業務（蛸ノ浦保育園） (福)蛸ノ浦愛育会

158 一時預かり事業実施業務（いかわこども園） (福)猪川愛児会

159 一時預かり事業実施業務（立根こども園） (福)立根厚生会

160 一時預かり事業実施業務（日頃市保育園） (福)日頃市保育会

161 延長保育事業実施業務（盛こども園） (福)盛愛育会

162 延長保育事業実施業務（大船渡保育園） (福)台ヶ丘学園

163 延長保育事業実施業務（明和保育園） (福)明和会

164 延長保育事業実施業務（末崎保育園） (福)末崎保育会

165 延長保育事業実施業務（赤崎保育園） (福)赤崎愛児会

166 延長保育事業実施業務（蛸ノ浦保育園） (福)蛸ノ浦愛育会

167 延長保育事業実施業務（いかわこども園） (福)猪川愛児会

168 延長保育事業実施業務（立根こども園） (福)立根厚生会

169 延長保育事業実施業務（日頃市保育園） (福)日頃市保育会

170 病児保育事業実施業務（いかわこども園） (福)猪川愛児会

171 一時預かり事業実施業務（海の星幼稚園） (学)東北カトリック学園海の星幼稚園

172 大船渡市立越喜来こども園機械警備業務 ＡＬＳＯＫ岩手㈱

173 こども園機械警備業務（綾里こども園） セコム㈱

174 こども園機械警備業務（吉浜こども園） セコム㈱

175 日頃市小学校放課後児童クラブ空調設備設置業務 刈谷電気工業

子ども課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

176 吉浜こども園浄化槽修繕業務 ㈱成翊光産業

177 旧綾里こども園解体撤去設計業務 ㈲池田菅野建築設計事務所

178
児童手当システムによる子育て世帯への臨時特別給付金支給事業関係作業用
簡易ツール作成業務

富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

179
児童扶養手当のシステムによる大船渡市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業
関係作業用簡易ツール作成業務

