
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工期
工事等種

別
落札金額
（税抜き）

落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 移中学校ポンプ室沈下修正工事 船引町上移字橋本地内 沈下修正工事一式 H27.3.20 建築工事 3,820,000 有限会社　鈴木工務所 代表取締役　鈴木　丈夫 指名

2 市道小塚１号線　道路改良舗装工事
市道小塚１号
線

船引町中山字小塚地内
改良工　L=72.0ｍ、舗装工　L=72.0ｍ
W=4.0（5.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 7,750,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

3 上移字町地内　水路整備工事 船引町上移字町地内
開水路　L=11.70ｍ、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
L=6.0ｍ、天端嵩上　L=10.40ｍ

H27.1.30 土木工事 7,700,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

4 市道東石倉線　道路改良工事（第２回工事） 市道東石倉線 船引町石沢字六角地内
延長　L=50.0ｍ
幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 4,500,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

5 市道平線　側溝敷設工事 市道平線 船引町上移字根岸地内
側溝敷設工 L=56.0ｍ、集水桝設置工
N=2.0基

H27.3.20 土木工事 3,950,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

6 市道四在家線　側溝敷設工事（第2回工事） 市道四在家線 船引町石森字江戸内地内
側溝敷設工 L=116.0ｍ、集水桝設置
工　N=1.0基

H27.3.20 土木工事 3,600,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

7 市道茸山前田線　道路改良舗装工事
市道茸山前田
線

船引町北鹿又字前田地内
道路改良舗装工　L=50.0ｍ、W=4.0
（5.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 5,500,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

8 公共下水道関連　船引字太子堂地内配水管布設工事 船引町船引字太子堂地内 HPPE　φ 75　L=150.0ｍ H27.2.16
上水道工
事

1,940,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

9 市道南１号柏原２号線　道路改良舗装工事
市道南１号柏
原２号線

船引町芦沢字後田前地内
改良工　L=180.0ｍ、舗装工　L=40.0ｍ
W=4.0（5.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 16,800,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

10 市道台１号線　道路改良舗装工事 市道台１号線 船引町長外路字岡谷地地内
延長　L=85.0ｍ
幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 17,200,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

11 市道船引石森線　道路改良工事（第２回工事）
市道船引石森
線

船引町船引字下大平地内
延長　L=100.0ｍ
幅員　W=6.0（10.0）ｍ

H27.3.27 土木工事 18,500,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

12 公共下水道事業管渠布設工事（船引字太子堂地内） 船引町船引字太子堂地内
施工延長　L=181.60ｍ（基幹事業
L=147.90ｍ）、（効果促進事業L=33.70
ｍ）

H27.3.25
下水道工
事

14,500,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正 指名

13 公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目地内外） 船引町東部台二丁目地内外
施工延長　L=281.80ｍ（基幹事業
L=218.80ｍ）、（効果促進事業L=63.00
ｍ）

H27.3.13
下水道工
事

17,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

14 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地内
施工延長　L=224.80ｍ（基幹事業
L=125.60ｍ）、（効果促進事業L=99.20
ｍ）

H27.3.13
下水道工
事

16,200,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

15 公共下水道事業管渠布設工事（船引字石田地内） 船引町船引字石田地内
施工延長　L=218.45ｍ（基幹事業
L=218.45ｍ）

H27.3.13
下水道工
事

16,900,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

16 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎第３地内） 船引町船引字源次郎地内
施工延長　L=143.00ｍ（基幹事業
L=97.00ｍ）、（効果促進事業L=46.00
ｍ）

H27.2.6
下水道工
事

10,800,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

17 市道蒲生河原線　舗装修繕工事
市道蒲生河原
線

都路町古道字蒲生河原地内 舗装工オーバーレイ工　A=3,461.8㎡ H27.3.27 舗装工事 10,430,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　政一 指名

18 林道合子線　舗装修繕工事 林道合子線 都路町古道字番坊地内
舗装修繕工　L=630.0ｍ、路肩修繕工
L=60.0ｍ

H27.1.30 舗装工事 13,500,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正 指名

19 市道鳴子線　局部拡幅工事 市道鳴子線 常葉町堀田字鳴子地内 局部拡幅　L=239.0ｍ、W=3.0（4.0）ｍ H27.3.27 土木工事 18,200,000 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 防災・安全交付金事業　市道高森線　道路改良舗装工事 市道高森線 常葉町鹿山字高森地内
改良延長　L=77.8ｍ、舗装延長
L=57.8ｍ、幅員5.50（8.75）ｍ

