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1 H22.5.28 １－４６
田村市立緑小学校屋内運動場改築建築主体工
事

緑小学校 船引町上移字根岸地内 鉄骨造　階数１　延べ面積　599.81㎡
平成２２年　５月３１日
平成２３年　２月２８日

建築工事 143,500,000 7,175,000 150,675,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木直綱 条件付

2 H22.5.28 １－４９ 田村市立緑小学校旧校舎解体工事 緑小学校 船引町上移字根岸地内
解体工事　木造２階建　1.180㎡
ＲＣ造３階建　1.137㎡
軽量鉄骨造平屋建　50㎡

平成２２年　５月３１日
平成２２年１２月２４日

建築工事 69,000,000 3,450,000 72,450,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木直綱 条件付

3 H22.5.28 ７－１ 水量拡張事業滝根浄水場第３配水池新設工事 田村市滝根町神俣字入新田
滝根浄水場配水池新設　一式
ＰＣ配水池　Ｖ＝627ｍ３

平成２２年　５月３１日
平成２３年　２月２８日

上水道工事 101,500,000 5,075,000 106,575,000 富士工業株式会社 代表取締役　猪狩恭典 条件付

4 H22.5.28 １－５０ 田村市斎場敷地造成工事 田村市斎場
田村市船引町船引字卯田ケ作地
内

敷地面積　Ａ＝1,970㎡
平成２２年５月３１日
平成２３年１月３１日

土木工事 31,500,000 1,575,000 33,075,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田幸子 条件付

5 H22.5.28 １－４７
田村市立緑小学校屋内運動場改築電気設備工
事

船引町上移字根岸地内 電気設備工事一式
平成２２年　５月３１日
平成２３年　２月２８日

電気設備工
事

8,370,000 418,500 8,788,500 有限会社　フナデン 佐藤　文武 指名

6 H22.5.28 ５－２ 田村市立常葉小学校プールサイド修繕工事
田村市立常葉小学
校

常葉町常葉字上野地内
下地モルタル補修（浮き部撤去）　97.8
㎡
絶縁工法シート貼（ｔ＝2.9）244.7㎡

平成２２年　５月３１日
平成２２年　６月３０日

建築工事 2,050,000 102,500 2,152,500 常葉建築 白岩　幸広 指名

7 H22.5.28 ７－５
水量拡張事業市道仁井田前小袋内線舗装本復
旧工事

滝根町広瀬字小袋内地内 舗装本復旧　Ａ＝680.9㎡
平成２２年　５月３１日
平成２２年　８月３１日

舗装工事 3,080,000 154,000 3,234,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

8 H22.5.28 １－５１ 市道北ノ内２号線道路改良舗装工事 市道北ノ内２号線 船引町新舘字曲山地内
改良工　Ｌ＝20.0ｍ　舗装工　Ｌ＝126.0
ｍ
幅員　Ｗ＝4.0（5.0）ｍ

平成２２年　５月３１日
平成２２年１１月　５日

土木工事 4,500,000 225,000 4,725,000 有限会社　助川土木 代表取締役　助川秀俊 指名

9 H22.5.28 １－１４
公共下水道事業管渠布設工事（西向字石ノ坪
第１地内）

田村市常葉町西向字石ノ坪地内 施工延長　Ｌ＝228.45ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年　９月１７日

下水道工事 8,440,000 422,000 8,862,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田栄一 指名

10 H22.5.28 １－１５
公共下水道事業管渠布設工事（上大越字元池
第１地内）

田村市大越町上大越字元池地
内

施工延長　Ｌ＝114.30ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年１１月１９日

下水道工事 7,750,000 387,500 8,137,500 三和工業株式会社 取締役社長　武田公志 指名

11 H22.5.28 １－４５
公共下水道事業管渠布設工事（上大越字鷹待
田地内外）

大越町上大越字鷹待田 施工延長　Ｌ＝165.80ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年　９月２２日

