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1 市道大山柏塚線道路改良工事 船引町石沢字柏塚地内
暫定掘削工
延長L=100.0m
幅員W=6.0(10.0)m

H25.02.28 土木工事 34,500,000     秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

2 大越つつじヶ丘公園プール災害復旧工事 大越町上大越字大荷場地内
既存大小プール解体撤去処分A=495㎡　既存床ｲﾝﾀｰ
ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り A=1,076.3㎡　大小
ﾌﾟｰﾙ本体工事　材料費主材　 W=13.5t

H24.12.28 建築工事 82,200,000     桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 条件付き

3 古道体育館災害復旧工事 都路町古道字遠下前地内

外壁複層仕上塗材 A=744㎡
内壁樹脂入りﾓﾙﾀﾙ塗り A=926㎡
既存床撤去後体育館床材張り・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ｸﾘｱ塗り
A=770㎡

H24.11.30 建築工事 43,500,000     株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正 条件付き

4 都路公民館移転改築工事 都路町古道字本町地内 都路行政局内部改修工事一式 H25.02.28 建築工事 101,500,000    株式会社　トリアス 代表取締役　秋田　佳一 条件付き

5 市道曲田線防火水槽補償工事 大越町上大越字求中地内
地下式防火水槽N=1.0基
(耐震性 鋼製横円筒型貯水槽FSF-412　40㎥級)

H24.10.10 土木工事 4,500,000       有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

6 常葉幼稚園進入路舗装工事 常葉町久保字樋ノ口地内 延長L=60.0m　幅員W=4.0m H24.08.27 舗装工事 1,850,000       株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

7 市道東向線舗装修繕工事 常葉町常葉字東向地内 表層工（オーバーレイ）A=940.0㎡ H24.08.31 舗装工事 2,400,000       株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

8 水道施設保全改修　入新田浄水場ろ過機ろ材入替工事 滝根町神俣字入新田地内 入新田浄水場ろ過砂入替工事一式 H24.10.31 上水道工事 1,750,000       富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

9 大越公民館下水道接続工事 大越町上大越字元池地内
硬質ポリ塩化ビニル管配管
VU 100A　延長L=86m

H24.09.28
暖冷房衛生設
備工事

2,550,000       株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　菊雄 指名

10 大越体育館下水道接続工事 大越町上大越字元池地内
硬質ポリ塩化ビニル管配管
VU 100A　延長L=62.3m

H24.09.28
暖冷房衛生設
備工事

2,100,000       株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　菊雄 指名

11 公共下水道事業管渠布設工事（船引字砂子田地内） 船引町船引字砂子田地内
施工延長（当初）L=67.0m
（基幹事業φ 150塩ビ管L=41.0m)
(効果促進事業φ 150塩ビ管L=26.0m)

H24.10.12 下水道工事 3,850,000       株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

12 美山小学校校庭暗渠排水工事 船引町北鹿又字後和田地内 暗渠排水工一式 H24.09.14 土木工事 4,550,000       株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

13 船引浄水場１系沈澱池屋根更新工事 船引町船引字上川原地内
船引浄水場１系沈澱池屋根工事
A=213.5㎡

H24.12.21 建築工事 3,100,000       株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

14 都路運動場夜間照明施設災害復旧工事 都路町古道字橋向地内
夜間照明施設設置　N=３基
ダッグアウト改築　A=37.9㎡

H25.02.28 建築工事 22,200,000     株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正 指名

15 水量拡張事業　市道菅谷公民館入水線配水管布設替工事 滝根町菅谷字入水地内
配水管布設替工事
HPPE　φ 150　L=92.25m
PPLP(水管橋)φ 150　L=8.13m

H24.12.21 上水道工事 11,900,000     富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

16 市道曲田線配水管布設替工事 大越町上大越字曲田地内
市道曲田線道路改良工事に伴う配水管布設替工事
HPPE　φ 150　L=43.3m
HPPE　φ 50　　L=28.5m

H25.03.15 上水道工事 5,600,000       富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

17 市道中原1号線舗装新設工事 大越町下大越字中原地内 延長L=315.0m　幅員W=5.5(7.0)m H24.12.10 舗装工事 14,700,000     三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

18 市道曲田線道路改良工事 大越町上大越字求中地内
改良工
延長L=120.0m　幅員W=6.0(8.5～9.5)m

H25.02.28 土木工事 24,900,000     富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

19 市道堂ヶ入線側溝整備工事 常葉町西向字堂ヶ入地内 側溝整備工　延長L=775.0m H24.12.25 土木工事 16,600,000     株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名
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20 市道井堀光大寺線道路改良工事 船引町芦沢字深作地内
暫定施工
延長L=260.0m
幅員W=5.5(7.0)m

H25.01.31 土木工事 27,900,000     有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

21 公共下水道事業管渠布設工事（船引字石田第1地内） 船引町船引字石田地内

基幹事業 施工延長(当初)L=138.0m
(推進延長φ 150 L=48.5m)
(開削延長φ 150 L=89.5m)
(公共ます　　N=16.0箇所)

H24.11.30 下水道工事 13,800,000     株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

22 市道駅前馬場線道路改良工事（第1回工事） 船引町船引字下大平地内
改良工
延長L=74.0m　幅員W=6.0(10.0)m

H24.12.10 土木工事 11,000,000     株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

23
船引町地域振興基金　地域コミュニティ事業　各地区公民館用
ワイヤレスアンプセット購入

船引町船引字南元町地内外 地区公民館用ワイヤレスアンプセット購入　8台 H24.08.31 備品購入 1,480,000       有限会社　フナデン 代表取締役　佐藤　文武 指名

24 田村市公用車購入（８人乗りミニバン） 滝根町神俣字町地内 公用車（ミニバン）１台 H24.08.31 備品購入 2,310,000       有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名

25 都路公民館移転改築工事監理業務委託 都路町古道字本町地内 改築工事監理業務一式 H25.02.28 業務委託 2,650,000       株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

26 電子式小型携帯積算線量計購入 船引町船引字馬場川原地内 貸出用電子式小型携帯積算線量計購入　100台 H24.07.20 備品購入 2,880,000       株式会社　エフコム 代表取締役社長　酒井　良信 指名

27 市道田和上線 宮川橋上部工工事 常葉町常葉字宮川地内
橋梁上部工
橋長L=42.20m　幅員W=10.25m

H25.01.30 PC橋上部工事 57,400,000     株式会社　エム・テック福島支店 支店長　菊地　洋尚 指名