富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

180 おおふなと子育て支援サイト「つばきっず」管理運営業務 アローリンクス㈱

181 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 綾里地区助け合い協議会

182 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 盛地区助け合い協議会

183 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 吉浜地区助け合い協議会

184 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 越喜来地区助け合い協議会

185 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 末崎地区助け合い協議会

186 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 蛸ノ浦地区助け合い協議会

187 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 赤崎地区助け合い協議会

188 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 立根地区助け合い協議会

189 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 大船渡地区支え合い協議会

190 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 日頃市地区助け合い協議会

191 大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営事業実施業務 猪川地区助け合い協議会

192 介護保険システム機器保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

193 おおふなと支えあいまちづくり事業実施業務 (福)大船渡市社会福祉協議会

194 大船渡市地域助け合い協議会第１層生活支援コーディネーター業務 (特非)おおふなと市民活動センター

195 地域包括支援システム機器保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

196 地域包括支援システム機器保守業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

197 介護事業所台帳管理システム保守業務 ニッセイ情報テクノロジー㈱

198 大船渡市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定支援業務 ケイカクラボ㈱

199
社会保障・税番号制度令和２年６月データ標準レイアウト改版に伴う介護保険シ
ステム改修業務

富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

200 筋力アップ体操放送業務 (特非)防災・市民メディア推進協議会

201 保健介護センター清掃業務 北日本ビル清掃㈱

202 気仙地区在宅当番医制運営事業実施業務 (一社)気仙医師会

203 生活習慣病検診精密検査結果情報提供事業実施業務 (一社)気仙医師会

204 健康管理システム母子保健副本登録対応業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

205 歯科保健事業歯のかわら版発行業務 大船渡歯科医師団

206 大船渡市臨時診療所電気設備設置業務 岩手電工㈱　大船渡営業所

207 大船渡市臨時診療所診療報酬明細書作成及び請求業務 ㈱ニチイ学館

208 大船渡市総合計画策定支援業務
パシフィックコンサルタンツ㈱　三陸沿
岸復興事務所

209 大船渡市国土強靭化地域計画策定支援業務
㈱オリエンタルコンサルタンツ　盛岡
事務所

210 楽天出店サポートプラン業務 レッドホースコーポレーシヨン㈱

長寿社会課

健康推進課

子ども課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

企画調整課 211 明治大学エクスターンシップ（地域共創型PBL）活動支援業務 ㈱地域活性化総合研究所

秘書広報課 212 大船渡市行政情報放送業務 (特非)防災・市民メディア推進協議会

213 総合交流ターミナル施設指定管理業務 大船渡市農業協同組合

214 大船渡市森林総合利用施設管理業務 ㈱小川

215 鹿の森公園管理運営業務 三陸ふるさと振興㈱

216 綾里地区生産物直売所指定管理業務 (一社)大船渡市観光物産協会

217 市有林改植業務 気仙地方森林組合

218 碁石ラベンダー畑管理業務
(特非)センター１２３　就労継続支援Ｂ
型事業所　エクセルシオール

219 合足農地海岸堤防水門等巡視業務 合足自衛消防隊

220 補助版標準積算システムVer.3保守管理業務 岩手県土地改良事業団体連合会

221 森林整備事業（再造林）実施業務 気仙地方森林組合

222 土地調査測量・図面作成業務 金哲朗土地家屋調査士事務所

223 シカ防護網普及業務（その１） 大船渡市農業協同組合

224 野形頭首工補修業務 ㈲三陸海洋土木

225 大野頭首工単独災害復旧業務 ㈲平田興運

226 川原頭首工単独災害復旧業務 ㈲平田興運

227
森林病害虫駆除事業（国庫奨励　春駆除　カシノナガキクイムシ　伐倒駆除（くん
蒸））業務

気仙地方森林組合

228 森林病害虫駆除事業（県単補助　春駆除　松くい虫　伐倒駆除（くん蒸））業務 気仙地方森林組合

229 森林病害虫駆除事業（国庫奨励　春駆除　松くい虫　伐倒駆除（くん蒸））業務 気仙地方森林組合

230 中井地区農業施設単独災害復旧業務 ㈲平田興運

231 大野地区農業施設単独災害復旧業務 ㈲平田興運

232 荻野頭首工修繕業務 ㈱佐々木組

233 東上甫嶺地区農業用水路修繕業務 ㈱新亀建設

234 東上甫嶺頭首工単独災害復旧業務 ㈱新亀建設

235 西上甫嶺頭首工単独災害復旧業務 ㈱新亀建設

236 東上甫嶺地区農業施設単独災害復旧業務 ㈱新亀建設

237 沼田頭首工単独災害復旧業務 桂組

238 平成21年度調査区筆界点及び地籍図根点等検証測量業務 東栄測量㈱

239 花粉発生源対策促進事業（花粉発生源植替え）業務 気仙地方森林組合

240
森林病害虫駆除事業（知事命令　春駆除　カシノナガキクイムシ　立木くん蒸）業
務

岩手県森林整備協同組合

241
森林病害虫駆除事業（知事命令　春駆除　カシノナガキクイムシ　伐倒駆除（くん
蒸））業務

気仙地方森林組合

242
森林病害虫駆除事業（国庫奨励　春駆除　カシノナガキクイムシ　立木くん蒸）業
務

岩手県森林整備協同組合

243
森林病害虫駆除事業（大臣命令　春駆除　松くい虫　特別伐倒駆除（運搬破砕））
業務

気仙地方森林組合

244 森林経営管理事業方針作成業務 ㈱パスコ　盛岡支店

245 総合交流ターミナル施設浄化槽修繕業務 ライフ工業㈱

農林課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

