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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
改良工　延長L=150.00ｍ、幅員W=6.00
（8.00～9.50）ｍ

H27.3.27 土木工事 81,300,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

2 市道田和上線　道路改良舗装工事（第２工区） 市道田和上線 常葉町常葉字白地石地内
改良工　延長L=100.00ｍ、幅員W=5.50
（9.25）ｍ、舗装工　延長L=270.00ｍ、
幅員W=5.50（9.25）ｍ

H27.3.27 土木工事 39,000,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 条件付き

3 防災・安全交付金事業　市道大橋中広土線　橋梁下部工工事
市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字針湯地内
橋梁下部工　N=1.0式、暫定改良工
L=206.790ｍ

H27.3.27 土木工事 88,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 条件付き

4 市道大山柏塚線　道路改良舗装工事
市道大山柏塚
線

船引町石沢字柏塚地内
道路改良舗装工　延長L=490.0ｍ、幅
員W=6.0（10.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 72,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

5 市道花木内石森線　道路改良舗装工事
市道花木内石
森線

船引町文珠字一本松地内
改良施工延長　L=80.0ｍ、舗装施工延
長　L=349.5ｍ、幅員W=6.00（10.00）ｍ

H27.3.27 土木工事 63,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

6 市道北ノ作線　道路改良工事 市道北ノ作線 船引町上移字北ノ作地内
施工延長　L=40.0ｍ、幅員W=5.50
（7.00）ｍ

H27.3.27 土木工事 36,300,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 条件付き

7 水量拡張事業　県道船引大越小野線　配水管布設替第１回工事 滝根町菅谷字芦畑地内
配水管布設替工事DIP-NS　φ 200
L=427.50ｍ（428.56ｍ）、舗装復旧工
A=1082.0㎡

H27.2.27
上水道工
事

38,800,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 条件付き

8 水量拡張事業　県道小野富岡線　配水管布設替第１回工事 滝根町神俣字入新田地内
配水管布設替工事DIP-NS　φ 300
L=409.64ｍ（411.08ｍ）、舗装復旧工
A=1415.0㎡

H27.2.27
上水道工
事

45,800,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

1 公共下水道事業管渠布設工事（船引字山ノ内地内） 船引町船引字山ノ内地内
施工延長　L=281.00ｍ
（基幹事業L=281.00ｍ）

H26.12.10
下水道工
事

17,200,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

2 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎第１地内） 船引町船引字源次郎地内
施工延長　L=107.80ｍ
（基幹事業L=107.80ｍ）

H26.12.10
下水道工
事

14,900,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

3 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字源次郎地内） 船引町船引字源次郎地内
施工面積　A=1358.66㎡
（基幹事業　舗装工　A=1358.66㎡）

H26.10.24 舗装工事 8,800,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

4 水量拡張事業　市道木ノ下中線舗装本復旧工事 滝根町神俣字木ノ下地内
舗装本復旧工　L=633.8ｍ　A=2,700.5
㎡、既設管接続工　DIP-NSφ 250
L=60.0ｍ

H26.12.20 舗装工事 22,900,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

5 市道田和上線　道路改良舗装工事（第１工区） 市道田和上線 常葉町常葉字町裏地内
舗装工　延長L=120.00ｍ、幅員W=5.50
（9.25）ｍ

H26.12.26 舗装工事 9,600,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

6 防災・安全交付金事業　市道湯田線　舗装新設工事 市道湯田線 大越町上大越字湯田地内
舗装工　延長　L=100.00ｍ、幅員
W=6.00（9.50）ｍ

H26.11.28 舗装工事 6,500,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

7 市道中原１号線　舗装新設工事
市道中原１号
線

大越町下大越字中原地内
舗装工　延長　L=215.00ｍ、幅員
W=5.50（7.00）ｍ

H27.3.27 舗装工事 11,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字河原地内） 滝根町神俣字河原地内

