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1 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 常葉町西向字堂ケ入地内
施工延長　Ｌ＝110．0m（改良・舗装110.0m）
幅　　　員　W=5.50（8.75）ｍ

R5.3.24 土木一式工事 42,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

2
社会資本整備総合交付金事業　市道永畑屋戸線　道路改良
舗装工事

市道永畑屋戸
線

船引町春山字永畑地内
施工延長　Ｌ＝249.7m（改良・舗装249.7m）
幅　　　員　W=4.0（5.0）ｍ

R5.2.24 土木一式工事 35,400,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 条件付き

3 辺地対策事業　市道越田和線　道路改良舗装工事 市道越田和線 船引町南移字寺地地内
施工延長　Ｌ＝125．2m（改良125.2m・舗装125.2m）
幅　　　員　W=4.0（5.0）ｍ

R5.3.24 土木一式工事 17,900,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 条件付き

4 辺地対策事業　市道東向線　道路改良舗装工事 市道東向線 常葉町常葉字東向地内
施工延長　Ｌ＝120．0m（改良40.0m・舗装120.0m）
幅　　　員　W=5.5（7.0）ｍ

R4.12.23 土木一式工事 10,377,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　和則 条件付き

5 市道福祉の森線　道路改良工事
市道福祉の森
線

船引町北鹿又字高森地内
施工延長　Ｌ＝76．6m（改良76.6m・舗装0.0m）
幅　　　員　W=4.0（5.0）ｍ

R4.12.23 土木一式工事 4,450,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 条件付き

6 市道山中線　道路改良工事 市道山中線 船引町永谷字八升蒔地内
施工延長　Ｌ＝89．0m（改良工89.0m）
幅　　　員　W=4.0（5.0）ｍ

R4.12.23 土木一式工事 4,500,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 条件付き

7 市道江戸内広見線　道路改良舗装工事
市道江戸内広
見線

船引町北鹿又字大森地内
施工延長　Ｌ＝30．0m（改良30.0m・舗装30.0m）
幅　　　員　W=4.0ｍ

R4.12.23 土木一式工事 4,050,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 条件付き

8 市道中ノ目下町線　道路改良工事
市道中ノ目下町
線

大越町下大越字平鉢地内
施工延長　Ｌ＝56．0m（改良工56.0m）
幅　　　員　W=4.0ｍ

R4.10.28 土木一式工事 3,690,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 条件付き

9 道路メンテナンス事業　猿内橋　橋梁補修工事 市道猿内3号線 滝根町菅谷字猿内地内

橋梁補修工事　N=1式
橋長　L=12.8m、幅員　W=3.00m
床版補修　遊離石灰ケレン除去　N=1式
舗装補修　橋面防水　N=1式

R4.11.25 土木一式工事 3,500,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 条件付き

10 道路メンテナンス事業　稲荷下橋　橋梁補修工事 市道稲荷下線 滝根町広瀬字川除地内

橋梁補修工事　N=1式
橋長　L=13.9m、幅員　W=2.72m
主桁・床版・橋台補修　ひび割れ補修工・断面修復工
N=1式
地覆補修　断面修復工　N=1式

R4.11.25 土木一式工事 2,660,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 条件付き

11 市道曲田上線　道路改良舗装工事 市道曲田上線 大越町上大越字曲田地内
施工延長　Ｌ＝12．6m（改良12.6m・舗装12.6m）
幅　　　員　W=4.0ｍ

R4.11.25 土木一式工事 2,030,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

12 船引馬場団地4号棟外壁・給排水管改修工事
船引馬場団地4
号棟

船引町船引字馬場地内
外壁改修　複層塗材E塗装　A=1,655㎡
給排水管改修　N=1式

R5.2.24 建築工事 96,200,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 条件付き

13 船引地区隊第5分団第1部集合屯所建築工事
船引地区隊第5
分団第1部集合
屯所

船引町門沢字新館地内 集合屯所建築工事　木造平屋建　A=129.18㎡ R5.2.24 建築工事 44,800,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　美智恵 条件付き

14 船引地区隊第5分団第2部集合屯所建築工事
船引地区隊第5
分団第2部集合
屯所

船引町芦沢字橋向地内 集合屯所建築工事　木造平屋建　A=77.84㎡ R5.2.24 建築工事 38,200,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 条件付き

15 船引中学校北側屋根葺き替え工事 船引中学校 船引町東部台二丁目地内 屋根葺き替え　A=619㎡ R5.3.24 建築工事 13,600,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 条件付き

