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1 公共下水道事業管渠布設工事（船引字上田中地内） 0 船引町船引字上田中地内
施工延長　L=267.05ｍ（基幹事業　開削工
L=70.50ｍ）（基幹事業　推進工　L=196.55
ｍ）

H30.3.16 下水道工事 94,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

2 田村市産業団地　調節池設置工事（１工区）
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 調節池（1工区）　N=1.0式 H30.4.13 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

3 田村市産業団地　調節池設置工事（２工区）
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 調節池(2工区）　N=1.0式、放流塔　N=1.0式 H30.4.13 土木工事 107,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

1 市道沖田５号線　道路改良舗装工事 市道沖田５号線 滝根町菅谷字沖田地内
改良施工延長　L=19.0ｍ　、舗装施工延長
L=147.9ｍ　、幅員　W=5.5（7.0）ｍ

H29.11.24 土木工事 15,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

2 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

滝根町広瀬字針湯地内 舗装延長　L=213.9m、幅員　W=6.0(9.5)m H30.1.26 舗装工事 24,700,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

3 社会資本整備総合交付金事業　市道入ノ作１号線　舗装新設工事
市道入ノ作１号
線

大越町下大越字檀野平地内
舗装延長　L=230.0m、幅員　W=6.0(8.0～
9.5)m

H29.11.24 舗装工事 23,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

4 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字太子堂地内外） 0 船引町船引字太子堂地内　外
施工面積　A=1446.13㎡（基幹事業　舗装
工　A=1393.33㎡）、（単独事業　舗装工
A=52.80㎡）

H29.10.27 舗装工事 8,700,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

5 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台三丁目地内外） 0 船引町東部台三丁目地内　外
施工面積　A=2767.79㎡（基幹事業　舗装
工　A=1998.87㎡）、（単独事業　舗装工
A=768.92㎡）

H29.10.27 舗装工事 17,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

6 陣場スポーツ公園整備工事 0 都路町岩井沢字下田地内

建築工事　休憩所棟　木造平屋建
A=69.56㎡、WC棟　木造平屋建　A=20.48
㎡　　　屋外整備工事　フェンス整備等　N=
１式

H29.12.22 建築工事 31,130,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

7 うつし交流センター（仮称）改修工事 0 船引町上移字町地内

建物改修　RC造２階建　A=440㎡　屋上防水工
事等　A=307㎡、建物解体　木造平屋建
A=339.5㎡、外構工事　アスファルト舗装　t=4㎝
A=1,139㎡

H30.3.23 建築工事 68,600,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

8 水道施設保全改修　浄水場機器更新工事 0 船引町船引字上川原地内外

第２送水設備送水ポンプ修繕　N=3台、１系浄水設備
フロキュレーター修繕　N=8基、第１送水設備送水ポン
プ電動弁更新　N=1台、石蒔田浄水場送水ポンプ更新
N=2台、石蒔田浄水場排水ポンプ更新　N=2台

H30.2.23 上水道工事 23,170,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

9 水道施設保全改修　牧野増圧ポンプ築造工事 0 大越町上大越字寺畑地内

増圧ポンプ築造工事　直結ブースターポンプ（推
定末端圧一定制御　インバータ方式　11kw)
N=1.0台、ブースターポンプ盤（屋外自立形
2,000W×2,045H×1,170D）　N=1.0面

H30.1.26 上水道工事 26,300,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

10 あぶくま洞落石防止柵点検業務委託 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 落石防止柵点検　N=1.0式 H29.12.22 業務委託 2,500,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

11 あぶくま洞ラベンダー園第四期工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東北釜山地内 ラベンダー園改修　一式 H29.10.27 土木工事 3,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

12 岩井沢字道ノ内地区　水路整備工事
岩井沢字道ノ内
地区

都路町岩井沢字道ノ内地内
水路整備工　排水フリューム（WH800）：
L=300.0m、集水桝（1200×1000）：N=4.0基

H30.2.23 土木工事 11,770,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

13 市道戸沢西向線　側溝敷設工事
市道戸沢西向
線

船引町今泉字宇洞地内 側溝敷設工　L=12.40m H29.10.27 土木工事 2,590,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

