
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工期
工事等種

別
落札金額
（税抜き）

落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 休石地区水路整備工事 常葉町西向字休石地内
水路整備工　L=220.17m　　第１工区　L＝
34.17m　（1800×1000）　　第２工区　L＝
186.00m　（1200×1000～1400×1300）

H31.3.25 土木工事 37,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

2
防災・安全交付金事業
市道曲田線　道路改良舗装工事

市道曲田線 大越町上大越字後原地内
改良工　延長　Ｌ＝280.00m　　幅員　Ｗ＝
6.00（10.00）m　　舗装工　延長　Ｌ＝
280.00m　　幅員　Ｗ＝6.00（10.00）m

H31.3.22 土木工事 41,600,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

3
みらいを創る市町村等支援事業
行司ヶ滝遊歩道　防護柵改修工事

行司ヶ滝遊歩道 都路町古道字小滝沢地内 防護柵改修　Ｎ＝１．０式 H31.3.22 土木工事 21,800,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

4 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（都路第11行政区（馬洗戸））
積込場（一時保管
所）：都路第11行
政区（馬洗戸）

都路町古道字山口地内 可燃物詰替　N=1,520袋 H30.11.30 業務委託 46,500,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

5 除染除去物端末輸送業務（田代行政区（川越）外1箇所）

搬出場（一時保管所）：田
代行政区（川越）／田代行
政区（田代）　　積込場（一
時保管所）：田代行政区
（田代）

常葉町堀田字鳴子地内外 除染除去物端末輸送　　N=6,376袋 H31.3.22 業務委託 198,600,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

6 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（山根行政区（2号組））
積込場（一時保
管所）：山根行
政区（2号組）

常葉町山根字九十内地内 可燃物詰替　N=1,273袋 H30.11.30 業務委託 39,800,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

7 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（グリーンパーク都路）
積込場（一時保
管所）：グリーン
パーク都路

都路町古道字山口地内 可燃物詰替　N=851袋 H30.11.30 業務委託 27,000,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

8 除染除去物端末輸送業務（上移行政区（下道））

搬出場（一時保管所）：
上移行政区（下道）
積込場（一時保管所）：
上移行政区（上道）

船引町上移字下道地内 除染除去物端末輸送　　N=2,181袋 H31.3.22 業務委託 75,000,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

9 公共下水道事業管渠布設工事（船引字山ノ内第２地内） 船引町船引字山ノ内地内
施工延長　L=278.80ｍ　（基幹事業φ150
開削工法　L＝259.10ｍ）　（単独事業φ150
開削工法　　L＝19.70ｍ）

H31.2.22 下水道工事 21,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

10 公共下水道事業管渠布設工事（船引字太子堂第1地内） 船引町船引字太子堂地内
施工延長　L=318.00ｍ　（基幹事業　開削
工法　  L＝175.00ｍ）　（単独事業　開削工
法　　L＝143.00ｍ）

H31.2.22 下水道工事 22,150,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

11 除染除去物端末輸送業務（笹山外1箇所）

搬出場（一時保管
所）：笹山／要田  積
込場（一時保管所）：
笹山

船引町笹山字仲屋敷地内外 除染除去物端末輸送　　N=2,448袋 H31.1.25 業務委託 74,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

12 市道曲田線　道路改良舗装工事（第2回工事） 市道曲田線 大越町上大越字薬師堂地内
改良工　延長　Ｌ＝100.00m　　幅員　Ｗ＝
6.00（10.00）m　　舗装工　延長　Ｌ＝
100.00m　　幅員　Ｗ＝6.00（10.00）m

H31.3.22 土木工事 25,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

13 下内団地造成工事
市営住宅下内
団地

大越町上大越字大田立地内 敷地造成　N=１式 H31.1.25 土木工事 3,940,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

14 大越つつじヶ丘公園管理棟修繕工事
大越つつじヶ丘
公園管理棟

大越町下大越字大荷場地内
屋上防水工事　塩化ビニルシート張り替え
A=466㎡　　内部天井張替え　A=23.1㎡

H31.1.25 建築工事 5,900,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

15 要田分団消防車両車庫設置工事
要田分団消防
車両車庫

船引町笹山字立石地内
消防車両車庫設置　プレハブ造　A=82㎡
法止ブロック設置　H=2.25ｍ　　L=14ｍ

H31.1.25 建築工事 11,600,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

16 林道岩井沢上山口線　維持補修工事
林道岩井沢上
山口線

都路町岩井沢字下田地内 舗装工（修繕工事）　Ｌ＝60.0m H30.12.21 土木工事 1,440,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

17 林道せんがくだん線　維持補修工事
林道せんがくだ
ん線

都路町古道字橋向地内 側溝工・舗装工（修繕工事）　Ｌ＝52.0m H30.12.21 土木工事 2,820,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

