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1 24年災道路災害（凍上災）復旧工事 第2007号市道光陽台線
市道光陽台
線

船引町光陽台地内
復旧延長L=1,073.20m
復旧幅員W=6.80～9.81m

H25.03.25 舗装工事 38,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

2 市道秋山田線道路改良舗装工事
市道秋山田
線

船引町新舘字曲山地内
改良舗装工
延長L=40.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.25 土木工事 10,100,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

3 社会資本整備総合交付金事業 市道大越宮田線舗装新設工事
市道大越宮
田線

船引町芦沢字小桃前地内
舗装工
延長L=305.9m　幅員W=5.5(7.0)m

H25.03.27 舗装工事 12,500,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

4 田村市運動公園広場整備工事
田村市運動
公園

船引町船引字遠表地内
ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ広場整備工　A=2,388.0㎡
張芝工　A=1,976.0㎡
As舗装工　A=412.0㎡

H25.03.25 土木工事 21,300,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

5 市道井堀光大寺線道路改良工事(第2回工事)
市道井堀光
大寺線

船引町芦沢字堀米窪地内 暫定施工　延長L=60.0m H25.03.27 土木工事 26,000,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

6 市道田和上線舗装新設工事
市道田和上
線

常葉町常葉字宮川地内
舗装工
延長L=305.8m　幅員W=5.50(9.25)m

H25.03.27 舗装工事 20,800,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

7 市道大橋中広土線道路改良舗装工事
市道大橋中
広土線

滝根町広瀬字大橋地内
改良舗装工
延長L=216.9m　幅員W=4.0m

H25.03.27 土木工事 18,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

8 市道一ノ坪あぶくま洞線擁壁補強工事
市道一ノ坪
あぶくま洞線

滝根町菅谷字東釜山地内 改良工　延長L=51.35m H25.03.25 土木工事 14,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

9
社会資本整備総合交付金事業 市道古道線歩車道改修工事（舗装
新設）

市道古道線 都路町古道字橋向地内
舗装工
延長L=191.5m　幅員W=4.0(6.7～7.7)m

H25.03.25 舗装工事 13,500,000 株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子 指名

10 市道大堰停車場線舗装新設工事
市道大堰停
車場

大越町上大越字久保田地内
舗装工
延長L=214.4m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.27 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

11 道路改良関連 市道陣場線配水管布設替工事 市道陣場線 常葉町常葉字陣場地内
配水管布設替工事
HPPEφ 50　延長L=380.00m

H25.02.25 上水道工事 3,900,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

12 市道楢山堀田線舗装修繕工事
市道楢山堀
田線

常葉町小桧山字町堂坂地内
舗装修繕工
延長L=330.0m　幅員W=3.3(3.5)m

H24.12.25 舗装工事 3,400,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

13 市道余平田田代線舗装修繕工事
市道余平田
田代線

常葉町堀田字鳴子地内
舗装修繕工
延長L=530.0m　幅員W=3.7m

H24.12.25 舗装工事 4,570,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

14 市道遠東線舗装修繕工事 市道遠東線 常葉町新田作字遠東地内
舗装修繕工
延長L=350.0m　幅員W=3.7(4.2)m

H24.12.25 舗装工事 4,600,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

15 市道宇藤線舗装修繕工事 市道宇藤線 常葉町山根字宇藤地内
舗装修繕工
延長L=494.0m　幅員W=3.3(3.5)m

H24.12.25 舗装工事 4,600,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

16 市道笊内線舗装修繕工事 市道笊内線 常葉町新田作字笊内地内
舗装修繕工
延長L=333.0m　幅員W=3.0m

H24.12.25 舗装工事 4,000,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

17 市道仲ノ坪線舗装修繕工事
市道仲ノ坪
線

常葉町山根字仲ノ坪地内
舗装修繕工事
延長L=330.0m　幅員W=2.8m

H24.12.25 舗装工事 2,770,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

18 市道大平線舗装修繕工事 市道大平線 常葉町西向字黄金畑地内
舗装修繕工事
延長L=430.0m　幅員W=4.0m

H24.12.25 舗装工事 4,040,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

19 準用河川大日川筋排水路整備工事
準用河川大
日川筋

大越町上大越字中広土地内 排水工　延長L=65.5ｍ H25.03.22 土木工事 4,180,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

20 明部渕地区排水路整備工事 大越町上大越字再勝内地内 水路工　延長L=231.0m H25.03.25 土木工事 5,540,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

21 市道宮ノ前上平線道路改良工事
市道宮ノ前
上平線

滝根町広瀬字山口地内
改良工
延長L=80.0m　幅員w=4.0(5.0)m

H25.03.27 土木工事 7,650,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

22 準用河川明部渕川筋排水路整備工事
準用河川明
部渕川

大越町上大越字寺前地内
水路工(H1200×W2000）
延長L=66.0m

H25.03.25 土木工事 9,230,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

23 市道大林坊ノ入線道路改良工事
市道大林坊
ノ入線

大越町下大越字宮山地内
改良工
延長L=70.0m　幅員W=4.0m

H25.03.27 土木工事 7,600,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

24 市道東石倉線舗装新設工事
市道東石倉
線

船引町石沢字六角地内
舗装工
延長L=90.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H24.12.25 舗装工事 3,550,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

25 市道南1号柏原2号線道路改良工事（第2回工事）
市道南1号
柏原2号線

船引町芦沢字後田前地内
改良工
延長L=60.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.27 土木工事 9,250,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名
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26 市道砂子田2号線道路改良舗装工事
市道砂子田
2号線

船引町船引字砂子田地内
改良舗装工
延長L=44.6m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.25 土木工事 8,950,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

27 市道追分文珠上線道路改良工事（第2回工事）
市道追分文
珠上線

船引町春山字大平地内
改良工
延長L=100.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.25 土木工事 8,600,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

28 市道反田蟹沢線道路改良舗装工事
市道反田蟹
沢線

船引町今泉字蟹沢地内
改良舗装工
延長L=80.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.25 土木工事 9,400,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

29 市道扇田4号線道路維持工事（側溝工）
市道扇田4
号線

船引町船引字扇田地内
側溝敷設工　延長L=156.0m
簡易舗装工　延長L=173.0m　幅員
W=4.0(4.5)m

H25.03.18 土木工事 7,900,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

30 市道台1号線道路改良工事（第2回工事）
市道台1号
線

船引町長外路字岡谷地地内
改良工
延長L=60.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.15 土木工事 9,300,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

31 市道高森線測量業務委託 市道高森線 常葉町西向字堂ヶ入地内
現地測量A=0.11k㎡
線形決定L=1.1Km

H25.03.27 業務委託 4,200,000
総合技術コンサルタンツ(株)
田村営業所

所長　南部　誠 指名

32 市道町裏2号線測量設計業務委託
市道町裏2
号線

常葉町常葉字町裏地内
路線測量L=72.5m
用地測量A=0.62ha
詳細設計L=72.5m

H25.02.15 業務委託 2,300,000
有限会社　坪倉土質調査設
計

代表取締役　坪倉新治 指名


