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1 北鹿又字地蔵後地区　水路整備工事
北鹿又字地蔵
後地区

船引町北鹿又字地蔵後地内
水路整備工　L=50.0m（排水フリューム1000
×1000）

H29.3.24 土木工事 3,450,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

2 市道福祉の森線　道路改良工事
市道福祉の森
線

船引町船引字源次郎地内
道路改良工事（暫定）　延長　L=80.0m、幅
員　W=4.0m

H29.3.24 土木工事 8,650,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

3 市道川前線　道路改良工事 市道川前線 船引町石沢字川前地内 暫定改良工　L=40.0m  W=4.0m H29.3.24 土木工事 6,850,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

4 市道小塚1号線　舗装新設工事 市道小塚1号線 船引町中山字小塚地内 舗装延長　L=130.0m、幅員　W=4.0(5.0)m H29.3.24 舗装工事 5,950,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

5 田村市防災倉庫建設工事 船引町船引字遠表地内
倉庫建設工事　鉄骨造（軸組ブレース構
造）　平屋建て　A=108.59㎡

H29.3.15 建築工事 29,500,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

6 市道堂平線　道路改良舗装工事（第3回工事） 市道堂平線 大越町上大越字後原地内
改良施工延長　L=529.5m、舗装施工延長
L=305.0m、幅員　W=4.0(5.0)m

H29.3.24 土木工事 53,500,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

7 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字町地内） 大越町下大越字町地内
施工延長　L=234.95m（基幹事業　開削工
法　VUØ150　L=229.50m）、（基幹事業　開
削工法　VPØ75　L=5.45m）

H29.3.17 下水道工事 25,700,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

8 滝根運動場テニスコート　改修工事
滝根運動場テニ
スコート

滝根町神俣字河原地内
改修工事　テニスコート改修　一式、フェン
ス金網・門扉設置　一式

H28.12.22 土木工事 25,200,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

9 大越小学校　流末水路工事 大越小学校 大越町上大越字元池地内 流末水路工　N=1.0式 H29.3.24 土木工事 16,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

10 都路こども園屋内遊び場改修工事 都路町古道字遠下前地内
屋内遊び場改修工事　床改修　たたみ撤
去・カーペット敷き　A=112㎡、空調設備エ
アコン設置　N=3台

H29.3.17 建築工事 23,900,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

11 田村市産業団地流末水路工事に伴う配水管布設替工事 大越町上大越字白石地内
田村市産業団地流末水路に伴う配水管工
事　ダクタイル鋳鉄管　GX Ø150 L=15.0m

H29.3.21 上水道工事 7,250,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

12 田村市合子集落農事集会所井戸ボーリング工事 都路町古道字仲ノ前地内
井戸ボーリング　Ø100ケーシング挿入
L=50.0m、Ø150ケーシング挿入　L=20.0m

H29.2.28 さく井工事 2,100,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　学 指名

13 常葉児童生活センター空調機取替工事 常葉町常葉字舘地内
FF暖房機取替　N=4.0台
シーリングファン設置　N=6.0台

H28.12.22
暖冷房衛生
設備工事

1,580,000 白石水道設備工業 白石　繁好 指名

14 菅谷団地給水管改修工事 滝根町菅谷字堂田地内
給水管改修　硬質塩化ビニルライニング鋼
管配管　50A　L=40.0m、40A　L=6.0m、25A
L=9.0m、20A　L=6.0m

H29.1.31
暖冷房衛生
設備工事

1,980,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

15 あぶくま洞内ワイン収納棚設置工事 滝根町菅谷字東釜山地内
ワインセラー棚設置　H1600×W1800×
D550　N=3セット

H28.12.22 建築工事 2,530,000 有限会社　永山工務店 代表取締役　永山　正一 指名

16 レストハウス釜山食堂厨房床塗装等工事 滝根町菅谷字東釜山地内
厨房床塗装工事　下地処理　A=65㎡、ノン
スリップエポキシ樹脂塗装　A=65㎡

H29.2.28 建築工事 1,480,000 平河内工務店 平河内　一博 指名

17 市道余平田田代線　道路改良舗装工事
市道余平田田
代線

常葉町山根字中谷地地内
改良施工延長　L=53.0m、舗装施工延長
L=53.0m、幅員　W=4.0(5.0)m

H29.3.15 土木工事 8,600,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

18 防災・安全交付金事業　市道大橋中広土線　道路改良工事（第2回工事）
市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字針湯地内 改良延長　L=200.0m、幅員　W=6.0(9.5)m H29.3.24 土木工事 12,400,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