246 森林整備事業（下刈）業務 気仙地方森林組合

247 横石頭首工補修業務 ㈲平田興運

248 東上甫嶺頭首工補修業務 中村建設㈱

249 樋ノ口頭首工補修業務 中村建設㈱

250 久名畑地区外地籍調査業務（H2・H3工程） 東栄測量㈱

251 総合交流ターミナル施設改修工事設計業務 ㈲新沼義雄建築設計事務所

252 林道増館線単独災害復旧業務 ㈲平田興運

253 林道千歳線単独災害復旧業務 ㈲平田興運

254 林道増館線単独災害復旧（その２）業務 ㈲平田興運

255 萱中ため池ハザードマップ作成業務 岩手県土地改良事業団体連合会

256 森林整備事業（緩衝施設設置その１）業務 気仙地方森林組合

257 林道大六線単独災害復旧業務 ㈲平田興運

258 土地調査測量・地図訂正・地積更生登記関連業務 金哲朗土地家屋調査士事務所

259 林道振興施設適正管理事業（林道蛸ノ浦線）業務 亘理建設㈱

260 三陸町綾里字小路地内における松くい虫被害木枝払い事業実施業務 気仙地方森林組合

261 森林病害虫駆除事業に係る資材等回収業務 気仙地方森林組合

262 林道振興施設適正管理事業（林道大塩線）業務 気仙地方森林組合

263 森林整備事業（保育間伐）業務 気仙地方森林組合

264 三陸町綾里字小路地内における松くい虫被害木伐倒事業実施業務 気仙地方森林組合

265 総合交流ターミナル施設用地不動産鑑定評価業務
(協組)岩手県資産評価システムセン
ター

266 合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業(間伐)業務 気仙地方森林組合

267 公有林整備事業(補植)業務 気仙地方森林組合

268 森林整備事業（緩衝施設設置その2）業務 気仙地方森林組合

269 大船渡港内航跡波対策事業実施業務 気仙郡漁業協同組合連合会

270 高度利用活性化対策施設(永沢地区)清掃業務 協栄テックス㈱

271 令和元年度大船渡市魚市場指定管理業務 大船渡魚市場㈱

272 野野前漁港灯浮標係留索修繕業務 ㈱佐賀組

273 碁石漁港船揚場修繕業務 ㈱菊池組

274 千歳漁港倒木伐採・撤去業務 ㈱佐賀組

275 大船渡市魚市場トラックスケール法定定期検査業務 (一社)計量計測技術センター

276 大船渡市新規養殖事業調査業務 (学)北里研究所

277 扇洞漁港他７漁港水産物供給基盤機能保全計画策定業務
㈱アルファ水工コンサルタンツ　盛岡
事務所

278 吉浜漁港他７漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務 ㈱センク２１　盛岡事務所

279 地域水産物供給基盤整備(大船渡西地区)計画変更等検討業務 ㈱三洋コンサルタント　岩手営業所

280 大船渡市海の恵み体験施設指定管理業務 三陸ふるさと振興㈱

農林課

水産課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

281 大船渡湾内干潟資源状況調査及び種苗生産試験業務 北里大学海洋生命科学部

282 アワビ生息調査業務 みちのくダイビングリアス

283 三陸パーキング公園施設管理業務 三陸ふるさと振興㈱

284
中赤崎地区道路改良事業に伴う三陸鉄道リアス線盛駅・陸前赤崎駅間第二赤崎
橋梁改築に関する工事施行協定（繰越分）

三陸鉄道㈱

285 細浦地区内水排水対策事業測量調査設計業務（繰越分） ㈱菊池技研コンサルタント

286 避難路整備事業（永浜地区・赤崎中井地区）測量調査設計業務（繰越分） ㈱一測設計　大船渡営業所

287 烏頭川護岸修繕業務 ㈲平田興運

288 扇洞白根線法面保護業務 ㈱中澤組

289 野尻萱中線路面復旧業務 ㈲熊谷技工

290 善蔵敷２号線路面復旧業務 ㈱佑貴拓建

291 作沢大田線法面修繕業務 ㈲山本建設

292 藤沢口線復旧業務 ㈱佐々木組

293 市道釜石沢線路面清掃業務 ㈱新亀建設

294 上野地内水路復旧業務 ㈱アドバンス・テック

295 下甲子線舗装修繕業務 ㈱アドバンス・テック

296 石橋前地内水路土砂撤去業務 ㈲岩渕建設

297 砂子浜新釜線カーブミラー設置業務 ㈲三陸海洋土木

298 上山地内水路法面修繕業務 ㈲山本建設

299 鷹生ダム第１多目的広場施設維持管理業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

300 市道甫嶺横断線測量設計（その３）業務 中井測量設計㈱

301 袖の沢川河川改修測量設計調査業務
日鉄鉱コンサルタント㈱　大船渡営業
所

302 鷹生ダム緑地等維持管理業務 甲子地域公民館

303 永沢３号線側溝修繕業務 ㈱明和土木

304 鶴巻地内水路堆積土砂撤去業務 ㈲山本建設

305 日向線支障木伐採業務 気仙地方森林組合

306 沢田５号線道路修繕業務 ㈲岩渕建設

307 笹崎下船渡線防護柵設置業務 ㈲山口土木

308
中赤崎地区道路改良事業に伴う三陸鉄道リアス線盛駅・陸前赤崎駅間第二赤崎
橋梁改築に関する工事施行協定

三陸鉄道㈱

309 越喜来小学校線法面修繕業務 ㈲平田興運

310 大洞地内水路堆積物撤去業務 ㈲志田勘土木

311 大窪線道路修繕業務 ㈲平田興運

312 増舘漁港線堆積物撤去業務 ㈲平田興運

313 長安寺茂倉線路面修繕業務 ㈱佐々木組

314 綾里川ダム緑地等維持管理業務 野形町内会

315 烏頭地内水路修繕業務 ㈲平田興運

水産課

建設課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

316 堰口地内水路法面復旧業務 ㈱今野建設

317 明神線集水桝修繕業務 ㈲平田興運

318 杉ノ畑川護岸修繕業務 亘理建設㈱

319 大立川堆積土砂撤去業務 ㈱小松組

320 東崎浜地内水路堆積物撤去業務 ㈲平田興運

321 葡萄沢上甲子線除草業務 ㈱新亀建設

322 丸森石浜線除草業務 ㈱高橋組

323 滝の沢線倒木撤去業務 気仙地方森林組合

324 滝の沢線倒木処理業務 気仙地方森林組合

325 中赤崎地区道路改良事業に伴う迂回路整備業務 まるたつ㈱

326 普通河川野々前１号測量設計業務 中井測量設計㈱

327 小壁線除草業務 ㈲平田興運

328 夏虫１号線除草業務 ㈲平田興運

329 千歳線除草業務 ㈲平田興運

330 増館線除草業務 ㈲平田興運

331 2級市道河内線除草業務 ㈲平田興運

332 1級市道河内線除草業務 ㈲平田興運

333 大塩線除草業務 ㈲平田興運

334 合野線除草業務 ㈲平田興運

335 根白鍬台線除草業務 ㈲平田興運

336 大窪線外除草業務 ㈲平田興運

337 旧崎浜線除草業務 ㈲平田興運

338 花崎後山線除草業務 ㈲平田興運

339 清水３号線道路舗装業務 ㈲三陸海洋土木

340 青梨線道路補修業務 ㈲三陸海洋土木

341 越喜来小学校線法面修繕業務 ㈲平田興運

342 長洞線除草業務 中村建設㈱

343 滝の沢線除草業務 中村建設㈱

344 市道鳥ノ木沢線アスカーブ補修業務 中村建設㈱

345 地ノ森変電所１号線法面修繕業務 ㈲志田勘土木

346 蛸ノ浦合足線路面清掃業務 ㈲志田勘土木

347 作沢大田線倒木撤去業務 ㈲山本建設

348 防災行政無線屋外拡声子局（平山子局）移設業務
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱　東北社