下水道工事 7,500,000 375,000 7,875,000 三和工業株式会社 取締役社長　武田公志 指名

12 H22.5.28 １－５８ 船引総合福祉センター改修工事 船引町船引字石田地内
浴槽濾過循環装置交換　暖房用循環
ポンプ交換　ファンコイルユニット交換
塩素滅菌機交換

平成２２年　５月３１日
平成２２年　９月３０日

暖冷房衛生
設備工事

12,400,000 620,000 13,020,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

13 H22.5.28 １－４８
田村市立緑小学校屋内運動場改築機械設備工
事

船引町上移字根岸地内 機械設備工事一式
平成２２年　５月３１日
平成２３年　２月２８日

暖冷房衛生
設備工事

4,180,000 209,000 4,389,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田裕一 指名

14 H22.5.28 ２－２ あぶくま洞安全対策事業ロックネット新設工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内
ロックネット工（覆式落石防止網タイプ）
Ａ＝3,520.0㎡

平成２２年　５月３１日
平成２２年１０月２９日

土木工事 21,100,000 1,055,000 22,155,000 桜田工業株式会社 代表取締役　桜田博良 指名

15 H22.5.28 １－５４ 市道道崎線道路改良工事 市道道崎線 船引町椚山字西ノ内地内
道路改良工Ｌ＝185.0ｍ
幅員　Ｗ＝5.5（7.0）ｍ

平成２２年　５月３１日
平成２２年１２月２４日

土木工事 21,200,000 1,060,000 22,260,000 有限会社　桑原工務店 代表取締役　桑原　修 指名

16 H22.5.28 １－１６ 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字町地内） 田村市滝根町神俣字町地内 施工延長　Ｌ＝209.10ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年１０月２９日

下水道工事 13,100,000 655,000 13,755,000 富岡工業株式会社 代表取締役　富岡繁久 指名

17 H22.5.28 １－１１
公共下水道事業舗装復旧工事（上大越字水神
宮地内外）

田村市大越町上大越字水神宮
地内外

舗装面積　Ａ＝1,834..06㎡
平成２２年　５月３１日
平成２２年　９月３０日

舗装工事 12,250,000 612,500 12,862,500 三和工業株式会社 取締役社長　武田公志 指名

18 H22.5.28 １－５３
公共下水道事業舗装復旧工事（神俣字町第２
地内）

滝根町神俣字町 舗装面積　Ａ＝1357.69㎡
平成２２年　５月３１日
平成２２年　９月１７日

舗装工事 5,700,000 285,000 5,985,000 桜田工業株式会社 代表取締役　桜田博良 指名

19 H22.5.28 １－９
公共下水道事業舗装復旧工事（東部台四丁目
地内外）

田村市船引町東部台四丁目地
内

舗装面積　Ａ＝7,209.47㎡
平成２２年　５月３１日
平成２２年１０月２９日

舗装工事 25,700,000 1,285,000 26,985,000 有限会社　本田工業 代表取締役　本田俊二 指名

20 H22.5.28 １－１０
公共下水道事業舗装復旧工事（東部台五丁目
地内）

田村市船引町東部台五丁目地
内

舗装面積　Ａ＝1,855.67㎡
平成２２年　５月３１日
平成２２年　８月３１日

舗装工事 7,650,000 382,500 8,032,500 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木直綱 指名

21 H22.5.28 １－１３
公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目
第２地内）

田村市船引町東部台五丁目地
内

施工延長　Ｌ＝362.40ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年１０月２２日

下水道工事 17,300,000 865,000 18,165,000 田村産業株式会社 代表取締役　渡辺善隆 指名

22 H22.5.28 １－４４
公共下水道事業管渠布設工事（船引字石崎第
１地内）

船引町船引字石崎 施工延長　Ｌ＝470.85ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年１１月２６日

