
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 あぶくま洞施設周辺内変圧器取替工事 滝根町菅谷字東釜山地内
変圧器撤去　N=4基、変圧器新設
N=5基

H28.1.29
電気設備
工事

5,480,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　先崎　元勝 指名

2 市道大倉秋山田線　局部拡幅工事
市道大倉秋山
田線

船引町大倉字鐇田地内
延長　L=181.9ｍ、幅員　W=5.5～6.0
（7.0～8.0）ｍ

H28.3.25 土木工事 13,750,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

3 市道黒井所線　道路改良舗装工事 市道黒井所線 船引町笹山字黒井所地内
道路改良舗装工　L=56.972ｍ、W=4.0
（5.0）ｍ

H28.3.25 土木工事 9,150,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

4 市道尾ノ内柏原線　道路改良舗装工事
市道尾ノ内柏
原線

船引町芦沢字中ノ内地内
道路改良舗装工　L=80.0ｍ、W=4.0
（5.0）ｍ

H28.3.25 土木工事 13,600,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

5 市道田代１号線　道路改良工事
市道田代１号
線

船引町中山字田代地内 道路改良工　L=43.0ｍ、W=4.0（5.0）ｍ H28.3.25 土木工事 6,800,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

6 社会資本整備総合交付金事業　市道原線　道路改良工事 市道原線 船引町北鹿又字広見地内 道路改良工　L=34.8ｍ、W=6.0（8.0）ｍ H28.3.25 土木工事 10,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

7 市道茸山前田線　道路改良舗装工事
市道茸山前田
線

船引町北鹿又字前田地内 改良舗装工　L=70.0ｍ、W=4.0（5.0）ｍ H28.3.25 土木工事 9,150,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

8 防災・安全交付金事業　春山橋舗装修繕工事
市道春山芦沢
線（春山橋）

船引町春山字上ノ台地内
車道Aｓ舗装打換　A=350.3㎟、橋面防
水処理　A=350.3㎟、歩道Aｓ舗装打換
A=72.9㎟、橋面防水処理　A=72.9㎟

H28.1.29 舗装工事 7,550,000 株式会社　田村工務店 代表取締役　田村　文雄 指名

9 公共下水道関連　東部台六丁目地内配水管布設替工事 船引町東部台六丁目地内
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　HPPE　φ 150
L=82.00ｍ

H28.3.25
上水道工
事

4,970,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

10 公共下水道関連　船引字城ノ内地内配水管布設替工事 船引町船引字城ノ内地内 不断水切り廻し工　N=2.0か所 H28.3.25
上水道工
事

8,800,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

11 公共下水道関連　船引字石田地内配水管布設替工事 船引町船引字石田地内
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管1種2層管　φ 50
L=37.00ｍ