349 中赤崎地区道路改良事業に伴う迂回路整備（その２）業務 まるたつ㈱

350 細浦地区避難路整備事業測量設計業務 ㈱菊池技研コンサルタント

建設課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

351 堰口川除草業務 ㈱今野建設

352 蛸ノ浦合足線外倒木撤去業務 ㈱中澤組

353 新田地区水路除草業務 ㈱中澤組

354 滝の沢線法面修繕業務 ㈱中澤組

355 小石浜砂子浜線外除草業務 ㈲三陸海洋土木

356 市道立石線路面補修業務 ㈲古川建設

357 石浜川堆積土砂撤去業務 ㈲古川建設

358 災害公営住宅コミュニティサポート事業実施業務 (公財)共生地域創造財団

359 市営住宅等指定管理業務 ㈱寿広

360 盛川河川敷公園トイレ清掃業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

361 夢海公園清掃業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

362 鬼越ふれあい公園トイレ清掃業務 (福)大洋会

363 都市公園浄化槽維持管理業務 ㈱成翊光産業

364 夢海公園芝生維持管理業務 長谷川体育施設㈱　岩手営業所

365 都市公園等除草・剪定業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

366 二級河川盛川筋権現堂地区他河川維持修繕（除草）業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

367 都市公園遊具保守点検業務 ㈱アボック社

368 前田公園外バリアフリー化工事設計業務 コエダ企画

369 永沢・佐野公園トイレ下水道接続工事設計業務 古座設計事務所

370 市営住宅長安寺団地屋根等改修工事（第Ⅱ期）設計業務 ㈲池田菅野建築設計事務所

371 綾里地区コミュニティ施設清掃業務 同和興業㈱　気仙沼営業所

372 綾里地区コミュニティ施設警備業務 セコム㈱

373 綾里地区コミュニティ施設空調設備設置工事設計業務 ㈱セイナン設計事務所

374 吉浜地区拠点センター清掃業務 同和興業㈱　気仙沼営業所

375 吉浜地区拠点センター市民ホール等入口開閉管理業務 木川田　キヌ子

376 吉浜地域振興出張所警備業務 セコム㈱

377 吉浜地区拠点センター空調設備設置工事設計業務 ㈱セイナン設計事務所

378 中小企業対策事業 大船渡商工会議所

379 大船渡市労働施設管理運営業務（働く婦人の家） (一財)大船渡市体育協会

380 大船渡市労働施設管理運営業務（勤労者福祉施設） (一財)大船渡市体育協会

381 大船渡市プレミアム付商品券発行事業運営業務 大船渡商工会議所

382 キャリア事始め推進業務 ㈱地域活性化総合研究所

383 令和２年国勢調査調査員配布用地図作製業務 ㈱ゼンリン　盛岡営業所

384 大船渡市働く婦人の家改修工事管理業務 古座設計事務所

385 大船渡町字砂子前(No.86)仮設施設撤去業務 中村建設㈱

綾里地域
振興出張所

吉浜地域
振興出張所

商工課

建設課

住宅公園課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

商工課 386 大船渡市ふるさと振興券発行等業務 大船渡商工会議所

387 観光振興支援員事業実施業務 (一社)大船渡市観光物産協会

388 越喜来浪板海水浴場シャワー室・トイレ災害復旧業務（建築・設備） 正三建設㈱

389 碁石椿園樹木等管理業務 ㈲阿部造園

390 水洗トイレ浄化槽維持管理業務 ㈱成翊光産業

391 自然公園自然保護管理業務　(県立自然公園五葉山地内) 鈴木　一敏

392 自然公園自然保護管理業務　(三陸復興国立公園碁石海岸地内) 尾﨑　芳徳

393 綾里海水浴場漂着物等除去業務 亘理土木工業㈲

394 吉浜海水浴場漂着物等除去業務 桂組

395 自然公園自然保護管理業務 及川　清

396 赤坂峠公衆トイレ清掃業務 三条　美代子

397 大船渡市宿泊観光回復事業における宿泊助成事業運営業務 (一社)大船渡市観光物産協会

398 外国人観光客受入体制整備事業実施業務 ㈱ＪＴＢ　盛岡支店

399 気仙地域滞在コンテンツ充実強化事業実施業務 ㈱ＪＴＢ　盛岡支店

400 大船渡市市観光客宿泊助成事業におけるクーポン券発行事業運営業務 大船渡商工会議所

401 吉浜海水浴場海中がれき等状況調査業務 みちのくダイビングリアス

402 大洞ふれあい交流館指定管理業務 大洞地域公民館

403 大船渡港コンテナ用上屋倉庫警備業務 セコム㈱

404 盛駅前公衆トイレ清掃業務 ㈱小川

405 綾里駅及び駅前公衆トイレ清掃業務 (一社)大船渡市観光物産協会

406 恋し浜駅及び駅前公衆トイレ清掃業務 小石浜部落会

407 甫嶺駅及び駅前公衆トイレ清掃業務 及川　三枝子

408 三陸駅及び駅前公衆トイレ清掃業務 (一社)大船渡市観光物産協会

409 日頃市地区デマンド交通実証実験運行業務 (一社)岩手県タクシー協会　気仙支部