下水道工事 27,300,000 1,365,000 28,665,000 秀和建設株式会社 代表取締役　吉田幸司 指名

23 H22.5.28 １－１２
公共下水道事業管渠布設工事（東部台四丁目
第１地内）

田村市船引町東部台四丁目地
内

施工延長　Ｌ＝352.75ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年１０月１５日

下水道工事 17,100,000 855,000 17,955,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木直綱 指名

24 H22.5.28 １－４３
公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目
地内）

船引町東部台二丁目 施工延長　Ｌ＝260.95ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年　９月２２日

下水道工事 11,500,000 575,000 12,075,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　等 指名

25 H22.5.28 １－１９
公共下水道事業管渠布設工事（船引字石崎第
２地内）

田村市船引町船引字石崎地内 施工延長　Ｌ＝559.00ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年１１月２６日

下水道工事 26,200,000 1,310,000 27,510,000 菊地建設株式会社 代表取締役　菊地寿夫 指名

26 H22.5.28 １－５７
公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目
地内）

船引町東部台三丁目 施工延長　Ｌ＝324.30ｍ
平成２２年　５月３１日
平成２２年１０月２２日

下水道工事 16,500,000 825,000 17,325,000 三和工業株式会社 取締役社長　武田公志 指名

27 H22.5.28 ７－６
石綿セメント管更新事業市道駅前馬場線文珠地
内配水管布設替工事

船引町文珠字江戸内地内
配水管布設工事　Ｌ＝221.8ｍ
不断水仕切弁工　1箇所　不断水分岐
工　2箇所
舗装本復旧工　Ａ＝1,733㎡

平成２２年　５月３１日
平成２２年１２月２０日

上水道工事 22,100,000 1,105,000 23,205,000 富士工業株式会社 代表取締役　猪狩恭典 指名

28 H22.5.28 ７－２
水量拡張事業市道菅谷公民館入水線配水管布
設替工事

滝根町字菅谷字入水地内
水道用ポリエチレン管　Ｌ＝147.0ｍ
舗装本復旧　Ａ＝3,340.0㎡

平成２２年　５月３１日
平成２２年１１月３０日

上水道工事 16,600,000 830,000 17,430,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部節雄 指名

29 H22.5.28 ７－３
水量拡張事業市道貝谷河原町線配水管布設替
工事

滝根町広瀬字川除地内
水道用ポリエチレン管　Ｌ＝249.5ｍ
舗装本復旧　Ａ＝1,473.0㎡

平成２２年　５月３１日
平成２２年１１月３０日

上水道工事 14,500,000 725,000 15,225,000 桜田工業株式会社 代表取締役　桜田博良 指名

30 H22.5.28 ７－４
県道船引大越小野線神俣字町地内配水管布設
替工事

滝根町神俣字町地内
水道用ポリエチレン管　Ｌ＝298.0ｍ
舗装本復旧　Ａ＝600.0㎡

平成２２年　５月３１日
平成２２年１１月３０日

上水道工事 8,400,000 420,000 8,820,000 富岡工業株式会社 代表取締役　富岡繁久 指名

31 H22.5.28 ７－７
公共下水道関連県道船引大越小野線元池第１
地内配水管布設替工事

大越町上大越字元池地内
配水管布設替工事　Ｌ＝109.4ｍ 平成２２年　５月３１日

平成２２年１２月１４日
上水道工事 7,500,000 375,000 7,875,000 富士工業株式会社 代表取締役　猪狩恭典 指名

32 H22.5.28 １－１５ 田村市男女共同参画計画策定業務委託 船引町船引字馬場川原地内
アンケート、集計内容分析、計画書作
成、印刷

平成２２年　５月３１日
平成２３年　３月１７日

業務委託 1,640,000 82,000 1,722,000 株式会社　アールピーアイ栃木 代表取締役　室井忠顕 指名
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33 H22.5.28 １－６
田村市立緑小学校屋内運動場改築工事監理業
務委託