H28.3.25
上水道工
事

入札不落 - - 指名

12 公共下水道事業管渠布設工事（東部台六丁目地内） 船引町東部台六丁目地内
施工延長　L=80.20ｍ（基幹事業　開削
工法　L=80.20ｍ）

H28.3.25
下水道工
事

5,260,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

13 市営住宅河原団地下水道接続工事 滝根町神俣字河原地内
下水道接続工事　一式　排水管布設
VU　φ 100　L=42.0ｍ

H28.2.29
暖冷房衛
生設備工
事

1,750,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

14 滝根教職員住宅Ｂ棟下水道接続工事 滝根町神俣字河原地内
排水管布設　VU　φ 100　L=32.0ｍ、雨
水管布設　VU　φ 100　L=15.0ｍ

H28.2.29
暖冷房衛
生設備工
事

1,700,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

15 春山橋塗装修繕工事
市道春山芦沢
線（春山橋）

船引町春山字上ノ台地内
主桁塗装塗替　A=352.4㎟、排水管取
換　N=3箇所

H28.3.25 塗装工事 7,300,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

16 船引小学校校舎改修工事 船引町船引字南元町地内
小学校改修工事　一式　3階図書室
（157.69㎟）の一部を普通教室（64㎟）
にする

H28.3.10 建築工事 25,000,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

17 市道南１号柏原２号線　道路改良工事
市道南１号柏
原２号線

船引町芦沢字南地内
改良工　延長　L=220.00ｍ、幅員
W=4.00（5.00）ｍ

H28.3.25 土木工事 24,800,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

18 市道石田舘線　道路改良工事 市道石田舘線 船引町春山字石田地内
改良工　延長　L=60.00ｍ、幅員
W=4.00ｍ

H28.3.25 土木工事 18,400,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

19 公共下水道事業管渠布設工事（船引字石田第１地内） 船引町船引字石田地内
施工延長　L=148.15ｍ（基幹事業　開
削工法　L=148.15ｍ）

H28.3.25
下水道工
事

14,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名
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20 公共下水道事業管渠布設工事（船引字石田第２地内） 船引町船引字石田地内
当初施工延長　L=147.40ｍ（基幹事業
開削工法　L=147.40ｍ）

H28.3.25
下水道工
事

15,800,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

21 公共下水道事業管渠布設工事（船引字城ノ内地内） 船引町船引字城ノ内地内
当初施工延長　L=207.10ｍ（基幹事業
塩ﾋﾞ管　L=104.60ｍ）、（基幹事業　ﾘﾌﾞ
管　L=102.50ｍ）

H28.3.25
下水道工
事

13,600,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

22 田村消防署建設事業　田村消防署敷地造成工事 船引町船引字遠表地内 敷地造成工　N=1.0式 H28.3.25 土木工事 47,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

23 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字本風呂地内外）
大越町下大越字本風呂地内
外

施工延長　L=110.00ｍ（基幹事業　VU
φ 150　L=55.00ｍ）、（基幹事業　VUφ
75　L=55.00ｍ）

H28.3.25
下水道工
事

9,900,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

24 防災・安全交付金事業　市道大橋中広土線　舗装新設工事
市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字塙地内 舗装新設工　L=240.0ｍ、W=6.0（9.5）ｍ H28.3.25 舗装工事 19,800,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

25
福島避難解除等区域生活環境整備事業　都路中学校音楽室床改修工
事

都路町古道字北町地内
中断床組改修工事一式　解体工
28.00㎟、ｶｰﾍﾟｯﾄ張替工事一式　既設
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去及び張り替え54.20㎟

H28.1.29 建築工事 1,600,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

26 常葉保育所雨漏り等修繕工事 常葉町常葉字舘地内
屋上防水工事　塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ防水
A=229.7㎟、屋上笠木撤去・新設
A=77.6㎟

H28.2.29 建築工事 10,150,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

27 市道大林坊ノ入線　舗装新設工事
市道大林坊ノ
入線

大越町下大越字田子屋地内
舗装新設　延長　L=190.0ｍ、幅員
W=4.0ｍ

H28.3.25 舗装工事 8,400,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

28 公共下水道事業舗装復旧工事（神俣字河原地内外） 滝根町神俣字河原地内外
当初施工面積　A=704.51㎟　（基幹事
業　舗装工A=618.84㎟）、（単独事業
舗装工A=85.67㎟）

H28.3.25 舗装工事 5,200,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

29 市道宮ノ前上平線　舗装新設工事
市道宮ノ前上
平線

滝根町広瀬字山口地内
舗装新設　延長　L=216.6ｍ、幅員
W=4.0（5.0）ｍ

H28.3.25 舗装工事 8,660,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

30 市道陣場線　舗装新設工事 市道陣場線 常葉町常葉字荻ノ目地内
施工延長　L=80.0ｍ、幅員　W=4.0
（5.0）ｍ

H28.3.25 舗装工事 5,400,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

31 市道板橋２号線　道路改良舗装工事
市道板橋２号
線

常葉町西向字板橋地内 改良舗装工　L=96.4ｍ、W=4.0ｍ H28.3.25 土木工事 8,200,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