410 大船渡港野々田地区港湾緑地管理業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

411 旧大船渡市立越喜来小学校自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

412 （仮称）甫嶺復興交流推進センター整備工事管理業務（繰越分） 出羽建築設計事務所

413 ふるさとテレワークセンター維持管理業務 ㈱地域活性化総合研究所

414 ポータルサイト維持管理業務 アローリンクス㈱

415 地域ＩＣＴ基盤維持管理業務 ㈱地域活性化総合研究所

416 産学官地域課題研究会運営及び企画活動業務 ㈱地域活性化総合研究所

417 ＩＴ活用課題解決人材育成・実証活動業務 ㈱地域活性化総合研究所

418 大船渡ふるさと交流センター維持管理業務 ㈱地域活性化総合研究所

419 旧甫嶺小学校仮設コンテナハウス等撤去・処分業務 ㈱アトラス

420
「三陸マリアージュ」取扱事業者等調査及び訪問開拓等・販売チャネル多様化展
開業務

㈱地域活性化総合研究所

観光推進室

企業立地港湾課

産業政策室
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

421 「三陸マリアージュ」商品企画・試作開発業務 ㈱地域活性化総合研究所

422 生産技術普及・展開実証業務 ㈱リアスターファーム

423 体験プロフラム等可能性調査業務 ㈱ケー・シー・エス　三陸事務所

424 地域観光情報プラットホーム構築業務 ㈱ＶＩＳＩＴ東北

425 甫嶺復興交流推進センター清掃業務 ㈱リンピア

426 夏イチゴ加工品等研究開発支援業務 ブランドストーリー

427 新規担い手確保業務 (特非)ｗｉｚ

428 大船渡市民活動支援センター事業実施業務 (特非)おおふなと市民活動センター

429 地域づくり住民ワークショップ（日頃市地区その2）運営等支援業務 (特非)いわて地域づくり支援センター

430 日頃市地区　地区づくり計画実施体制整備等支援業務 (特非)いわて地域づくり支援センター

431 大船渡市立学校体育施設開放事業実施業務 (一財)大船渡市体育協会

432 大船渡市スポーツ施設等管理運営業務 (一財)大船渡市体育協会

433 大船渡市スポーツ施設等管理運営業務 (一財)大船渡市体育協会

434 大船渡市スポーツ施設屋外照明LED化工事設計業務 ㈲環境計画工房

435 三陸総合運動公園屋外トイレ設置工事設計業務 古座設計事務所

436 大船渡市民テニスコート照明LED化工事監理業務 ㈲環境計画工房

437 赤崎グラウンド照明LED化工事監理業務 ㈲環境計画工房

438 アメリカ陸上競技連盟の選手等との交流事業交渉業務
東武トップツアーズ㈱　東京スポーツ
営業部

439 大船渡市民交流館・カメリアホール指定管理業務 ㈱小川

440 三陸公民館指定管理業務 ㈱小川

441 市立地区公民館消防設備保守点検業務 刈谷電気工業

442 大船渡市民交流館・カメリアホール空調設備設置工事設計業務 ㈱振興設備設計

443 大船渡市立大船渡地区公民館空調設備設置工事設計業務 ㈱振興設備設計

444 自家用電気工作物保安管理業務（市民文化会館分）
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

445 建築物環境衛生管理業務（市民文化会館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

446 空調・衛生設備保守点検業務（市民文化会館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

447 自動ドア保守点検業務（市民文化会館分） ㈱岩手ナブコ

448 消防設備保守点検業務（市民文化会館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

449 エレベーター保守点検業務　（市民文化会館分）
三菱電機ビルテクノサービス㈱　東北
支社

450 清掃業務（市民文化会館分） ㈱リンピア

451 日常点検業務（市民文化会館分）
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

452 舞台技術業務 ㈱アクト・ディヴァイス

453 舞台機構設備保守点検業務 森平舞台機構㈱

454 舞台音響設備保守点検業務
ヤマハサウンドシステム㈱　仙台営業
所

455 舞台照明設備保守点検業務
パナソニックＬＳエンジニアリング㈱
北海道・東北支店

産業政策室

市民協働課

生涯学習課

中央公民館

市民文化会館
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456 夜間管理業務　（市民文化会館分） ㈱小川

457 イベント広場等環境整備業務（市民文化会館分）
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

458 大船渡市民文化会館・市立図書館植栽管理業務（市民文化会館分）
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

