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1 防災・安全交付金事業　市道曲田線　道路改良工事 市道曲田線 大越町上大越字中広土地内
改良工　延長　L=246.0ｍ　幅員　W=6.0ｍ
（10.0ｍ）

H30.3.23 土木工事 50,500,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

2 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
改良延長　L=103.47ｍ　舗装延長
L=103.47ｍ

H30.3.23 土木工事 14,700,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

3 市道越田和線　道路改良舗装工事 市道越田和線 船引町南移字町尻地内
改良延長　L=30.0ｍ　舗装延長　L=30.0ｍ
幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H30.3.16 土木工事 16,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

4 公共下水道事業管渠布設工事（船引字太子堂地内） 船引町船引字太子堂地内
施工延長　L=195.90ｍ（基幹事業　推進工
L=157.00ｍ）（取付管推進工　L=38.90ｍ）

H30.3.16 下水道工事 26,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

5 公共下水道事業管渠布設工事（船引字長作地内） 船引町船引字長作地内
施工延長　L=350.00ｍ（基幹事業　開削工
L=333.00ｍ）（単独事業　開削工　L=17.00
ｍ）

H30.3.16 下水道工事 26,800,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

6 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
改良延長　L=60.0ｍ　舗装延長　L=60.0ｍ
幅員W=4.0（5.0）ｍ

H30.3.16 土木工事 13,600,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

7 市道黒内３号線　道路改良舗装工事 市道黒内３号線 船引町荒和田字舘ヶ森地内
改良（暫定）延長　L=316.0ｍ　舗装延長
L=110.0ｍ　幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H30.3.16 土木工事 13,600,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

8 市道堂平線　道路改良舗装工事 市道堂平線 大越町上大越字後原地内
改良施工延長　L=170.0ｍ　舗装施工延長
L=188.5ｍ　幅員　W=6.0（9.0）ｍ

H30.3.23 土木工事 26,200,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

9 市道曲田線　道路改良工事（第２回工事） 市道曲田線 大越町上大越字中広土地内
改良工　延長　L=120.0ｍ　幅員　W=6.0ｍ
（10.0ｍ）

H30.3.23 土木工事 22,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

10 市道堂平線　舗装新設工事 市道堂平線 大越町上大越字後原地内 舗装工　L=592.08ｍ　幅員　W=4.0（5.0）ｍ H30.3.23 舗装工事 26,200,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

11 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字五林平第2地内） 滝根町神俣字五林平地内
施工延長　L=201.00ｍ（基幹事業　開削工
L=174.50ｍ）（単独事業　開削工　L=26.50
ｍ）

H30.3.16 下水道工事 17,800,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

12 田村市産業団地　公共下水道事業管渠布設工事（上大越字後原第1地内） 大越町上大越字後原地内
施工延長　L=152.60ｍ（基幹事業　開削工
L=152.60ｍ）

H30.3.23 下水道工事 12,800,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

13 田村市産業団地　公共下水道事業管渠布設工事（上大越字後原第4地内） 大越町上大越字後原地内
施工延長　L=160.00ｍ（基幹事業　開削工
L=160.00ｍ）

H30.3.23 下水道工事 17,000,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

14 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字関場地内） 滝根町神俣字関場地内
施工延長　L=122.15ｍ（基幹事業　開削工
L=122.15ｍ）

H30.3.16 下水道工事 8,900,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

15 田村市産業団地　公共下水道事業管渠布設工事（上大越字後原第2地内） 大越町上大越字後原地内
施工延長　L=213.00ｍ（基幹事業　開削工
L=213.00ｍ）

H30.3.23 下水道工事 20,650,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

16 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字中田地内外） 大越町下大越字中田地内外

施工延長　L=251.50ｍ（基幹事業Ø150、75　開
削工　L=180.00ｍ）（基幹事業　Ø75　開削工
L=13.00ｍ）（単独事業　Ø150　開削工　L=58.50
ｍ）