船引町上移字根岸地内
屋内運動場改築工事監理業務一式
鉄骨造平屋建　Ａ＝599.81㎡

平成２２年　５月３１日
平成２３年　２月２８日

業務委託 6,100,000 305,000 6,405,000 株式会社　清水公夫研究所 代表取締役　清水公夫 指名

34 H22.5.28 １－９ 田村市斎場建築設計業務委託 船引町船引字卯田ケ作地内 建築設計業務一式
平成２２年　５月３１日
平成２２年１２月２０日

業務委託 17,800,000 890,000 18,690,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤哲弥 指名

35 H22.5.28 ７－１９
水量拡張事業滝根浄水場配水池新設工事監理
業務委託

滝根町神俣字入新田地内
滝根浄水場第３配水池新設工事管理
委託業務

平成２２年　５月３１日
平成２３年　３月１４日

業務委託 1,850,000 92,500 1,942,500 新日本設計株式会社福島営業所 所長　野口春美 指名

36 H22.5.28 １－１７ 市道駅前馬場線地質調査業務委託 市道駅前馬場線 船引町文珠字江戸内地内
ボーリング　Ｎ＝1カ所
サウンディング　Ｎ＝５カ所

平成２２年　５月３１日
平成２２年　７月２３日

業務委託 2,200,000 110,000 2,310,000
日栄地質測量設計株式会社郡山
支社

支社長　畠　良一 指名

37 H22.5.28 １－１０ 田村市斎場地質調査業務委託 船引町船引字卯田ケ作地内 地質調査業務一式（3箇所×10ｍ）
平成２２年　５月３１日
平成２２年　９月３０日

業務委託 2,450,000 122,500 2,572,500 株式会社　福島地下開発 代表取締役　須藤和徳 指名

38 H22.5.28 ８－６
田村市体育館バスケットゴール、多目的競技表
示盤等備品購入

田村市体育館 田村市船引町船引字遠表地内 バスケット台オレンジゴール　2台外
平成２２年　５月３１日
平成２２年　７月３０日

備品購入 38,900,000 1,945,000 40,845,000
有限会社　スポーツショップワタ
ナベ

代表取締役　渡邉　弘 指名

39 H22.5.28 ８－７ 田村市体育館バレーボール等競技用備品購入 田村市体育館 田村市船引町船引字遠表地内 バレーボール用支柱　4組外
平成２２年　５月３１日
平成２２年　７月３０日

備品購入 6,800,000 340,000 7,140,000
有限会社　スポーツショップワタ
ナベ

代表取締役　渡邉　弘 指名

40 H22.5.28 ８－８ 田村市体育館卓球競技用備品購入 田村市体育館 田村市船引町船引字遠表地内 卓球台　30台外
平成２２年　５月３１日
平成２２年　７月３０日

備品購入 6,030,000 301,500 6,331,500
有限会社　スポーツショップワタ
ナベ

代表取締役　渡邉　弘 指名

41 H22.5.28 ８－９ 田村市体育館フロアシート等備品購入 田村市体育館 田村市船引町船引字遠表地内 デザインシート　124本外
平成２２年　５月３１日
平成２２年　７月３０日

備品購入 12,190,000 609,500 12,799,500
有限会社　スポーツショップワタ
ナベ

代表取締役　渡邉　弘 指名

42 H22.5.28 ８－１０ 田村市体育館柔道競技用備品購入 田村市体育館 田村市船引町船引字遠表地内 柔道畳　128枚外
平成２２年　５月３１日
平成２２年　７月３０日

備品購入 3,700,000 185,000 3,885,000
有限会社　スポーツショップワタ
ナベ

代表取締役　渡邉　弘 指名

43 H22.5.28 ８－１１ 田村市体育館仮設ステージ等備品購入 田村市体育館 田村市船引町船引字遠表地内 仮設ステージH７００　16台外
平成２２年　５月３１日
平成２２年　７月３０日

備品購入 不調 指名