459 警備業務（市民文化会館分） セコム㈱

460
大船渡市民文化会館・市立図書館フロン排出抑制法定期点検業務（市民文化会
館分）

イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

461
大船渡市民文化会館・市立図書館建築設備定期検査調査業務（市民文化会館
分）

イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

462 大船渡市民文化会館ヤマハピアノ保守点検・定期調律業務 ㈱東山堂

463 大船渡市民文化会館スタインウェイピアノ保守点検・定期調律業務 ㈱東山堂

464 外壁亀裂補修等業務（市民文化会館分） ㈱匠建設

465 大ホール舞台機構設備更新業務 森平舞台機構㈱

466 除草業務（市民文化会館分）
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

467 自家用電気工作物保安管理業務（図書館分）
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

468 建築物環境衛生管理業務（図書館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

469 空調・衛生設備保守点検業務（図書館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

470 自動ドア保守点検業務（図書館分） ㈱岩手ナブコ

471 消防設備保守点検業務（図書館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

472 エレベーター保守点検業務　（図書館分）
三菱電機ビルテクノサービス㈱　東北
支社

473 清掃業務　（図書館分） ㈱リンピア

474 日常点検業務（図書館分）
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

475 夜間管理業務　（図書館分） ㈱小川

476 イベント広場等環境整備業務（図書館分）
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

477 大船渡市民文化会館・市立図書館植栽管理業務（図書館分）
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

478 大船渡市民文化会館・市立図書館フロン排出抑制法定期点検業務（図書館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

479 大船渡市民文化会館・市立図書館建築設備定期検査調査業務（図書館分）
イオンディライト㈱　東北支社　岩手
支店

480 外壁亀裂補修等業務（図書館分） ㈱匠建設

481 大船渡市議会インターネット映像配信等業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱　岩手支店

482 議場放送・映像中継設備保守点検業務 北日本通信㈱

483 市議会議員選挙ポスター掲示板設置、管理及び撤去業務（大船渡地区分） ㈲岩渕建設

484 市議会議員選挙ポスター掲示板設置、管理及び撤去業務（三陸地区分） ㈲岩渕建設

485 期日前投票システム設定業務 ㈱ムサシ　仙台支店

486 市議会議員選挙に伴う啓発用看板製作、設置及び撤去業務 サカリ工芸

487 投票用紙分類機の事前保守点検等及び開票事務立会い業務 グローリー㈱　盛岡営業所

488 北部学校給食センター調理業務
シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱　盛岡営業所

489 北部学校給食センター自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

490 学校給食施設機械警備業務 セコム㈱

市民文化会館

議会事務局

選挙管理委員会

図書館

北部学校
給食センター
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

491 学校給食施設機械警備業務 セコム㈱

492 北部学校給食センター自動ドア保守点検業務 フルテック㈱　釜石営業所長

493 北部学校給食センター厨房機器保守点検業務
日本調理機㈱　東北支店　盛岡営業
所

494 北部学校給食センター機械設備等保守管理業務 ㈱太平エンジニアリング　一関営業所

495 北部学校給食センター排水処理施設維持管理業務 東北藤吉工業㈱

496 学校給食共同調理場害虫防除処理業務 ㈱アスピア

497 学校給食共同調理場害虫防除処理業務 ㈱アスピア

498 末崎学校給食共同調理場調理業務 碁石給食㈱

499 綾里学校給食共同調理場調理業務 ㈱メフォス

500 大船渡北学校給食共同調理場調理業務
シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱　盛岡営業所