H30.3.16 下水道工事 30,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

17 田村市産業団地　公共下水道事業管渠布設工事（上大越字後原第3地内） 大越町上大越字後原地内
施工延長　L=237.50ｍ（基幹事業　開削工
L=237.50ｍ）

H30.3.23 下水道工事 24,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

18 産業団地関連事業　上大越字後原地内配水管布設工事（1工区） 大越町上大越字後原地内

配水管布設工事　ダクタイル鋳鉄管（DIP-GX　Ø200、
Ø150、Ø100）L=60.58ｍ　水道用高密度ポリエチレン
パイプ（HPPE　Ø150、Ø100）L=308.97ｍ　空気弁工
N=１箇所　排泥弁工　N=１箇所　消火栓工　N=１箇所

H30.3.23 上水道工事 13,000,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

19 産業団地関連事業　上大越字後原地内配水管布設工事（2工区） 大越町上大越字後原地内
配水管布設工事　水道用高密度ポリエチレンパ
イプ（HPPE　Ø150、Ø100、Ø75）L=488.06ｍ
排泥弁工　N=3箇所　消火栓工　N=3箇所

H30.3.23 上水道工事 16,800,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名
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20 防災・安全交付金事業　市道高森線道路改良舗装工事 市道高森線 常葉町鹿山字堂ノ前地内 改良舗装工　L=100.0ｍ　W=5.5（8.75）ｍ H30.3.23 土木工事 20,150,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

21 市道富作２号線　道路改良舗装工事 市道富作２号線 常葉町常葉字富作地内
改良延長　L=35.3ｍ　舗装延長　L=35.3ｍ
幅員　W=4.0ｍ

H30.3.23 土木工事 6,580,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

22 公共下水道事業管渠布設工事（船引字四城内前地内） 船引町船引字四城内前地内
施工延長　L=131.10ｍ（基幹事業　開削工
L=72.10ｍ）（単独事業　開削工　L=59.00
ｍ）

H29.12.15 下水道工事 8,200,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

23 市道宮林二ツ森線　側溝敷設工事
市道宮林二ツ森
線

船引町堀越字御堂内地内 側溝敷設工　L=170.0ｍ H30.2.23 土木工事 5,760,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 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（400×400）　L=90.0ｍ H30.3.23 土木工事 2,100,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

25 上大越字白石地区　水路整備工事
上大越字白石
地区

大越町上大越字白石地内 水路整備工（500×500）　L=150.0ｍ H30.3.23 土木工事 3,100,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

26 菅谷字深和田地区　水路整備工事
菅谷字深和田
地区

滝根町菅谷字深和田地内 水路整備工（300×300）　L=133.5ｍ H30.3.23 土木工事 1,750,000 有限会社　柳沼企業 代表取締役　柳沼　昌寿 指名

27 市道川柏線　道路改良工事 市道川柏線 大越町下大越字後原地内 改良工　L=48.85ｍ　W=3.0（4.0）ｍ H30.2.23 土木工事 4,350,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

28 市道仙台平和貢線　道路改良舗装工事
市道仙台平和
貢線

滝根町神俣字和貢地内 延長　L=55.1ｍ　幅員　W=4.0（5.0）ｍ H30.1.26 土木工事 4,000,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

29 田村市道路台帳補正業務委託 田村市全域 市内一円

道路台帳補正業務　4級基準点測量　L=2.94㎞　新規
路線　1路線　L=0.14㎞　幅員の変更　L=2.79㎞　改良
路線　14路線　L=2.74㎞　関連路線の修正　L=2.75㎞
接続路線の修正　L=0.04㎞　構造物台帳N=1.0式

H30.3.23 業務委託 8,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

30 市道花立本郷線　道路詳細設計業務委託
市道花立本郷
線

船引町芦沢字花立地内 道路詳細設計　L=860ｍ H30.3.23 業務委託 4,900,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

31 消防指揮広報車購入 船引町船引字畑添76番地2 消防指揮広報車購入　１台 H30.2.28 備品購入 2,800,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名


