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1 田村市産業団地　造成工事（１工区）
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 敷地造成工　N=1.0区画 H30.2.23 土木工事 99,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

2 田村市産業団地　造成工事（２工区）
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 敷地造成工　N=6.0区画 H30.3.23 土木工事 130,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

3 田村市産業団地　街区１号線道路改良工事
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内
施工延長　L=512.7ｍ　　幅員　W=6.0（12.0）
ｍ

H30.4.27 土木工事 102,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

4 田村市産業団地　街区２号線道路改良工事
田村市産業団
地　街区２号線

大越町上大越字後原地内
施工延長　L=443.5ｍ　　幅員　W=6.0（9.0）
ｍ

H30.4.27 土木工事 73,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

5 市道槻木線　道路改良舗装工事 市道槻木線 大越町上大越字槻木地内 改良工　延長　L=224.3ｍ　W=6.0（10.0）ｍ H30.4.27 土木工事 66,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 条件付き

6 常葉体育館耐震改修・大規模改修建築主体工事 常葉町常葉字宮川地内
耐震改修工事　座屈拘束ブレース設置　N=
８本、大規模改修工事　屋根かぶせ工法
カラーガルバリウム鋼板　A=1,748㎡

H30.2.23 建築工事 163,500,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 条件付き

1 滝根コミュニティセンター改修工事 滝根町神俣字梵天川地内
改修工事　１・２階間取り変更　A=177.12
㎡、外壁塗装　複層仕上げ塗材　A=235㎡

H29.10.15 建築工事 30,750,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

2 レストハウス釜山建屋改修工事 滝根町菅谷字東釜山地内
屋上防水工事　塗膜防水　A=351㎡、外壁
防水工事　アクリルゴム化粧防水　A=384
㎡

H30.1.26 建築工事 22,700,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

3 滝根中学校校舎耐震補強工事 滝根町神俣字中広土地内 柱補強　N=４個所、壁補強　N=５個所 H29.10.27 建築工事 31,250,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

4 大越小学校　積ブロック工事 大越小学校 大越町上大越字元池地内 積ブロック工　N=1.0式 H29.11.24 土木工事 18,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

5 除染除去物端末輸送業務委託（都路１０区（大久保））
都路10区（大久
保）一時保管所

都路町古道字福谷井地内 除染除去物端末輸送　N=2,000袋 H30.3.23 業務委託 82,320,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

6 公共下水道事業舗装復旧工事（下大越字平鉢地内外） 大越町下大越字平鉢地内　外
施工面積　A=2689.20㎡　（基幹事業　舗装
工　A=2689.20㎡）

H29.9.29 舗装工事 13,700,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

7 水道施設保全改修　市道明部渕線舗装本復旧工事 大越町上大越字明部渕地内

舗装本復旧工事　　アスファルト舗装工（歩道、
再生細粒度Aｓ13　ｔ＝3㎝）A=3,155.9㎡、アス
ファルト舗装工（車道、再生密粒度Aｓ20F　ｔ＝5
㎝）A=529.0㎡

H30.1.26 舗装工事 19,400,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字町地内外） 大越町下大越字町地内外
施工延長　L=115.50ｍ（基幹事業　開削工
法　L=99.50ｍ）（単独事業　開削工法
L=16.00ｍ）

H29.11.24 下水道工事 11,280,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

9 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字五林平第１地内） 滝根町神俣字五林平地内
施工延長　L=126.00ｍ（基幹事業　開削工
法　L=102.00ｍ）（単独事業　開削工法
L=24.00ｍ）

H29.11.24 下水道工事 10,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

10 水道施設保全改修　市道明部渕線配水管布設工事 大越町上大越字太ケ作地内
配水管布設工事　水道配水用ポリエチレン
管（HPPE　Ø100）　L=140.10ｍ

H30.1.26 上水道工事 8,800,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

11 水道施設保全改修　県道船引大越小野線配水管布設工事（１工区） 船引町今泉字反田地内
県道船引大越小野線配水管布設工事ダク
タイル鋳鉄管　DIP－GX　Ø200　L=420.32
ｍ

H29.12.22 上水道工事 46,500,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

12 水道施設保全改修　県道船引大越小野線配水管布設工事（２工区） 船引町今泉字古舘地内
県道船引大越小野線配水管布設工事ダク
タイル鋳鉄管　DIP－GX　Ø200　L=440.00
ｍ

H29.12.22 上水道工事 34,500,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名
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13 水道施設保全改修　国道２８８号配水管布設工事 船引町船引字遠表地内
国道288号配水管布設工事　　　配水用ポ
リエチレン管（HPPE　Ø100）　L=376.29ｍ

H29.10.27 上水道工事 15,600,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

14 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字上田中地内） 船引町船引字上田中地内
施工面積　A=644.79㎡（基幹事業　舗装工
A=644.79㎡）