501 大船渡地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

502 赤崎地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

503 末崎地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

504 大船渡北地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

505 綾里地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

506 立根・日頃市地区学校給食配送業務 ㈲平田興運

507 越喜来地区学校給食配送業務 ㈲平田興運

508 学校給食用パン配送業務 岩手県パン工業組合

509 学校給食用パン配送業務 岩手県パン工業組合

510 吉浜地区学校給食配送業務 岩手資源開発㈱

511 猪川・立根地区学校給食配送業務 岩手資源開発㈱

512 綾里地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

513 学校給食共同調理場空調設備点検業務 ㈱村上冷凍空調設備

514 越喜来・吉浜地区学校給食配送業務 ㈲平田興運

515 大船渡地区学校給食配送業務 大船渡市場輸送㈱

516 大船渡北地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

517 末崎地区学校給食配送業務 岩手県南運輸㈱

518 博物館清掃業務 エーワメデック㈱

519 博物館自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

520 博物館エレベーター保守点検業務 ダイコー㈱　仙台営業所

521 博物館空調・給水設備保守点検業務 ㈱トライス

522 博物館警備業務 ＡＬＳＯＫ岩手㈱

523 博物館燻蒸業務 仙台湾燻蒸㈱

524 博物館燻蒸室等棚設置業務 ㈲熊谷教材社

525 大船渡市立博物館空調設備設置工事設計業務 ㈱渡辺設計事務所

北部学校
給食センター

博物館
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

526 大船渡市立博物館燻蒸室照明等設置業務 ㈱金沢電気

527 野々前貝塚人骨（頭骨）レプリカ製作業務 ㈱乃村工藝社　東北支店

528 北小学校　プールろ過装置ヘヤーキャッチャー交換業務 ㈱東北機水

529 盛小学校　北側通路路盤補修業務 ㈱明和土木

530 第一中学校改築工事基本・実施設計業務（実施設計分） ㈱教育施設研究所　東北事務所

531 盛小学校　プールろ過装置循環ポンプ交換業務 ㈱東北機水

532 大船渡小学校　第二家庭科室アイロン用コンセント設置業務 共立電気㈱

533 第一中学校改築工事基本・実施設計業務 ㈱教育施設研究所　東北事務所

534 大船渡市スクールバス管理運行業務 大新東㈱

535 大船渡市スクールバス管理運行業務 大新東㈱

536 大船渡北小学校　プール内シート一部張替え及び排水ピット補修業務 ㈱東北機水

537 旧吉浜中学校屋内運動場屋根補修業務 ㈱匠建設

538 緊急スクールカウンセラー等活用事業（学校情報発信支援事業）実施業務
国際大学グローバル・コミュニケー
ション・センター

539 綾里小学校　屋内運動場前グラウンド路盤補修業務 ㈱小松組

540 越喜来小学校エレベーター保守点検業務
三菱電機ビルテクノサービス㈱　東北
支社

541 盛小学校エレベーター保守点検業務 フジテック㈱　北日本支社　東北支店

542 赤崎小学校エレベーター保守点検業務 ㈱日立ビルシステム　東日本支社

543 小中学校給食用ダムウェーター保守点検業務 三機商事㈱

544 第一中学校エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ㈱　東北支社

545 赤崎中学校エレベーター保守点検業務 ㈱日立ビルシステム　東日本支社

546 学校教育施設等自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

547 学校教育施設等自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

548 学校教育施設等自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

549 学校教育施設等機械警備業務 セコム㈱

550 学校教育施設等機械警備業務 セコム㈱

551 学校教育施設等機械警備業務 セコム㈱

552 綾里中学校　校内LANパソコン機器・ソフトウェア保守業務 ㈱システムベース　大船渡センター

553 第一中学校敷地測量調査等業務 ㈱菊池技研コンサルタント

554 旧蛸ノ浦小・旧日頃市中・旧越喜来中・旧吉浜中学校の除草業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

555 大船渡北小学校　昇降口前周辺他路盤補修業務 ㈱明和土木

556 末崎中学校　教室及び廊下窓網戸設置業務 橋爪商事㈱

557 旧越喜来中学校　部室解体撤去業務 正三建設㈱

558 末崎小学校　低学年教室他網戸設置業務 ㈱千葉誠

559 日頃市小学校浄化槽流量調整ポンプ・配管交換業務 ㈱成翊光産業

560 第一中学校校舎西側通学路水路側溝蓋設置業務 ㈱佐賀組

博物館

学校教育課
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

561 盛小学校　プールろ過装置滅菌器交換業務 ㈱東北機水

562 大船渡中学校　多目的ホール外屋根・外壁雨漏補修業務 ㈱匠建設

563 盛小学校　敷地内樹木伐採業務 気仙地方森林組合

564 末崎中学校他受水槽用自動滅菌装置点検業務 橋爪商事㈱

565 立根小学校他受水槽用自動滅菌装置点検業務 橋爪商事㈱

566 日頃市小学校　上水道接続工事設計業務 ㈱振興設備設計

567 小中学校プール濾過機保守点検業務 ㈱東北機水

568 小中学校プール濾過機保守点検業務 ㈱東北機水

569 学校教育施設遊具保守点検業務 ㈲サンブリッチ東北

570 令和元年度　小中学校水道用受水槽・高架水槽清掃業務 ㈱岩手環境保全

571 令和元年度　小中学校水道用受水槽・高架水槽清掃業務 ㈱岩手環境保全

572 学校教育施設消防用設備等点検業務 刈谷電気工業

573 学校教育施設消防用設備等点検業務 ㈲盛岡消防設備点検センター

574 学校教育施設消防用設備等点検業務 ㈲盛岡消防設備点検センター

575 学校教育施設消防用設備等点検業務 互光商事㈱

576 学校教育施設消防用設備等点検業務 互光商事㈱

577 学校教育施設等浄化槽維持管理業務 ㈱成翊光産業

578 学校教育施設等浄化槽維持管理業務 ㈱成翊光産業

579 学校教育施設等浄化槽維持管理業務 ㈱成翊光産業

580 旧日頃市中学校　校舎外部灯油漏れ部土壌入替業務 ㈱匠建設

581 外国語指導助手（ALT）労働者派遣業務 ㈱インタラック北日本

582 旧吉浜中学校　音楽室雨漏れ補修業務 ㈱匠建設

583 長谷堂貝塚群発掘調査にかかる基準点測量業務 ㈱タックエンジニアリング

584 国指定史跡蛸ノ浦貝塚内の市有地における刈払業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

585 大洞貝塚内市有地の刈払業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

586 国指定史跡下船渡貝塚内の市有地における刈払業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

587 大船渡市消防団消防屯所浄化槽維持管理業務 ㈱成翊光産業

588 大船渡市消防団第８分団第３部消防屯所敷地測量業務
(公社)岩手県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