H27.3.27 土木工事 15,100,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

21 市道岩崎線　道路改良舗装工事 市道岩崎線 大越町上大越字岩崎地内
改良工　延長　L=55.80ｍ、幅員
W=4.00（5.00）ｍ

H27.3.27 土木工事 11,500,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　蒲生　康博 指名

22 水量拡張事業　県道小野富岡線配水管布設替第３回工事 滝根町神俣字和貢地内 DIP-NS　φ 200　L=388.2ｍ H27.3.27
上水道工
事

21,600,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

23 常葉老人福祉センター暖房設備工事 常葉町常葉字備前作地内 ＦＦ暖房機設置　N=5.0台 H26.12.25
暖冷房衛
生設備工
事

1,420,000 白石水道設備工業 白石　繁好 指名

24 常葉行政局回廊等雨樋修繕工事 常葉町常葉字町裏地内
幕板改修工事　一式、雨樋改修工事
一式

H27.3.25 建築工事 2,600,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

25 市道早稲川線　県道交差部摺付工事 市道早稲川線 常葉町関本字仲之坪地内 改良工　L=70.0ｍ、舗装工　L=70.0ｍ H27.3.27 土木工事 9,000,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

26 古道地内　水路整備工事 都路町古道字山崎地内外

第1工区：前田　L=380.0ｍ　排水ﾌﾘﾕｰ
ﾑ300、第2工区：山崎　L=250.0ｍ　排
水ﾌﾘﾕｰﾑ300、第3工区：下ノ久保
L=200.0ｍ　　排水ﾌﾘﾕｰﾑ300

H27.1.30 土木工事 8,750,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

27 市道金屋中線（Ⅱ工区）排水路整備工事 市道金屋中線 滝根町神俣字金屋地内
排水側溝L=131.00ｍ、蓋掛工
L=115.00ｍ、舗装工A=65.50㎡

H27.3.20 土木工事 5,050,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

28 準用河川明部渕川筋　排水路整備工事（第２回工事） 大越町上大越字寺前地内 水路工（H=1200×W=2000）L=45.0ｍ H27.3.27 土木工事 9,000,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

29 船引中学校放送設備更新工事 船引町東部台二丁目地内 放送設備更新工事一式 H27.1.30
電気設備
工事

3,200,000 有限会社　柳沼電工 代表取締役　柳沼　末吉 指名

30 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（神俣字河原地内） 滝根町神俣字河原地内 施工数量　N=1箇所 H27.3.20
機械設備
工事

8,800,000 (株)南東北クボタ　田村営業所 所長　新田　宏司 指名

31 船引字遠表地内配水管布設工事測量設計業務委託 船引町船引字遠表地内
測量業務　1.0式　L=1.2㎞
設計業務　1.0式　L=1.2㎞

H27.3.10 業務委託 4,800,000
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 ふくしま森林再生事業　計画作成業務測量調査設計等委託 田村市内　民有林
都路地区A=40.0ｈａ、常葉地区A=40.0ｈ
ａ、船引北部地区A=40.0ｈ

H27.3.20 業務委託 48,600,000
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

33 滝根体育館耐震診断業務委託 滝根町神俣字河原地内
耐震診断業務委託　一式　ＲＣ造2階
建　A=2,506㎡

H27.3.25 業務委託 1,240,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

34 大越体育館耐震診断業務委託 大越町上大越字元池地内
耐震診断業務委託　一式　ＲＣ造2階
建　A=2,164㎡

H27.3.25 業務委託 1,240,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

35 古道体育館耐震診断業務委託 都路町古道字遠下前地内
耐震診断業務委託　一式　ＲＣ造+Ｓ造
2階建　A=1,255㎡

H27.3.25 業務委託 1,850,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

36 常葉体育館耐震診断業務委託 常葉町常葉字宮川地内
耐震診断業務委託　一式　ＲＣ造2階
建　A=2,813㎡

H27.3.25 業務委託 1,250,000 株式会社　エスデー設計研究所 代表取締役　石井　久克 指名

37 田村市道路ストック（舗装）総点検業務委託 市内一円 路面性状測定（測定車両使用）91㎞ H27.3.25 業務委託 6,100,000 ニチレキ㈱福島営業所 所長　川添崇生 指名