H29.8.25 舗装工事 3,560,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

15 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字四城内前地内外） 船引町船引字四城内前地内　外

施工面積　A=370.98㎡　（基幹事業　舗装
工　A=324.11㎡）（単独事業　舗装工
A=46.87㎡）　公共ます設置工事（単独事業
N=1.00箇所）

H29.8.25 舗装工事 3,350,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

16 スカイパレスときわ配管切り廻し及び貯水槽防水工事 常葉町山根字殿上地内
配管切り廻し　N=１式、貯水槽防水工事
FRP防水　A=65㎡

H29.12.22
暖冷房衛生
設備工事

3,680,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

17 授産場工場エアコン更新工事 船引町船引字北町通地内
エアコン更新工事　天井カセット型４方向ツ
イン　N=2セット

H29.7.28
暖冷房衛生
設備工事

1,730,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

18 大越武道館屋根・外壁塗装工事 大越町上大越字町地内
屋根塗装工事　シリコン樹脂塗装　A=615
㎡、外壁塗装工事　シリコン樹脂塗装
A=187㎡

H29.12.22 建築工事 4,300,000 有限会社　白土塗装 代表取締役　白土　玲次 指名

19 田村市産業団地　街区３号線道路改良工事
田村市産業団
地　街区３号線

大越町上大越字後原地内 改良延長　L=95.0ｍ　　幅員　W=6.0（9.0）ｍ H30.4.27 土木工事 13,000,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

20 公共下水道事業舗装復旧工事（上大越字薬師堂地内外） 大越町上大越字薬師堂地内　外
施工面積　A=923.00㎡（基幹事業　舗装工
A=756.87㎡）（単独事業　舗装工　A=166.13
㎡）

H29.8.25 舗装工事 6,300,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

21 公共下水道事業舗装復旧工事（神俣字五林平地内） 滝根町神俣字五林平地内
施工面積　A=1239.22㎡　（基幹事業　舗装
工　A=1239.22㎡）

H29.8.25 舗装工事 6,700,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

22 公共下水道事業舗装復旧工事（常葉字常光寺地内外） 常葉町常葉字常光寺地内　外

施工面積　A=429.46㎡　（基幹事業　舗装
工　A=370.79㎡）（単独事業　舗装工
A=58.67㎡）　公共ます設置工事（単独事業
N=1.00箇所）

H29.8.25 舗装工事 2,550,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

23 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉１工区） 常葉町堀田　地内　外

維持管理（除草）　①堀田　1700.0㎡、②黒川１　600.0
㎡、③黒川２　700.0㎡、④柳渡戸　1200.0㎡、⑤八升
栗　1000.0㎡、⑥川越　6000.0㎡、⑦田代　1000.0㎡、
⑧関本　100.0㎡、⑨小桧山　400.0㎡、⑩早稲川
600.0㎡

H29.10.27 業務委託 5,050,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

24 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉２工区） 常葉町山根　地内　外

維持管理（除草）　①山根1号　600.0㎡、②山根2号　1800.0㎡、③山根3
号　600.0㎡、④山根4-1号　800.0㎡、⑤山根4-2号　1100.0㎡、⑥山根
5-1号　500.0㎡、⑦山根5-2号　1400.0㎡、⑧山根7号　800.0㎡、⑨山根
8号　800.0㎡、⑩ｽｶｲﾊﾟﾚｽ1　400.0㎡、⑪ｽｶｲﾊﾟﾚｽ2　300.0㎡、⑫ｽｶｲﾊﾟ
ﾚｽ3　400.0㎡、⑬ｽｶｲﾊﾟﾚｽ4　300.0㎡、⑭ｽｶｲﾊﾟﾚｽ5　600.0㎡

H29.10.27 業務委託 4,000,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

25 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（常葉３工区） 常葉町西向　地内　外
維持管理（除草）　①板橋　700.0㎡、②中・西美田　600.0㎡、③休石
500.0㎡、④下ノ内　600.0㎡、⑤鹿山　1000.0㎡、⑥山田作　200.0㎡、⑦
常葉1･2　600.0㎡、⑧石蒔田　400.0㎡、⑨久保　1200.0㎡、⑩新田作
1000.0㎡、⑪山根6-1号　700.0㎡、⑫山根6-2号　900.0㎡

H29.10.27 業務委託 3,220,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

26 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路１工区） 都路町岩井沢　地内

維持管理（除草）　①西戸１　500.0㎡、②西戸2
700.0㎡、③松葉　1300.0㎡、④平内地１　1500.0
㎡、⑤平内地２　500.0㎡、⑥大槻　1500.0㎡、⑦
小与内　900.0㎡、⑧ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ　1200.0㎡

H29.10.27 業務委託 3,090,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

27 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路２工区） 都路町岩井沢　地内

維持管理（除草）　①平蔵内１　1300.0㎡、②平
蔵内２　1700.0㎡、③言神　1400.0㎡、④強梨
900.0㎡、⑤持藤田　1300.0㎡、⑥楢梨子
2500.0㎡