589 大船渡市消防団第12分団第3部消防屯所車庫前舗装改修業務 ㈱中澤組

590 中野地区防火水槽撤去業務 ㈱中澤組

591 大船渡市消防団第8分団第3部消防屯所新築工事設計業務 ㈲新沼義雄建築設計事務所

592 令和元年度宮野貝塚第25次調査に係る出土資料実測図化等業務 ㈱ラング

593 下水道台帳システムに係るソフトウェア保守業務 ㈱菊池技研コンサルタント

594 漁業集落排水施設加入負担金システムサポート業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱

595 公共下水道事業受益者負担金等システムサポート業務 富士通エフ・アイ・ピー㈱

教育総務課

大船渡消防署

学校教育課

下水道事業所
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令和２年度上半期　委託業務事務執行状況一覧

担当所属 番号 委託業務名 落札業者名

596 公営企業会計システム保守業務 ㈱ぎょうせい　東北支社

597 公営企業会計システム保守業務 ㈱ぎょうせい　東北支社

598 大船渡浄化センター施設改良付包括運営事業実施業務（施設改良分） 大船渡下水道マネジメント㈱

599 大船渡浄化センター施設改良付包括運営事業実施業務（処理場維持管理分） 大船渡下水道マネジメント㈱

600 大船渡浄化センター施設改良付包括運営事業実施業務（管渠維持管理分） 大船渡下水道マネジメント㈱

601 根白地区漁業集落排水施設自家用電気工作物保安管理業務 (一財)東北電気保安協会

602 三陸地区漁業集落排水施設維持管理業務 ㈱成翊光産業

603 中井沢第２号マンホールポンプ場維持管理業務 大船渡下水道マネジメント㈱

604 大船渡浄化センター施設改良付包括運営事業（施設改良工事）モニタリング業務 (公財)岩手県下水道公社

605 大船渡市公共下水道事業計画外変更業務 ㈱日水コン　盛岡事務所

606 大船渡市漁業集落排水施設機能保全計画策定業務 新日本設計㈱　東北支社

607 下船渡幹線第310-2号外枝線工事現場技術員支援業務 (公財)岩手県下水道公社

608 大船渡浄化センター場内整備測量設計業務 ㈱菊池技研コンサルタント

609 下船渡幹線第310-1号工事現場技術員支援業務 (公財)岩手県下水道公社

610 下船渡地区外下水管渠実施設計修正業務 新日本設計㈱　東北支社

611 都市下水路除草業務
(公社)大船渡市シルバー人材セン
ター

612 大船渡市公共下水道管理データ作成業務 ㈱菊池技研コンサルタント

613 上平マンホールポンプ機械電気撤去業務 ㈱富士電業社

614 気仙広域連合との協議資料作成業務
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
㈱

615 山口地区公共ます設置業務 ㈱佐賀組

616 綾里浄水場自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

617 越喜来浄水場自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

618 本郷浄水場自家用電気工作物保安管理業務
(一財)東北電気保安協会　岩手事業
本部

619 簡易水道施設運転管理業務 前澤工業㈱東北支店

620 簡易水道減圧弁保守点検業務 ㈱森田鉄工所　仙台営業所

621 越喜来簡易水道変更届出書作成業務 新日本設計㈱　東北支社

622 越喜来第2配水池緊急遮断弁点検業務 ㈱森田鉄工所　仙台営業所

623 時効管理機能の追加に伴う水道料金システム改修業務 ㈱トータルオフィスマネージメント

624 大船渡市水産飲雑用水施設機能保全計画策定業務 新日本設計㈱　東北支社

625 大船渡市公営企業会計システム保守業務 ㈱ぎょうせい　東北支社

626 綾里浄水場取水堰測量調査設計業務 新日本設計㈱　東北支社

627 自家用電気工作物保安管理業務 (一財)東北電気保安協会

628 自家用電気工作物保安管理業務（配水給水） (一財)東北電気保安協会

629 公営企業会計システム保守業務　※新システム ㈱ぎょうせい　東北支社

630 JACIC水道積算システムサポート業務 ㈱アイシーエス

簡易水道事業所

水道事業所

下水道事業所
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631 減圧弁保守点検・小型減圧弁取付け業務 ㈱清水合金製作所　仙台営業所

632 減圧弁保守点検業務 ㈱森田鉄工所　仙台営業所

633 中道下・中野・長谷堂減圧弁分解業務 ㈱森田鉄工所　仙台営業所

634 休日等における水道給配水施設修繕業務 大船渡市管工事業協同組合

635 第1浄水場施設管理業務 山本　布子

636 第3及び第2浄水場施設監視業務 新沼 リキ子

637 無試薬型残留塩素計更新業務 ㈱オーヤラックス　仙台営業所

638 上水道配水池等施設敷地内草刈業務（夏期分)【原水浄水】 気仙地方森林組合

639 上水道配水池等施設敷地内草刈業務（夏期分)【配水給水】 気仙地方森林組合

640 時効管理機能の追加に伴う水道料金システム改修業務 ㈱トータルオフィスマネージメント

641 大船渡市上水道計装設備保守精密点検業務 昱機電㈱　向洋電機事業所

642 鷹生配水池流量計交換業務 昱機電㈱　向洋電機事業所

643 川原配水池水位計更新業務 昱機電㈱　向洋電機事業所

644 久名畑配水池系配水管詳細設計業務 新日本設計㈱　東北支社

645 大船渡市給排水管漏水調査業務 フジ地中情報㈱　北東北支店

水道事業所
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