
令和２年度下半期　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

復興政策課 1 防災集団移転住宅団地内標識設置業務 橋爪商事(株)

2 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

3 碁石地区造成用地境界測量業務
(株)総合土木コンサルタンツ　大船渡
営業所

4 綾里地区コミュニティ広場整備事業に係る合筆登記等調査業務 土地家屋調査士　金　哲朗

5 中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業に係る交換用地側溝修繕業務 (有)古川建設

企画調整課 6 大船渡市PRキャラクター運営業務（三陸復興国立公園協会イベント）
(一社)日本ご当地キャラクター協会
岩手支部

7 大船渡市例規データベース維持更新等業務 第一法規(株)

8 令和３年度大船渡市職員採用資格試験情報掲載業務 (株)リクルート

9 住民情報システム令和３年度住民税法改正(個人住民税)対応業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

10 RPA導入支援業務 ソフトバンク(株)

11 三陸町越喜来井戸洞地域光ケーブル移設業務 東日本電信電話(株)　岩手支店

12 三陸町越喜来東崎浜地域光ケーブル移設業務 東日本電信電話(株)　岩手支店

防災管理室 13 津波水位標設置業務 協積産業(株)

14 本庁舎案内看板等作製業務 三看板

15 本庁舎駐車場側溝土砂撤去業務 (株)匠建設

16 支障木伐採業務 気仙地方森林組合

税務課 17 確定申告情報データ化システム保守業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

綾里地域振興
出張所

18 綾里地区コミュニテイ施設空調設備設置工事監理業務 (株)セイナン設計事務所

吉浜地域振興
出張所

19 吉浜地区拠点センター空調設備設置工事監理業務 (株)セイナン設計事務所

20 市民体育館ホール等非常用照明交換・増設業務 (株)ユアテック　大船渡営業所

21 市民体育館北側階段等補修業務 (株)匠建設

22 市営球場法面支障木伐採業務 前田商会

23 市営球場法面支障木伐採その2業務 前田商会

24 令和3年大船渡市成人式に係るオンライン成人式開催業務 (一社)トナリノ

25 市民交流館・カメリアホール空調設備設置工事監理業務 (株)振興設備設計

26 大船渡地区公民館空調設備設置工事監理業務 (株)振興設備設計

27 市民ＩＴ講座運営業務 (株)地域活性化総合研究所

28
自主事業「マルチdeサロンコンサート藤井貴宏＆髙橋真珠～オーボエとヴァイオリ
ンの調べ」開催業務

藤井　貴宏

29 自主事業「劇団ゆうミュージカルプリンセスマーメイド」開催業務 (特非)劇団ゆう

30 自主事業「劇団壱劇屋公演リアスホールダンジョン」開催業務 劇団　壱劇屋

31 自主事業「リアス・ミュージックステップVol.1」開催業務 西村　元希

32 市民文化会館・図書館電話機更新業務（市民文化会館分） 扶桑電通(株)　盛岡営業所

33 ＩＣ機器導入業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

34 市民文化会館・図書館電話機更新業務（図書館分） 扶桑電通(株)　盛岡営業所

市民環境課 35 デジタル手続法対応 システム整備業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

土地利用課

総務課

財政課

生涯学習課

中央公民館

市民文化会館

図書館
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令和２年度下半期　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 コンビニ交付サービスシステム機器保守業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

37 市内一斉清掃に係る乾燥汚泥運搬業務 岩手資源開発(株)

38 市内一斉清掃に係る汚泥掘り起こし及び埋戻し業務 (有)岩渕建設

39 不法投棄廃棄物処理業務 岩手資源開発(株)

40 後期高齢者システム機器保守業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

41 後期高齢者システム令和３年度制度改正対応業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

42 綾里診療所　医事システム改修業務 (株)シンエイシステム

43 綾里診療所　オンライン資格確認システム導入業務
ＰＨＣメディコムネットワークス(株)　東
北営業本部

44 越喜来診療所　オンライン資格確認システム導入業務
ＰＨＣメディコムネットワークス(株)　東
北営業本部

45 越喜来診療所　カーポート設置業務 正三建設(株)