H29.10.27 業務委託 3,470,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

28 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路３工区） 都路町古道　地内
維持管理（除草）　①芹ヶ沢　3200.0㎡、②
戸田平　1800.0㎡、③杉内１　2400.0㎡、④
杉内２　700.0㎡

H29.10.27 業務委託 3,080,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

29 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（都路４工区） 都路町古道　地内

維持管理（除草）　①頭ノ巣１　2100.0㎡、②頭ノ
巣２　800.0㎡、③大久保　1200.0㎡、④休場
600.0㎡、⑤白石　1800.0㎡、⑥馬洗戸　1200.0
㎡

H29.10.27 業務委託 2,930,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

30 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（大越・滝根工区） 大越町上大越　地内　外
①大越　800.0㎡、②牧野　400.0㎡、③滝根
1300.0㎡

H29.10.27 業務委託 940,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

31 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引１工区） 船引町大倉　地内
維持管理（除草）　①瀬川（船引）　29500.0
㎡

H29.10.27 業務委託 11,250,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名



32 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引２工区） 船引町春山　地内　外
維持管理（除草）　①春山　1000.0㎡、②文
珠　1300.0㎡、③要田　4800.0㎡、④笹山
4000.0㎡、⑤荒和田　2900.0㎡

H29.10.27 業務委託 5,350,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

33 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引３工区） 船引町北鹿又　地内　外
維持管理（除草）　①鹿又1　1900.0㎡、②
鹿又2　1900.0㎡、③鹿又3　3000.0㎡、④
長外路　1400.0㎡、⑤石森　500.0㎡

H29.10.27 業務委託 3,320,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

34 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引４工区） 船引町上移　地内
維持管理（除草）　①東部　1921.0㎡、②上
道　1200.0㎡、③下道　800.0㎡、④西部
1100.0㎡、⑤町　4200.0㎡

H29.10.27 業務委託 3,500,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

35 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引５工区） 船引町北移　地内
維持管理（除草）　①東作　2000.0㎡、②西
作　2100.0㎡、③大石　3600.0㎡、④町1
700.0㎡、⑤町2　500.0㎡

H29.10.27 業務委託 3,400,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

36 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（船引６工区） 船引町南移　地内　外
維持管理（除草）　①南移　2500.0㎡、②中
山　2500.0㎡、③横道　1400.0㎡

H29.10.27 業務委託 2,400,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

37 一時保管所維持管理（除草等）業務委託（芦沢・七郷工区） 船引町芦沢　地内　外

①芦沢　600.0㎡、②椚山　200.0㎡、③永谷
200.0㎡、④遠山沢　90.0㎡、⑤上郷　700.0㎡、
⑥下郷　200.0㎡、⑦本郷　500.0㎡、⑧井堀
200.0㎡、⑨上　300.0㎡、⑩大堀　300.0㎡

H29.10.27 業務委託 1,220,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

38 滝根中学校校舎耐震補強工事監理業務委託 滝根町神俣字中広土地内 耐震補強工事の監理業務一式 H29.10.27 業務委託 3,190,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

39 大越体育館耐震基本計画・耐震改修実施設計業務委託 大越町上大越字元池地内
耐震基本計画・耐震改修実施設計業務
RC造　A=2,163㎡

H30.3.23 業務委託 7,200,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

40 田村市産業団地　敷地測量設計業務委託
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 敷地設計　A=1.00ha H30.3.16 業務委託 5,900,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

41 （仮称）田村中央スマートインターチェンジ井戸地下水変位調査業務委託
（仮称）田村中
央スマートイン
ターチェンジ

大越町牧野字堀之内地内 井戸地下水調査　N=5.0箇所 H30.3.23 業務委託 3,150,000
日栄地質測量設計　株式会社　郡山
支社

取締役支社長　蛭田　浩仙 指名

42 田村市都市計画基礎調査業務委託 都路町を除く市内一円

計画準備　１式、建築物調査　新築・増築
854棟　滅失　2,663棟、土地利用調査
101.78ｋ㎡、農地転用状況調査　445件、協
議　打合せ　１式

H30.3.30 業務委託 7,350,000
東日本総合計画　株式会社　福島支
店

支店長　大和田　泰宏 指名

43 ふくしま森林再生事業　都路地区2工区　森林整備業務委託 都路地区 都路町古道字山口地内
都路地区2工区（都路町古道字山口地内）
森林整備　A=48.05ha（更新伐ほか、路網
整備）

H29.11.30 業務委託 60,000,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

44 大鏑矢ふれあい公園維持管理業務委託 船引町東部台六丁目地内 芝生管理　一式、花菖蒲管理　一式 H29.11.30 業務委託 2,980,000 有限会社　山峡園 代表取締役　橋本　健一 指名

45 船引浄水場第１、第３配水池清掃業務委託 船引町船引字舘地内　外
配水池清掃業務（ロボット清掃）　　船引第1
配水池　１箇所、船引第３配水池　１箇所

H29.9.29 業務委託 1,250,000 株式会社　ミツワ 代表取締役　佐藤　茂 指名