19 あぶくま洞　入口通路脇法面落石対策工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 架設面積　A=296.0㎡ H29.3.17 土木工事 12,550,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名
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20 広瀬字針湯地区　水路整備工事
広瀬字針湯地
区

滝根町広瀬字針湯地内
水路整備工　水路嵩上げ（H=400）
L=120.0m

H29.1.31 土木工事 2,490,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

21 準用河川明部渕川筋　排水路整備工事（第2回工事）
準用河川明部
渕川筋

大越町上大越字岩崎前地内 水路工（H1100×W1900）　L=59.5m H29.3.17 土木工事 9,250,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

22 牧野字太夫田地区　水路整備工事
牧野字太夫田
地区

大越町牧野字太夫田地内
水路整備工　排水フリューム（1400×1000）
L=30.0m

H29.3.24 土木工事 3,500,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

23 上大越字三斗蒔地区　水路整備工事
上大越字三斗
蒔地区

大越町上大越字三斗蒔地内
水路整備工　400ベンチフリューム
L=230.0m

H29.3.24 土木工事 4,450,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

24 下大越字下田地区　水路整備工事
下大越字下田
地区

大越町下大越字下田地内
水路整備工　排水フリューム（300×300）
L=150.0m

H29.3.24 土木工事 2,930,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

25 市道板橋2号線　道路改良舗装工事（第2回工事） 市道板橋2号線 常葉町西向字板橋地内
改良舗装工　延長　L=52.30m、幅員
W=4.00m

H29.3.24 土木工事 6,550,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

26 農業系汚染廃棄物一時保管所　災害復旧工事
農業系汚染廃
棄物一時保管
所

常葉町堀田字鳴子地内
農業系汚染廃棄物一時保管所　災害復旧
N=1.0式

H29.2.24 土木工事 1,550,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

27 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（下大越字日照田地内） 大越町下大越字日照田地内 施工数量（当初）　N=1箇所 H29.3.17
機械設備工
事

9,260,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　阿部　喜一 指名

28 市道鼠喰線　道路詳細設計業務委託 市道鼠喰線 船引町大倉字伊後田地内 路線測量　L=0.10km、道路設計　L=0.69km H29.3.24 業務委託 5,100,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋  和広 指名

29 田村市流域関連公共下水道事業　計画変更資料作成業務委託 田村市全域
全体計画見直資料作成業務　1式、下水道法に
よる事業計画資料作成業務　1式、既設農業集
落排水処理施設測量業務　L=7.07km

H29.3.24 業務委託 9,200,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋  和広 指名

30 市道入水寺万夫池線　測量設計業務委託
市道入水寺万
夫池線

滝根町菅谷字入水地内
路線測量　L=0.27km、用地測量
A=0.54ha、道路設計　L=0.27km

H29.3.24 業務委託 3,800,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　八木沼　国彦 指名

31 市道花立本郷線　路線測量業務委託
市道花立本郷
線

船引町芦沢字花立地内 路線測量　L=900m H29.3.24 業務委託 4,100,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　八木沼　国彦 指名

32 産業団地配水管布設工事測量設計業務委託 大越町上大越字後原地内
配水管布設工事測量設計業務委託　測量
設計業務　1.0式　L=1,350.0m

H29.2.28 業務委託 4,200,000 有限会社　アート設計 代表取締役　増子　健二 指名

33 田村市産業団地　土壌調査業務委託
大越町上大越字後原10番地外地
内

土壌汚染対策法に基づく土壌調査業務
表層土壌採取個所　528か所

H29.2.28 業務委託 18,400,000 常磐開発　株式会社 代表取締役社長　高木　純一 指名

34 田村市公用車（2tダンプ）購入 都路町古道字本町地内 公用車（2tダンプ）1台 H29.1.31 備品購入 4,100,000 有限会社　石井自動車工業 代表取締役　石井　賢明 指名

35 都路地区スクールバス（中型バス）購入 都路町古道字本町地内
都路地区スクールバス　中型バス・45人乗
り（運転手を含む）　1台

H29.3.31 備品購入 15,550,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 指名