46 吉浜診療所　屋外待合スペースカーテン設置業務 橋爪商事(株)

47 吉浜診療所　医事システム改修業務 (株)シンエイシステム

48 吉浜診療所　オンライン資格確認システム導入業務
ＰＨＣメディコムネットワークス(株)　東
北営業本部

49 越喜来診療所　電子内視鏡洗浄器点検業務 コセキ(株)　盛岡営業所

50 歯科診療所　11月分技工業務 Ｈ．Ｓデンタルラボラトリー

51 歯科診療所　12月分技工業務 エースデンタル

52 歯科診療所　12月分技工業務 Ｋ２デンタルラボ

53 歯科診療所　12月分技工業務 Ｈ．Ｓデンタルラボラトリー

54 福祉の里、Ｙ・Ｓセンター給水設備更新工事設計業務 (株)折居建築設計事務所

55 障害総合支援システム改修（令和３年４月制度改正等対応）業務 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

56 末崎小学校放課後児童クラブ手洗い場改修業務 (株)匠建設

57 綾里こども園未満児室トイレ入口引戸設置業務 正三建設(株)

58 越喜来こども園換気ダクト保温業務 三和設備工業(株)

59 介護の仕事理解促進業務 (株)ニチイ学館

60
介護保険システム改修業務（令和３年４月施行制度改正対応（令和２年度作業
分））

富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

61 介護保険指定機関等管理システム改修業務 ニッセイ情報テクノロジー(株)

62 保健介護センター電話機増設及びＬＡＮケーブル配線業務 (株)コスモ通信システム

63 健康管理システム改修業務（新型コロナウイルスワクチン対応） 富士通Ｊａｐａｎ(株)　岩手支店

64 特定健診受診勧奨用圧着はがき作成業務 永薬品商事(株)

商工課 65 地域消費喚起促進業務 大船渡商工会議所

66 三陸ジオパークジオサイト解説板作製設置業務 ウテナサイン

67 千丸海岸トイレ浄化槽基礎撤去業務 (株)新沼組

68 暮石海岸レストハウス浄化槽制御盤修繕業務 ライフ工業(株)

69 暮石海岸レストハウス建築設備定期検査業務 (有)新沼義雄建築設計事務所

70 碁石海岸レストハウス駐車場付近の危険木伐採処理業務 気仙地方森林組合

観光推進室

国保年金課

地域福祉課

市民環境課

子ども課

長寿社会課

健康推進課
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令和２年度下半期　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 穴通磯公衆トイレ浄化槽修繕業務 (株)成翊光産業

72 三陸駅前観光案内看板製作設置業務 サカリ工芸

73 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

74 （仮称）大船渡丸森駅前線道路新設事業に係る用地測量・分筆登記調査業務 金哲朗土地家屋調査士事務所

75 大船渡市地域おこし協力隊募集等支援業務 (特非)ｗｉｚ

76 流通管理システム運用管理及び共同化構築業務 (株)地域活性化総合研究所

77 夏イチゴ産地化構想策定業務 ブランドストーリー

78 夏イチゴ体験農園実証業務 (特非)おおふなと市民活動センター

79 甫嶺復興交流推進センター外灯修繕業務 (有)船砥電気

80 甫嶺復興交流推進センター防犯カメラ設置業務 セコム(株)

81 甫嶺復興交流推進センター管理事務室エアコン設置業務 伊藤家電

82 甫嶺復興交流推進センター指定管理業務 (株)三陸アクティブ

83 農道橋橋梁点検業務 (株)菊池技研コンサルタント

84 下板用用排水路設置業務 (株)佐々木組

85 土地調査測量・地図訂正・地積更正登記関連業務
(公社)岩手県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

86 轆轤石地区外地籍調査業務（Ｈ３工程） 東栄測量(株)

