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1 田村市産業団地　造成区画排水工事（２工区）
田村市産業団
地 （区画6・7）

大越町上大越字後原地内
敷地造成工　N=2.0区画  法面工　N=1.0式（区画
6 A=2783.1㎡、区画7 A=2229.8㎡）　　排水工
N=1.0式（区画6 L=479.2ｍ、区画7 L=416.4ｍ）

H31.3.26 土木工事 51,800,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

2 船引運動場テニスコート人工芝生化新設工事 船引運動場 船引町船引字源次郎地内
人工芝工　Ｎ＝１．０式
フェンス設置工　Ｎ＝１．０式

H31.2.22 舗装工事 58,200,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

1
社会資本整備総合交付金事業
市道西向今泉線　道路改良舗装工事

市道西向今泉
線

常葉町西向字仁井町地内
延長　Ｌ＝８０．０ｍ　　改良舗装延長　Ｌ＝
８０．０ｍ　　幅員　Ｌ＝４．０（５．０）ｍ

H31.2.22 土木工事 19,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

2 除染除去物端末輸送業務（都路第12行政区（杉内その1）外1箇所）

搬出場（一時保管所）：都路
第12行政区（杉内その1）／
（杉内その2）
積込場（一時保管所）：グ
リーンパーク都路

都路町古道字杉内地内 除染除去物端末輸送　N=12,754袋 H31.3.22 業務委託 409,700,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

3
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
改良工　延長　Ｌ＝１４０．００ｍ　　舗装工
延長　Ｌ＝　８０．００ｍ　　幅員　Ｗ＝６．００
（１０．００）ｍ

H31.3.22 土木工事 23,800,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

4 除染除去物端末輸送業務（都路第1行政区（平内地その2）外3箇所）

搬出場（一時保管所）：都路第1行政

区（平内地その2）／（西戸その2）／

（松葉）／（平内地その1）

積込場（一時保管所）：都路第11行政

区（馬洗戸）

都路町岩井沢字平内地地内外 除染除去物端末輸送　N=5,940袋 H31.3.22 業務委託 207,000,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

5 文珠グループホーム応急仮設住宅撤去工事
文珠グループ
ホーム応急仮設
住宅

船引町文珠字洞地内
○グループホーム　木造平屋建て　総戸数
２棟撤去　Ａ＝５４７㎡  ○プレハブ物置撤
去　Ｎ＝２棟

H30.12.21 建築工事 27,400,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

6 福祉の森公園応急仮設住宅撤去工事
福祉の森公園
応急仮設住宅

船引町船引字源次郎地内
○応急仮設住宅撤去　平屋建　Ａ＝１１５０
㎡  ○談話室撤去　平屋建　Ａ＝５１．８㎡

H30.12.21 建築工事 32,600,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

7 除染除去物端末輸送業務（芦沢外8箇所）
搬出場（一時保管所）：芦沢／上
郷／下郷／椚山／永谷／遠山
沢／本郷／上／大堀
積込場（一時保管所）：井堀

船引町芦沢字馬酔木地内外 除染除去物端末輸送　N=709袋 H30.10.26 業務委託 28,800,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

8 道路改良関連　国道２８８号バイパス仮設配水管布設工事 船引町船引字上大平地内
・国道２８８号バイパスＪＲ部工事に支障が
ある配水管の仮設工事　　・　配水用ポリエ
チレン管　HPPE　φ200　L=107.0ｍ

H31.1.25 上水道工事 13,500,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

9 神俣団地下水道接続工事 神俣団地 滝根町神俣字五林平地内
○硬質塩化ビニル管配管　ＶＵ１５０　Ｌ＝４
２．０ｍ　　○既設浄化槽撤去処分　Ｎ＝１
式

H30.12.21
暖冷房衛生
設備工事

17,500,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

10 あぶくま洞トイレ改修工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内

○さわやかトイレ改修工事　洋式トイレ改修　Ｎ＝５．０
台  ○売店トイレ改修工事　　　洋式トイレ改修　Ｎ＝
２．０台  ○あぶくま洞入口トイレ改修工事　　洋式トイ
レ改修　Ｎ＝１．０台

H30.12.21
暖冷房衛生
設備工事

2,900,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

11 公共下水道事業管渠改築工事（常葉字町裏地内） 常葉町常葉字町裏地内
施工延長　Ｌ＝40.00ｍ　（単独事業φ150
開削工法　　L＝40.00ｍ）

H30.11.30 下水道工事 2,700,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

12 産業団地関連　配水管布設工事（1工区） 大越町上大越字薬師堂地内
配水管布設工事　　ダクタイル鋳鉄管
（DIP-GXφ200） L=261.18m　　消火栓工
N=1箇所

H31.3.22 上水道工事 11,640,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

13 産業団地関連　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　　水道用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ﾊﾟｲﾌﾟ（HPPEφ150,L=155.0m、φ
75,L=60.268） L=215.268m　　排泥弁工
N=1箇所

H31.3.22 上水道工事 3,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

14 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字平鉢地内外） 大越町下大越字平鉢地内外
施工延長　Ｌ＝242.50ｍ　（基幹事業　開削
工法　  L＝105.50ｍ）　　（単独事業　開削
工法　　L＝137.00ｍ）

H31.2.22 下水道工事 16,900,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 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＝262.10ｍ　（基幹事業φ150
開削工　　L＝262.10ｍ）