32 山根字花立地区　水路整備工事 常葉町山根字花立地内
水路整備工　500排水ﾌﾘｭｰﾑ　L=170.0
ｍ

H28.3.18 土木工事 4,000,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

33 入水鍾乳洞安全対策事業　落石防護柵設置工事（第２回工事） 滝根町菅谷字大六地内 落石防護柵設置工　L=24.0ｍ H28.1.29 土木工事 4,060,000 有限会社　柳沼企業 代表取締役　柳沼　昌寿 指名

34 あぶくま洞　出口ネットフェンス修繕工事（第２回工事） 滝根町菅谷字東釜山地内 ﾌｪﾝｽ修繕　L=39.0ｍ H28.1.29 土木工事 1,340,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

35 湯田地区　水路整備工事 大越町上大越字湯田地内
水路工　1工区　L=66.0ｍ、2工区
L=112.0ｍ

H28.3.25 土木工事 2,300,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

36 市道針湯赤坂線　側溝修繕工事
市道針湯赤坂
線

滝根町広瀬字針湯地内
勾配調整型側溝敷設　幅400×深さ
400～500　L=50.00ｍ、一部舗装（t=4
㎝）、延長L=50.00ｍ、幅W=1.00ｍ

H28.1.29 土木工事 2,700,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

37 あぶくま洞外周防犯カメラシステム設置工事 滝根町菅谷字東釜山地内
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ設置　N=2台、ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ
（暗視可能）設置　N=1台

H28.3.25
通信設備
工事

入札中止 - - 指名

38 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（船引字山ノ内地内） 船引町船引字山ノ内地内 施工数量（当初）　N=1箇所 H28.3.25
機械設備
工事

9,600,000
株式会社　南東北クボタ　田村営
業所

所長　阿部　喜一 指名

39 市道田木山１号線　地形測量業務委託
市道田木山１
号線

滝根町菅谷字田木山地内 地形測量　L=650ｍ H28.3.25 業務委託 2,600,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名



40 市道福祉の森線　用地測量業務委託
市道福祉の森
線

船引町船引字源次郎地内 用地測量　L=0.39㎞ H28.2.29 業務委託 3,900,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

41 市道福祉の森線　補償物件調査算定業務委託
市道福祉の森
線

船引町船引字源次郎地内 補償物件調査算定業務　N=1式 H28.2.29 業務委託 1,800,000 株式会社　都市不動産鑑定 代表取締役　渡邉　眞宏 指名

42 市道曲田線（中広土工区）　補償物件調査算定業務委託
市道曲田線
（中広土工区）

大越町上大越字中広土地内 補償物件調査算定　N=1.0式 H28.3.25 業務委託 1,560,000
株式会社　東都不動産補償コン
サル研究所

代表取締役　佐久間　隆使 指名

43 田村市移住民センター耐震診断業務委託 船引町上移字町地内
耐震診断業務　一式　RC造2階建
A=438㎟

H28.3.25 業務委託 950,000 株式会社　水上設計 代表取締役　水上　朗 指名

44 ふくしま森林再生事業　滝根地区　２工区　森林整備業務委託 滝根町広瀬字柳沢地内 田村市滝根地区　森林整備　A=2.29ha H27.12.25 業務委託 1,450,000 ふくしま中央森林組合
代表理事組合長　永沼　幸
人

指名

45 ふくしま森林再生事業　大越地区　２工区　森林整備業務委託 大越町下大越字大平地内 田村市大越地区　森林整備　A=9.73ha H27.12.25 業務委託 20,400,000 ふくしま中央森林組合
代表理事組合長　永沼　幸
人

指名

46 都路診療所往診車購入 都路町古道字寺下50 都路診療所往診車（諸経費含む）一式 H27.12.25 備品購入 1,840,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名