87 総合交流ターミナル施設改修工事監理業務 (有)新沼義雄建築設計事務所

88
森林病害虫駆除事業実施業務（国庫奨励　秋駆除　カシノナガキクイムシ　立木く
ん蒸）

岩手県森林整備協同組合

89
森林病害虫駆除事業実施業務（国庫奨励　秋駆除　カシノナガキクイムシ　伐倒駆
除（くん蒸））

気仙地方森林組合

90 森林病害虫駆除事業実施業務（大臣命令　秋駆除　松くい虫　樹幹注入） 気仙地方森林組合

91 森林病害虫駆除事業実施業務（県単補助　秋駆除　松くい虫　伐倒駆除（くん蒸）） 気仙地方森林組合

92 森林病害虫駆除事業実施業務（国庫奨励　秋駆除　松くい虫　伐倒駆除（くん蒸）） 気仙地方森林組合

93
森林病害虫駆除事業実施業務（知事命令　秋駆除　カシノナガキクイムシ　伐倒駆
除（くん蒸））

気仙地方森林組合

94
森林病害虫駆除事業実施業務（知事命令　秋駆除　カシノナガキクイムシ　立木く
ん蒸）

岩手県森林整備協同組合

95
森林病害虫駆除事業実施業務（大臣命令　秋駆除　松くい虫　特別伐倒駆除（運
搬破砕））

気仙地方森林組合

96 第一中学校敷地内における松くい虫被害木運搬破砕事業実施業務 気仙地方森林組合

97 末崎町字大浜地内における松くい虫被害枯損木伐倒運搬事業実施業務 気仙地方森林組合

98 林道橋橋梁点検業務 (株)菊池技研コンサルタント

99 大立地内治山ダム土砂撤去業務 (株)アイケン

100 林道大塩線修繕業務 (株)アイケン

101 林道振興施設適正管理業務（林道今出山線） まるたつ(株)

102 林道振興施設適正管理業務（林道今出甫嶺線） まるたつ(株)

103 林業振興施設（森林総合利用施設）補修業務 (株)成翊光産業

104 林業振興施設適正管理業務（林道大塩線その２） (株)アイケン

105 遊・YOU・亭夏虫玄関前階段補修業務 (有)平田興運

観光推進室

農林課

産業政策室

企業立地港湾課
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令和２年度下半期　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 遊・YOU・亭夏虫駐車場補修業務 (有)平田興運

107 鹿の森公園遊具保守点検等業務 (有)サンブリッチ東北

108 林道大六線単独災害復旧（その３）業務 (有)平田興運

109 林道大六線単独災害復旧（その４）業務 (有)平田興運

110 林道大六線単独災害復旧（その５）業務 (有)平田興運

111 林道鍬台線単独災害復旧業務 中村建設(株)

112 林道大六線単独災害復旧（その６）業務 (有)平田興運

113 林道大塩線単独災害復旧業務 (株)アイケン

114 林道大六線単独災害復旧（その７）業務 (有)平田興運

115 林道大六線単独災害復旧（その８）業務 (有)平田興運

116 海の恵み体験施設「三陸ふるさと物産センター」自動ドア装置改修業務 (株)岩手ナブコ

117 碁石漁港船揚場修繕業務その２ (株)菊池組

118 蛸ノ浦漁港他流木等処理業務 (株)小松組

119 清水地区緑地公園表面排水施設設置業務 (有)岩渕建設

120 大船渡市管理漁港台帳整備業務
(株)アルファ水工コンサルタンツ　盛岡
事務所

121 大船渡市魚市場水産物流通情報管理高度化システムサーバー更新業務 (株)ＳＪＣ

122 道路台帳補正業務 (株)北日本朝日航洋

123 統合型地理情報システム道路台帳図環境設定・データ変換業務 国際航業(株)　盛岡支店

124 萱中地内水路土砂撤去業務 (有)熊谷技工

125 永沢５号線舗装修繕業務 (株)明和土木

126 藤折2号線路面修繕業務 (株)新亀建設

127 山田線路肩補修業務 (有)志田勘土木

128 永沢上平線路面修繕業務 (株)明和土木

129 宮ノ前下平2号線舗装修繕業務 (株)明和土木

130 下船渡6号線道路修繕業務 (株)明和土木

131 下平3号線舗装修繕業務 (株)明和土木

132 永沢6号線路肩修繕業務 (株)明和土木

133 中井下欠線道路修繕業務 (株)中澤組

134 長岩線路面修繕業務 (株)佐々木組

135 大野線路肩補修業務 (有)上野建設

136 佐野沢田線改修業務 (有)岩渕建設

137 市道合足線道路修繕業務 亘理建設(株)