14 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台二丁目地内外） 0 船引町東部台二丁目地内　外
施工面積　A=861.10㎡（基幹事業　舗装工
A=305.26㎡）、（単独事業　舗装工
A=555.84㎡）

H29.9.29 舗装工事 5,500,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

15 水道施設保全改修　船引浄水場１系ろ過池等屋根改修工事 0 船引町船引字上川原地内
船引浄水場1系ろ過池等屋根改修工事　１
系ろ過池屋根面積　A=152.0㎡、浄水池屋
根面積　A=108.0㎡

H29.12.22 建築工事 7,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

16 水道施設保全改修　滝根浄水場１号配水池手動開閉弁更新工事 0 滝根町神俣字入新田地内
滝根浄水場１号配水池手動開閉台（仕切
弁）修繕更新等工事

H29.12.22 上水道工事 2,500,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名
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17 水道施設保全改修　滝根浄水場１系ろ過池手動開閉弁更新工事 0 滝根町神俣字入新田地内
滝根浄水場１系ろ過池手動開閉台（排出
弁）修繕更新等工事

H29.12.22 上水道工事 2,050,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

18 水道施設保全改修　入新田圧力調整弁更新工事 0 滝根町神俣字入新田地内
入新田No.1圧力調整弁更新工事　圧力調
整弁　１台

H29.12.22 上水道工事 2,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

19 下扇田団地浄化槽修理工事 0 船引町船引字下扇田地内
自動スクリーン取替工事　N=1台、ポンプ取
替工事　N=4台

H29.9.29
暖冷房衛生
設備工事

1,880,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

20 常葉体育館耐震改修・大規模改修電気設備工事 0 常葉町常葉字宮川地内
LED照明器具設置　N=64台、自動火災報
知設備設置　N=47個

H30.2.23
電気設備工
事

12,750,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 指名

21 エゴマ生産機械購入（普通コンバイン）　１台 0 船引町船引字畑添地内 農業用機械導入　コンバイン１台 H29.9.28 物品購入 不調 - - 指名

22 市道山口遠上線　用地測量業務委託
市道山口遠上
線

大越町上大越字大日前地内 用地測量　A=9.61ha H30.1.26 業務委託 15,200,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

23 桜下地区水路整備測量設計業務委託 桜下地区 船引町椚山字桜下地内 水路整備測量設計　L=320.0ｍ H29.11.24 業務委託 3,600,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 指名

24 行司ヶ滝遊歩道　国有林野使用許可書等作成業務委託
行司ケ滝遊歩
道

都路町古道字小滝沢地内
貸付測量　L=0.43ｋｍ、　書類作成　N=1.0
式

H29.9.29 業務委託 3,050,000 株式会社　ミモリ技建 代表取締役　小椋　雄一 指名

25 防災・安全交付金事業　深渡橋　橋梁補修調査設計業務委託 市道深渡前線 船引町船引字深渡前地内
橋梁補修調査設計業務　L=47.40m
W=4.00m、詳細調査　1.0式、補修設計　1.0
式

H29.9.29 業務委託 2,600,000 株式会社　アーバン設計田村営業所 所長　原田　宗一 指名

26 陣場スポーツ公園整備工事監理業務委託 0 都路町岩井沢字下田地内
陣場スポーツ公園整備工事　監理業務
N=１式

H29.12.22 業務委託 1,700,000 株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　山口　寛 指名

27 常葉体育館耐震改修・大規模改修工事監理業務委託 0 常葉町常葉字宮川地内
耐震改修・大規模改修工事監理業務　N=1
式　用途：体育館　RC+S造　A=2,813㎡

H30.2.23 業務委託 3,650,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

28 ふくしま森林再生事業　大越地区3工区　森林整備業務委託 大越地区 大越町早稲川字下河原地内
大越地区３工区（大越町早稲川字下河原
地内）　森林整備　A=8.77ha（間伐ほか、路
網整備）

H29.11.30 業務委託 19,700,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

29 消防ポンプ車購入 0 船引町船引字畑添76番地2 消防ポンプ車１台購入 H30.2.28 物品購入 18,300,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

30 消防小型動力ポンプ積載車購入 0 船引町船引字畑添76番地2 消防小型動力ポンプ積載車５台購入 H30.3.26 物品購入 27,750,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名