18 除染除去物輸送に係る積込場整備業務（山根行政区（5号組その3））

積込場（一時保
管所）：山根行
政区（5号組そ
の3）

常葉町山根字雨乞平地内 一時保管所積込場整備　A=2,370.0㎡ H30.11.30 業務委託 1,570,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

19 市道新田作線　道路改良舗装工事 市道新田作線 常葉町新田作字仲川地内
改良延長　Ｌ＝23.1m  舗装延長　Ｌ＝23.1m
幅員　W＝5.5（7.0）m

H31.1.25 土木工事 4,100,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

20 市道田代1号線　道路改良工事 市道田代1号線 船引町中山字田代地内
延長　Ｌ＝84.92m　　暫定改良延長　Ｌ＝
84.92m　　幅員　Ｗ＝4.0（5.0）m

H31.1.25 土木工事 4,860,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名
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21 除染除去物輸送に係る積込場整備業務（横道行政区その2）
積込場（一時保
管所）：横道行
政区その2

船引町横道字下馬沢地内 一時保管所積込場整備　A=7,050.0㎡ H30.11.30 業務委託 5,500,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

22 公共下水道事業管渠布設工事（船引字砂子田第３地内） 船引町船引字砂子田地内
施工延長　L=77.00ｍ　（基幹事業φ150
開削工法　L＝77.00ｍ）

H31.1.25 下水道工事 6,420,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

23 ふくしま森林再生事業　大越地区４工区森林整備業務委託 大越町早稲川字裾ヲ田地内
大越地区４工区（大越町早稲川字裾ヲ田地
内）　　森林整備 A=4.59ha　　（間伐ほか、
路網整備）

H30.12.28 業務委託 9,100,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

24 ふくしま森林再生事業　大越地区５工区森林整備業務委託 大越町早稲川字裾ヲ田地内
大越地区５工区（大越町早稲川字裾ヲ田地
内）　　森林整備 A=20.25ha　　（間伐ほか、
路網整備）

H30.12.28 業務委託 37,100,000 ふくしま中央森林組合 代表理事組合長　永沼　幸人 指名

25 市営住宅排水管清掃業務委託
東部団地３号棟
ほか

船引町東部台四丁目地内外
排水管洗浄業務　　宅内排水管洗浄
N=162戸　　外部排水管洗浄　L=574ｍ

H30.11.30 業務委託 1,500,000 株式会社　ミツワ 代表取締役　佐藤　茂 指名

26
国道288号船引バイパス工事　公共下水道事業地質調査業務委託（船引字源次
郎地内）

船引町船引字源次郎地内
地質調査　当初　Ｎ＝3箇所　（ボーリング
深度Ｈ＝47.0ｍ)

H31.1.25 業務委託 5,650,000 株式会社　日本技術ガイドセンター 代表取締役　仁井田　一意 指名

27 国道２８８号バイパス３工区送配水管布設替測量設計業務委託 船引町船引字源次郎地内 測量設計業務　　Ｌ＝1,190m H31.3.15 業務委託 5,400,000 総合技術コンサルタンツ　株式会社 代表取締役　安部　勝緒 指名

28 林業専用道　上遠野線　測量設計業務委託
林業専用道　上
遠野線

常葉町早稲川字上遠野地内 測量設計、立木調査　Ｌ＝0.50㎞ H31.1.25 業務委託 7,800,000 総合技術コンサルタンツ　株式会社 代表取締役　安部　勝緒 指名

29 林業専用道　松ノ木平線　測量設計業務委託
林業専用道　松
ノ木平線

都路町岩井沢字松ノ木平地内 測量設計、立木調査　Ｌ＝0.70㎞ H31.1.25 業務委託 9,800,000 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

30 林業専用道　宮ノ前裾ヲ田線　測量設計業務委託
林業専用道　宮
ノ前裾ヲ田線

大越町早稲川字宮ノ前地内 測量設計、立木調査　Ｌ＝0.80㎞ H31.1.25 業務委託 10,700,000 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

31 市道曲田線（3工区）　地形測量業務委託 市道曲田線 大越町上大越字槻木地内 現地測量　A＝0.063㎢ H30.11.30 業務委託 2,700,000
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 市道上江入山線　地形測量業務委託
市道上江入山
線

船引町船引字太子堂地内 現地測量　Ａ＝0.022㎢ H30.11.30 業務委託 1,650,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋  和広 指名

33 田村市産業団地　敷地確定測量業務委託
田村市産業団
地

大越町上大越字後原地内 確定測量　Ａ＝12.35ha H31.3.26 業務委託 24,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

34
国道288号船引バイパス工事　公共下水道事業測量設計業務委託（船引字源次
郎地内）

船引町船引字源次郎地内
測量面積　Ａ＝6.12ha　　設計延長　Ｌ＝
221.5ｍ

H31.2.22 業務委託 13,800,000 陸奥テックコンサルタント　株式会社 代表取締役　伊藤　清郷 指名