138 坂本沢線舗装修繕業務 (株)中澤組

139 大野線路面修繕業務 (有)上野建設

140 小浦4号線舗装修繕業務 (株)中澤組

農林課

水産課

建設課
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令和２年度下半期　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 関谷小林線舗装修繕業務 (株)中澤組

142 市道蛸ノ浦線道路用地取得事業に伴う測量調査及び分筆登記業務
(公社)岩手県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

143 既設市道（中野桑原線）用地取得事業に伴う測量調査及び分筆登記業務 土地家屋調査士　金　哲朗

144 小細浦中野線カーブミラー設置（交通安全）業務 (株)アイケン

145 宇津野沢権現堂線カーブミラー設置（交通安全）業務 (株)丸和組

146 永沢６号線カーブミラー設置（交通安全）業務 (有)山口土木

147 台８号線カーブミラー設置（交通安全）業務 (有)山口土木

148 樋口沢線カーブミラー設置（交通安全）業務 (株)佐々木組

149 岩脇堀之内線カーブミラー設置（交通安全）業務 (株)今野建設

150 須崎川左岸2号線カーブミラー設置（交通安全）業務 (有)山口土木

151 中野桑原線安全施設設置（交通安全）業務 (有)熊谷技工

152 沢川７号線安全施設設置（交通安全）業務 (株)丸和組

153 加茂神社線横断側溝修繕業務 (株)明和土木

154 神坂線側溝修繕業務 (株)アイケン

155 蛸ノ浦線側溝修繕業務 (有)志田勘土木

156 萱中線側溝修繕業務 桂組

157 大田５号線側溝修繕業務 (株)アイケン

158 野尻萱中線横断側溝修繕業務 (有)熊谷技工

159 笹崎下船渡線側溝修繕業務 (株)明和土木

160 長谷堂地内水路河床修繕業務 (有)上野建設

161 板用地内水路修繕業務 (株)佐々木組

162 田代屋敷線排水施設修繕業務 (株)佐々木組

163 下館下地内地内水路土砂撤去業務 (有)熊谷技工

164 小通線倒木撤去業務 (株)新亀建設

165 沼川大森線倒木伐採業務 気仙地方森林組合

166 市道峰岸９号線県道取付舗装業務 (株)明和土木

167 沼川大森線舗装新設業務 (株)中澤組

168 佐野１号線改修業務 (株)中澤組

169 中井線待避所設置業務 (株)中澤組

170 蛸ノ浦合足線法面補修業務 亘理建設(株)

171 笹崎下船渡線路側修繕業務 (有)山口土木

172 永井線法面修繕業務 山一建設(株)

173 沼川大森線横断管渠設置業務 (株)佐々木組

174 市道小通線道路改良（防護柵工）業務 (株)新亀建設

175 小通線外１路線歩車道境界ブロック設置業務 (株)新亀建設

建設課
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令和２年度下半期　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 平林４号線排水施設設置業務 (株)アイケン