基幹事業　施工延長L=242.00ｍ（うち
圧送管L=92.50ｍ）、公共ますN=5.0箇
所、効果促進事業　施工延長L=75.00
ｍ、公共ますN=8.0箇所

H26.12.15
下水道工
事

17,100,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 指名

9 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字五林平第１地内） 滝根町神俣字五林平地内
施工延長　L=212.50ｍ　（基幹事業
L=197.50ｍ）、（効果促進事業L=15.00
ｍ）

H26.12.10
下水道工
事

17,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

10 公共下水道事業管渠布設工事（上大越字水神宮地内） 大越町上大越字水神宮地内
施工延長　L=223.20ｍ（基幹事業
L=152.60ｍ）、（効果促進事業L=70.60
ｍ）

H26.12.10
下水道工
事

15,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名
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11 水量拡張事業　市道樋ノ口神俣駅前線配水管布設替工事 滝根町神俣字梵天川地内
水道配水用ポリエチレン管　HPPEφ
150　L=292.9ｍ

H27.1.30
上水道工
事

22,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

12 公共下水道関連　滝根町五林平地内配水管布設替工事 滝根町神俣字五林平地内
DIP-GX　φ 200　　L=91.0ｍ、HPPEφ
100　L=25.0ｍ

H26.12.20
上水道工
事

17,200,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

13 水道施設保全改修　入新田浄水場前処理ろ過設備修繕工事 滝根町神俣字入新田地内 流動床ろ過砂入替　一式 H26.12.20
上水道工
事

2,470,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

14 林道長根大堀線　舗装工事
林道長根大堀
線

大越町栗出字長根地内 舗装面積　A=800.0㎡ H26.9.20 舗装工事 2,050,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　蒲生　康博 指名

15 栗出地区　農道舗装工事 栗出地区 大越町栗出字沢目木地内 舗装面積　A=604.0㎡ H26.8.29 舗装工事 2,250,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　蒲生　康博 指名

16 掘田字上田代地内　水路整備工事 常葉町掘田字上田代地内
水路整備　L=65.0ｍ（排水ﾌﾘﾕｰﾑ600
×600）、スルーゲート（水門）N=1基

H26.12.12 土木工事 3,400,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

17 市道川柏線　道路改良工事 市道川柏線 大越町下大越字後原地内
改良工　延長L=25.10ｍ、幅員W=3.00
（4.00）ｍ

H26.12.26 土木工事 4,150,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

18 市営住宅新関場団地解体工事 滝根町神俣字関場地内 市営住宅解体　A=33.1㎡×3戸 H26.10.31 建築工事 1,670,000 有限会社　先崎工務店 代表取締役　先崎　美好 指名

19 市営住宅山ノ内上団地外解体工事 船引町船引字山ノ内地内外
市営住宅解体　A=36.4㎡×1戸、
A=31.5㎡×4戸

H26.11.28 建築工事 2,720,000 有限会社　佐藤建築 代表取締役　佐藤　淳一 指名

20 船引小学校フェンス改修工事 船引町船引字南元町地内 フェンス嵩上げ工一式　L=98.8ｍ H26.10.31 建築工事 2,430,000 有限会社　佐藤建築 代表取締役　佐藤　淳一 指名

21 岩ヶ作地区　水路整備計画経済効果策定業務委託 船引町今泉字岩ヶ作地内 経済効果策定業務　一式 H27.3.20 業務委託 2,750,000
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

22 遠山沢地区　水路整備計画経済効果策定業務委託 船引町遠山沢字反田地内 経済効果策定業務　一式 H27.3.20 業務委託 1,450,000
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

23 北鹿又字沼ノ下地内　水路整備測量設計業務委託 船引町北鹿又字沼ノ下地内
水路測量設計業務　A=0.75ｈａ、
L=150.0ｍ

H26.11.28 業務委託 3,800,000
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

24 田村市役所本庁舎引越業務委託 船引町船引字畑添地内 養生作業一式、移転作業一式 H27.1.16 業務委託 5,380,000 日本通運㈱郡山支店 支店長　及川俊一 指名