16 学校給食センター災害復旧工事
学校給食セン
ター

常葉町西向字菅田地内
〇壁・天井部　シーリング　L=1,125㎡
〇壁・天井部　ケイカル板張替　N=70箇所

R4.8.31 建築工事 4,340,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

17 船引南小学校　体育館天井改修工事 船引南小学校 船引町堀越字丸森地内
船引南小学校体育館天井経年劣化に伴う補修にかか
る経費

R4.10.31 建築工事 3,200,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 条件付き

18 つつじヶ丘公園高圧機器更新工事 つつじヶ丘公園 大越町下大越字大荷場地内
高圧機器更新　N=1式
高圧機器　１機

R5.3.31 電気設備工事 6,350,000 三輪電設工業　株式会社 代表取締役　三輪　真一 条件付き

19 水道施設保全改修　都路浄水場取水流量計更新工事 都路町古道字館腰地内
取水流量計　N=1式
計装盤、変換器、検出器更新

R5.3.17 電気設備工事 1,845,000 株式会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 条件付き

20 滝根公民館菅谷分館トイレ洋式化改修工事
滝根公民館菅
谷分館

滝根町菅谷字沖田地内
トイレ洋式化　N=3台
ユニバーサルトイレ設置 N=1式

R4.10.28
暖冷房衛生設
備工事

6,300,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 条件付き

21 学校給食センター空調機2系統改修工事
学校給食セン
ター

常葉町西向字菅田地内
空調機改修　N=1式
ACP－2系統空調機更新、室外機加工等その他

R5.3.31
暖冷房衛生設
備工事

5,000,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 条件付き
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22 船引南中学校　トイレ洋式化工事 船引南中学校 船引町堀越字丸森地内
校舎2階トイレ洋式化　N=2（男1・女1）
体育館トイレ洋式化　N=2（男1・女1）

R4.10.31
暖冷房衛生設
備工事

2,180,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 条件付き

23 水道施設保全改修　常葉浄水場舘配水池配水管布設替工事 常葉町常葉字舘地内
配水用ポリエチレン管　φ150mm　L=42.5m
配水用ポリエチレン管　φ75mm　L=32.0m