177 内田２号線防護柵設置業務 (株)アイケン

178 中野桑原線安全施設設置業務 (有)熊谷技工

179 蛸ノ浦合足線街路灯修繕業務 (有)船砥電気

180 田茂山明神前線他支障枝等刈払業務 桂組

181 田茂山明神前線支障枝等処理業務 桂組

182 堀之内長洞線外支障木伐採業務 気仙地方森林組合

183 大野線支障木伐採業務 気仙地方森林組合

184 山根地内支障木伐採業務 気仙地方森林組合

185 入子沢線路面修繕業務 (有)平田興運

186 大窪線路面修繕業務 (有)平田興運

187 上後山線路面修繕業務 (有)平田興運

188 後山支線路面修繕業務 (有)平田興運

189 港復興地裏道線路面修繕業務 (有)三陸海洋土木

190 大塩線道路修繕業務 (有)平田興運

191 宮野中線路面補修業務 (有)三陸海洋土木

192 扇洞根白線道路修繕業務 (株)中澤組

193 増館線路肩修繕業務 (有)平田興運

194 千歳線路肩修繕業務 (有)平田興運

195 三陸町吉浜扇原地内法定外公共物境界復元業務 土地家屋調査士　金　哲朗

196 綾里駅野々前線カーブミラー設置（交通安全）業務 (有)三陸海洋土木

197 三陸駅小泊線カーブミラー設置（交通安全）業務 (有)平田興運

198 根白鍬台線路面修繕（交通安全）業務 (有)平田興運

199 岩崎復興地傾斜線階段手摺修繕（交通安全）業務 (有)古川建設

200 扇洞根白線排水構造物修繕業務 (株)中澤組

201 綾里駅野々前線側溝修繕業務 (有)三陸海洋土木

202 吉浜中学校線側溝修繕業務 (有)平田興運

203 市道立石線路側水路修繕業務 (有)古川建設

204 崎浜川護岸修繕業務 (有)平田興運

205 井戸洞地内水路修繕業務 (有)平田興運

206 増舘海岸線倒木処理業務 (株)佐藤渡辺　岩手営業所

207 市道旧崎浜線測量設計業務 中井測量設計(株)

208 袖の沢線大型土のう設置業務 (有)平田興運

209 黒土田１号線カーブミラー修繕業務 (有)古川建設

210 道路施設点検および舗装個別施設計画策定業務 共立設計(株)　大船渡営業所

建設課
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令和２年度下半期　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

211 市道綾里駅野々前線測量設計業務 中井測量設計(株)

212 市道下平線測量設計調査業務
日鉄鉱コンサルタント(株)　大船渡営
業所

213 市道関谷轆轤石線道路改良事業用地取得に係る不動産鑑定評価業務
協同組合　岩手県資産評価システム
センター

214 市道関谷轆轤石線測量設計業務 (株)菊池技研コンサルタント

215 市道関谷轆轤石線道路改良事業用地測量調査及び分筆登記業務 土地家屋調査士　金　哲朗

216 市道関谷轆轤石線道路改良事業用地境界復元業務 土地家屋調査士　金　哲朗

217 市道関谷轆轤石線道路改良事業に伴う通路整備用地取得業務 土地家屋調査士　金　哲朗

218 市道和野線測量調査設計業務 中井測量設計(株)

219 市道小通線道路改良に伴うカーブミラ―設置業務 (株)新亀建設

220 甫嶺横断線カーブミラー設置業務 (有)平田興運

221 甫嶺横断線カーブミラー設置（その２）業務 (有)平田興運

222 市道盛線測量業務 中井測量設計(株)

223 普通河川野々前１号測量設計（その２）業務 中井測量設計(株)

224 都市公園遊具補修業務 (株)アボック社

225 夢海公園防犯カメラ設置業務 (株)佐藤デンキ商会

226 市営住宅下欠団地解体業務 (株)アトラス

227 市営住宅下欠団地境界復元業務 土地家屋調査士　金　哲朗

228 市営住宅平団地ダストピット設置業務 (有)ハウジング大船渡

229 下平地区公共ます設置業務 (有)水野水道工業所

230 根白地区汚水管災害復旧業務 (株)中澤組

231 上平地区圧送管撤去業務 (有)上野建設

232 みどり町地内閉塞除去作業業務 (株)伊藤組

233 簡易水道管路情報システム更新業務 新日本設計(株)　東北支社

234 越喜来簡易水道外給送配水管漏水調査業務 フジ地中情報㈱北東北支店

235 公金収納関連情報処理サービス業務 (株)岩手銀行

236 綾里浄水場膜モジュール更新業務 前澤工業㈱東北支店

237 上水道配水池等施設敷地内草刈業務（秋季分） 気仙地方森林組合

238 料金改定に伴う水道料金システム改修業務 (株)トータルオフィスマネージメント

239 第1浄水場斜面配水管修正設計業務 新日本設計(株)