H31.1.25 下水道工事 14,500,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

16 老人憩の家針湯荘浴槽タイル改修工事 針湯荘 滝根町広瀬字針湯地内
○浴室タイル改修　男子浴室　Ａ＝４５㎡、
女子浴室　Ａ＝４５㎡

H30.12.21 建築工事 1,980,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

17 神俣団地２号棟屋上防水工事 神俣団地 滝根町神俣字五林平地内
○屋上防水シート改修　塩化ビニル樹脂系
厚さ１．５ｍｍ　Ａ＝５７７㎡

H30.11.30 建築工事 6,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

18 町団地解体工事
市営住宅町団
地

滝根町神俣字町地内 ○市営住宅解体　町団地　Ｎ＝２戸 H30.10.26 建築工事 1,240,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名
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19 元池団地外解体工事
市営住宅元池
団地ほか

大越町上大越字元池地内外
○市営住宅解体　元池団地　Ｎ＝４戸　　下
内団地　Ｎ＝１戸

H30.11.30 建築工事 2,960,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

20 荻ノ目団地屋根雨樋修繕工事 荻ノ目団地 常葉町常葉字雀石地内 ○屋根塗装　Ａ＝５７０㎡ H30.11.30 建築工事 3,450,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

21 スカイパレスときわ外壁改修工事
スカイパレスとき
わ

常葉町山根字殿上地内
○外壁羽目板張替　Ａ＝６０．０㎡  ○外壁
塗装　キシラデコール３回塗り　Ａ＝６０．０
㎡

H30.10.26 建築工事 1,290,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

22 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
改良工　　延長　Ｌ＝３４．６６ｍ　　舗装工
延長　Ｌ＝３４．６６ｍ　　幅員　Ｗ＝　４．００
ｍ

H30.12.21 土木工事 4,180,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

23 小檜山防火水槽　新設工事
小檜山防火水
槽

常葉町小檜山字地堂坂地内 防火水槽設置　Ｎ＝１．０式 H30.11.30 土木工事 2,500,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

24 除染除去物輸送に係る進入路整備業務（田代行政区（田代））
田代行政区（田
代）　一時保管
所

常葉町堀田字赤土地内 一時保管所進入路整備　L=45.0ｍ H30.10.26 業務委託 10,070,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

25 常光寺団地解体工事
市営住宅常光
寺団地

常葉町常葉字常光寺地内 ○市営住宅解体　常光寺団地　Ｎ＝３戸 H30.10.26 建築工事 1,920,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

26 旧母子健康センター解体撤去工事
旧母子健康セン
ター

船引町船引字馬場地内
○旧母子健康センター解体　木造平屋建
Ａ＝２７９㎡

H30.10.26 建築工事 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

27 除染除去物輸送に係る進入路整備業務（笹山）
笹山　一時保管
所

船引町笹山字仲屋敷地内 一時保管所進入路整備　L=210.0ｍ H30.11.30 業務委託 6,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

28 市道　堂山夏崎線　側溝敷設工事
市道堂山夏崎
線

船引町堀越字大旦地内 側溝工　Ｌ＝６８．０ｍ H30.11.30 土木工事 3,370,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

29 瀬川小学校屋内運動場修繕工事 瀬川小学校 船引町新舘字軽井沢地内
○軒天貼替　Ａ＝７．６㎡ ○内樋取替　Ｌ＝
５８ｍ

H30.12.21 建築工事 2,750,000 有限会社　マルサ佐藤建設 代表取締役　佐藤　清司 指名

30 田村市産業団地　土壌調査業務委託
田村市産業団
地

大越町上大越字中平地内 表層土壌調査業務委託　N=1.0式 H30.10.26 業務委託 1,950,000 常磐開発　株式会社 代表取締役社長　高木　純一 指名

31 田村市東部産業団地　実施設計業務委託
田村市東部産
業団地

常葉町山根字余平田地内 実施設計　N=1.0式 H31.3.22 業務委託 53,500,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

32 田村市東部産業団地　用地測量業務委託
田村市東部産
業団地

常葉町山根字余平田地内 用地測量　N=1.0式 H31.2.22 業務委託 44,500,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

33 防災・安全交付金事業　鹿島１号橋外橋梁補修調査設計業務委託
市道鹿島３号線
外

常葉町山根字鹿島地内外
橋梁補修調査設計業務　Ｎ＝３．０橋　　詳
細調査　１．０式　詳細調査　１．０式

H30.12.21 業務委託 9,000,000 株式会社　アーバン設計田村営業所 所長　原田　宗一 指名

34 田村市東部産業団地　建物等補償物件調査算定業務委託
田村市東部産
業団地

常葉町山根字余平田地内 建物等補償物件調査算定　N=1.0式 H31.1.25 業務委託 14,500,000 株式会社　建設相互測地社 代表取締役　安孫子　健一 指名

35 田村市東部産業団地　立竹木等補償物件調査算定業務委託（１工区）
田村市東部産
業団地

常葉町山根字余平田地内 立竹木等補償物件調査算定　N=1.0式 H31.1.25 業務委託 15,800,000 株式会社　第一測地補償 代表取締役　小柴　建造 指名

36 田村市東部産業団地　立竹木等補償物件調査算定業務委託（２工区）
田村市東部産
業団地

常葉町山根字余平田地内 立竹木等補償物件調査算定　N=1.0式 H31.1.25 業務委託 20,600,000 株式会社　都市不動産鑑定 代表取締役　渡邉　眞宏 指名

37 スクールバス購入（マイクロバス） 船引町船引字畑添地内
スクールバス　　マイクロバス　29人乗り(運
転手含む）２台

H31.3.15 備品購入 17,000,000 株式会社　白石モータース 代表取締役　白石　勇人 指名

38 通学用ワゴン車（４ＷＤ：１４人乗り）購入 船引町船引字畑添地内
通学用ワゴン車（４ＷＤ：14人乗り　運転手
含む）　１台

H31.3.15 備品購入 3,750,000 スペシャリストエンドウ 遠藤　正司 指名