R5.1.27 上水道工事 11,000,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 条件付き

24 道路メンテナンス事業　川向橋　外　橋梁定期点検業務委託
市道入ノ作線
外

大越町下大越字川向地内外 橋梁定期点検業務委託　N=34橋 R5.1.27
業務委託（建設
コンサルタント）

17,500,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 条件付き

25 田村市上水道事業基本計画策定業務委託 田村市内
上水道事業基本計画策定業務　1式
設計協議３回、電子成果品作成

R5.3.17
業務委託（建設
コンサルタント）

16,480,000 新日本設計　株式会社　福島営業所 所長　矢内　賢紀 条件付き

26
緊急自然災害防止対策事業
船引町久保田地区　水路整備測量設計業務委託

船引町芦沢字久保田地内
水路整備測量設計　N=1.0式
延長　90ｍ

R5.1.27
業務委託（地上
測量・土木設
計）

5,109,000
日栄地質測量設計　株式会社　田村
営業所

所長　佐久間　正隆 条件付き

27
緊急自然災害防止対策事業
船引町番屋地区　水路整備測量設計業務委託

船引町北鹿又字番屋地内
水路整備測量設計　N=1.0式
延長　50ｍ

R5.1.27
業務委託（地上
測量・土木設
計）

4,895,000
日栄地質測量設計　株式会社　田村
営業所

所長　佐久間　正隆 条件付き

28
緊急自然災害防止対策事業
船引町大倉地区　水路整備測量設計業務委託

船引町大倉字鴫ヶ沢地内
水路整備測量設計　N=1.0式
延長　340ｍ

R5.1.27
業務委託（地上
測量・土木設
計）

7,170,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　蒲生　幸広 条件付き

29 ふくしま森林再生事業　年度別実施計画書作成業務委託
田村市内民有
林

田村市内民有林 面積　A=90.00ha R5.2.24

業務委託（地上
測量・建設コン
サルタント・土
木設計）

77,600,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 条件付き

30 広葉樹林再生事業　令和4年度施業事前調査業務委託
田村市内民有
林

田村市内民有林 面積　A=37.71ha R4.12.23

業務委託（地上
測量・建設コン
サルタント・土
木設計）

10,300,000
株式会社　アーバン設計　田村営業
所

所長　原田　宗一 条件付き

31 広葉樹林再生事業　令和5年度施業事前調査業務委託
田村市内民有
林

田村市内民有林 面積　A=58.44ha R5.1.27

業務委託（地上
測量・建設コン
サルタント・土
木設計）

14,400,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 条件付き

32 船引地区隊第5分団第1部集合屯所建築工事監理業務委託
船引地区隊第5
分団第1部集合
屯所

船引町門沢字新館地内
集合屯所建築工事監理業務 N=1式
木造平屋建　A=129.18㎡

R5.2.24
業務委託（建築
設計）

448,000 株式会社　APT 代表取締役　松山　泰弘 条件付き

33 船引就業改善センター解体工事実施設計業務委託
船引就業改善
センター

船引町船引字石田地内 延面積　A=478.18㎡ R4.9.30
業務委託（建築
設計）

2,100,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　淳子 条件付き
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1 ふくしま森林再生事業　大越地区　森林整備（下刈）業務委託 大越地区 大越町早稲川字下河原地内　外 森林整備　A=25.92ha　（下刈り） R4.10.28 業務委託 9,600,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

2 ふくしま森林再生事業　都路地区　森林整備（下刈）業務委託 都路地区 都路町古道字新田保地内　外 森林整備　A=90.05ha　（下刈り） R4.10.28 業務委託 30,800,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

3 ふくしま森林再生事業　常葉地区　森林整備（下刈）業務委託 常葉地区 常葉町西向字池ノ入地内 森林整備　A=29.47ha　（下刈り） R4.10.28 業務委託 11,500,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

4 ふくしま森林再生事業　船引地区　森林整備（下刈）業務委託 船引地区 船引町船引字仲上地内　外 森林整備　A=11.30ha　（下刈り） R4.10.28 業務委託 4,350,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

5 田村トンネル　電気・通信設備保守点検業務委託 田村トンネル
滝根町菅谷～田村郡小野町大字
飯豊　地内

電気・通信設備保守点検　L=957.0m R4.10.31 業務委託 #N/A #N/A 指名

6 田村市内遺跡出土土器デジタル業務委託
市内遺跡出土
土器　50点

生涯学習課指定場所
・市内遺跡出土土器の3次元モデルデータ作成
・上記によりデジタル化した資料を（仮称）デジタル版田
村市遺跡・文化財地図に掲載するための資料作成

R5.2.28 業務委託 640,000 株式会社　四門 東北支店 支店長　藤田　渉 指名

7 市内小中学校AED購入
芦沢小学校ほ
か

船引町芦沢字大越地内　ほか

設置場所：芦沢小学校、瀬川小学校、常葉中学校、船
引南中学校
AED（自動体外式除細動器） 4セット
○AED自動体外式除細動器（除細動後CPR機能付き）
○標準装備（各1台につき）
   ・バッテリ1個　・除細動パット2組　・キャリングケース
1個　・取扱説明書（クイックガイド）各1部　・小児キー又
は切り替えによる小児モード変換機能付き1個　・設置
ステッカー（納入施設の玄関等にAEDの設置施設であ
ることを示すもの）

R4.8.26
医療防疫機器
購入

1,188,000 福味商事　株式会社　田村営業所 所長　根本　幸博 指名

8 ペーパーレス会議用2in1PC購入 船引町船引字畑添76番地2
ペーパーレス会議用2in1PC購入　70台
コンバーチブル型ノートPC(Wi-Fi設定及びドメイン参加
設定費用含む)

R5.3.28
事務用機器購
入

#N/A #N/A 指名

9 田村市内小中学校教育用サーバ賃貸借及び保守業務
サーバ機器一
式

船引町船引字畑添76番地2　外
〇市内小中学校教育用サーバ機器　一式
・賃貸借期間　令和4年12月1日から令和9年11月30日
（60月）

R9.11.30 賃貸借 #N/A #N/A 指名

10 教師用ノートパソコン購入 船引町船引字畑添76番地2　外
教師加配等による随時の不足分対応のための教師用
ノートパソコン購入
　教師用ノートPC　10台購入

R4.9.30
事務用機器購
入

1,036,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　大介 指名

11 市内小中学校児童生徒机イス購入
船引小学校　ほ
か

船引町船引字南元町地内　ほか
市内小中学校備品購入
児童生徒机イス購入（138セット）

R4.8.26 機械器具購入 3,550,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

12 情報系プリンタ更新 船引町船引字畑添76番地2
情報系プリンタ更新　28台
仕様　別紙のとおり

R5.3.28
事務用機器購
入

5,630,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　大介 指名

13 大越行政局・常葉行政局　モノクロ複合機購入
大越町上大越字水神宮62番地
1、常葉町常葉字町裏1

モノクロ複合機購入　２台
　大越行政局　N=1台
　常葉行政局　N=1台

R4.10.31
事務用機器購
入

1,560,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

不 調

不 調

不 調