240 令和2年度第1水源表流水流量調査業務 新日本設計(株)　東北支社

会計課 241 総合収納システム金融機関マスタ変更業務 (株)岩手銀行

242 旧日頃市中学校　井水揚水ポンプ交換業務 (有)水野水道工業所

243 旧日頃市中学校　ろ過機室凍結防止ヒーター交換業務 共立電気(株)

244 学校旗作製業務（東朋中学校） 田村スポーツ

245 赤崎中学校屋内運動場ステージ一文字幕更新業務 (有)パール装飾

水道事業所

住宅公園課

簡易水道事業所

下水道事業所

建設課

学校教育課
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令和２年度下半期　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 大船渡市立東朋中学校校名看板作製業務 三看板

247 学校統合に伴う綾里中学校から赤崎中学校への備品等運搬業務 日本通運(株)　仙台支店

248 赤崎・綾里中学校歴代校長写真集約パネル作成業務 岩手開発産業(株)

249 立根小学校　音楽室床張り替え業務 (有)パール装飾

250 猪川小学校　職員玄関庇外補修業務 (株)匠建設

251 末崎小学校　職員トイレパーテーション設置業務 橋爪商事(株)

252 盛小学校他　防火シャッター点検口取付業務 (株)匠建設

253 北小学校　体育館トイレパネルヒーター交換業務 共立電気(株)

254 大船渡北小学校　プールろ過装置吸入側ゲートバルブ交換業務 (有)東環

255 猪川小学校　校長室及び職員室ブラインド取付業務 (有)パール装飾

256 猪川小学校外特別支援教室増設業務 (株)匠建設

257 猪川小学校　体育館北側職員駐車スペース設置業務 (株)明和土木

258 小学校ガスメーター器等更新業務
岩手県液化ガス事業協同組合　大船
渡支部

259 大船渡北小学校　家庭科室及び理科室ガスコック・ホース等交換業務
岩手県液化ガス事業協同組合　大船
渡支部

260 越喜来小学校　受水槽循環滅菌装置保守点検業務
(株)太平エンジニアリング　一関営業
所

261 学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務 (株)システムベース

262 赤崎中学校　黒板設置業務 (有)熊谷教材社

263 大船渡中学校　グラウンド用校舎壁掛投光照明器具交換業務 (株)金沢電気

264 大船渡中学校他　防火シャッター点検口取付業務 (株)匠建設

265 綾里中学校　受水槽給水バルブ交換業務 (有)水野水道工業所

266 赤崎中学校　県道隣接雨水側溝グレーチング設置業務 橋爪商事(株)

267 中学校ガスメーター器等更新業務
岩手県液化ガス事業協同組合　大船
渡支部

268 大船渡中学校　送水管漏水修理業務 (有)丸新工業

269 第一中学校　校舎・屋内運動場石綿分析業務 (株)大東環境科学

270 第一中学校　校舎・屋内運動場石綿定量分析業務 (株)大東環境科学

271 末崎中学校　屋内運動場北側ヒマラヤ杉伐採業務 気仙地方森林組合

北部学校
給食センター

272 市内各学校給食共同調理場ガスメーター交換業務
岩手県液化ガス事業協同組合　大船
渡支部

273 データ移行等業務 早稲田システム開発(株)

274 博物館空調設備設置工事監理業務 (株)渡辺設計事務所

275 写真横幕等製作業務 川嶋印刷(株)

276 消防団第8分団第3部消防屯所新築工事監理業務 (有)新沼義雄建築設計事務所

277 消防団第8分団第3部消防屯所解体業務 (有)三陸解体

博物館

大船渡消防署

学校教育課
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