
No 工 事 名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工 期 工 事 種 別 落 札 金 額 落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 社会資本整備総合交付金事業　市道入ノ作1号線道路改良工事 市道入ノ作1号線 大越町下大越字上田地内 延長L=180.0m　幅員W=6.0(8.0～9.5)m H26.03.28 土木工事 63,500,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

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
覆式落石防止網工（ロックネット）
A=6,680.0㎡

H25.12.24 土木工事 36,800,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 条件付き

3 美山小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造工事 美山小学校 船引町北鹿又字後和田地内
鉄骨補強工事一式
屋根フッ素ガルバリウム鋼板張り　カ
バー工法A=667㎡

H25.12.27 建築工事 88,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 条件付き

4 水量拡張事業　県道船引大越小野線配水管布設替第２回工事
県道船引大越小
野線

滝根町菅谷字平木内地内

配水管布設替工事
DIP-NSφ 200　L=420.66m
HPPEφ 150　L=83.10m
HPPEφ 75　L=39.50m
舗装復旧工
県道L=406.66m　A=756.25㎡
市道L=474.55m　A=4,063.10㎡

H26.02.28 上水道工事 35,000,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 条件付き

5 水量拡張事業　県道小野富岡線配水管布設替工事 県道小野富岡線 滝根町神俣字大平地内

配水管布設替工事
DIP-NSφ 300　L=338.20m
舗装復旧工
県道L=336.79m　A=1,383.90㎡
市道L=55.50m　A=260.20㎡

H26.02.28 上水道工事 31,400,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

6 水量拡張事業　市道木ノ下中線配水管布設替工事 市道木ノ下中線 滝根町神俣字木ノ下地内
配水管布設替工事
DIP-NSφ 250　L=511.0m

H26.01.31 上水道工事 27,300,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 条件付き

7 市道大六線舗装新設工事 市道大六線 船引町南移字大六地内 舗装工　L=300.0m　W=4.0(5.0)m H25.10.28 舗装工事 12,100,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

8 水量拡張事業　市道こもた橋大平橋線舗装本復旧工事
市道こもた橋大
平橋線

滝根町神俣字大平地内 舗装本復旧工　A=3,277.0㎡ H25.10.31 舗装工事 14,600,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

9
社会資本整備総合交付金事業
市道定福山口線舗装新設工事

市道定福山口線 常葉町新田作字山口地内 舗装工　L=410.3m　W=5.5(7.0)m H25.10.28 舗装工事 22,700,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10 水量拡張事業　市道中広土梵天川線配水管布設替工事
市道中広土梵天
川線

滝根町神俣字中広土地内
配水管布設替工事 DIP-NSφ 200
L=315.6m
舗装本復旧工　L=145.0m　A=1,128.6㎡

H26.01.31 上水道工事 27,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

11 大越小学校校舎トイレ改修工事 大越小学校 大越町上大越字元池地内
間仕切り設置工N=5箇所
衛生器具設置工N=5箇所

H25.08.30 建築工事 2,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

12 あぶくま洞法面ラベンダー畑改修（Ⅱ期）工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 法面ラベンダー畑改修一式 H25.10.31 土木工事 2,900,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

13 市道東向線舗装修繕工事 市道東向線 常葉町常葉字東向地内 オーバーレイ工　A=933.0㎡ H25.09.30 舗装工事 2,730,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

14 水量拡張事業　市道菅谷公民館入水線舗装本復旧工事
市道菅谷公民館
入水線

滝根町菅谷字入水地内 舗装本復旧工　L=167.75m　A=875.0㎡ H25.09.30 舗装工事 4,120,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

15 田村市公用車購入（あぶくま洞貨物用車両） 滝根町菅谷字東釜山地内 軽貨物車両　１台 H25.08.30 備品購入 845,000 有限会社　佐藤モータース 代表取締役　佐藤　高始 指名

16 田村市公用車購入（あぶくま洞送迎用車両） 滝根町菅谷字東釜山地内 送迎用車両　１台 H25.08.30 備品購入 2,850,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名

17 船引浄水場第２配水池清掃業務委託 船引浄水場 船引町船引字石田地内
配水池清掃業務
船引第２配水地１箇所

H25.08.30 業務委託 940,000 株式会社　イワキ 代表取締役　原　信男 指名

18 田村市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託 田村市市営住宅 市営住宅等長寿命化計画策定一式 H26.03.25 業務委託 6,270,000
東日本総合計画(株)福島支
店

支店長　大和田　泰宏 指名

19 都路診療所デジタルＸ線テレビシステム・デジタルＸ線システム購入 都路町古道字寺下地内
デジタルＸ線テレビシステム一式
デジタルＸ線システム一式

H25.08.30 備品購入 14,300,000 コセキ（株）郡山営業所 所長　村上　慎 指名

20 都路診療所モニタ診断システム購入 都路町古道字寺下地内 モニタ診断システム２式 H25.08.30 備品購入 1,780,000 コセキ（株）郡山営業所 所長　村上　慎 指名
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21 市道高森線実施設計業務委託 市道高森線 常葉町鹿山字高森地内 道路詳細設計　L=1,100m H26.03.25 業務委託 8,500,000
総合技術コンサルタンツ(株)
田村営業所

所長　南部　誠 指名

22 市道小塚1号線測量設計業務委託 市道小塚1号線 船引町中山字小塚地内
路線測量L=380m
用地測量A=0.76ha
詳細設計L=380km

H25.01.31 業務委託 6,550,000 双葉測量設計　株式会社 代表取締役　佐藤　貞雄 指名

23 市道鳴子線外測量設計業務委託
市道鳴子線外1
路線

常葉町堀田字鳴子地内外
路線測量L=200.0m
用地測量A=0.50ha
実施設計L=200.0m

H25.09.30 業務委託 2,650,000
株式会社　郡山測量設計社
田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

24 市道田代1号線用地測量業務委託 市道田代1号線 船引町中山字田代地内 用地測量　A=1.84ha H25.12.25 業務委託 3,200,000
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

25 市道川柏線用地測量業務委託 市道川柏線 大越町下大越字後原地内 用地測量　A=1.59ha H26.03.25 業務委託 2,900,000
株式会社　郡山測量設計社
田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名


