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1 瀬川小学校ポンプ室・受水槽改修工事
田村市立瀬川
小学校

船引町新舘字軽井沢地内
受水槽水平修復工事一式　ｱﾝｶｰ固定
3ヶ所、　ﾎﾟﾝﾌﾟ室沈下修正工事一式
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ6ヶ所

H27.9.30 建築工事 2,500,000 有限会社　マルサ佐藤建設 代表取締役　佐藤　清司 指名

2 市道反田蟹沢線　道路改良工事
市道反田蟹沢
線

船引町今泉字反田地内 道路改良工　L=45.5ｍ、W=4.0（5.0）ｍ H28.3.11 土木工事 4,570,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

3 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=84.0ｍ H27.9.25 土木工事 2,700,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

4 市道堂山夏崎線　側溝敷設工事
市道堂山夏崎
線

船引町門沢字大旦地内 側溝敷設工　L=80.0ｍ H27.9.25 土木工事 2,670,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

5 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字源次郎地内外） 船引町船引字源次郎地内外

当初施工面積　A=973.73㎡（基幹事業
舗装工A=719.36㎡）、（単独事業　舗
装工A=254.37㎡）、公共ます設置
N=1箇所

H27.9.30 舗装工事 7,400,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

6 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字山ノ内地内） 船引町船引字山ノ内地内
当初施工面積　A=1451.85㎡（基幹事
業　舗装工A=1332.86㎡）、（単独事業
舗装工A=118.99㎡）

H27.9.30 舗装工事 7,650,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

7 移分団２部・３部集合屯所建設工事 船引町北移字大鹿田地内
消防屯所建設　木造2階建　A=123.46
㎡

H27.11.30 建築工事 15,700,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（船引字扇田地内外） 船引町船引字扇田地内外
施工延長　L=210.00ｍ（基幹事業
L=182.00ｍ）、（単独事業　L=28.00ｍ）

H27.11.30
下水道工
事

15,000,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

9 公共下水道事業管渠布設工事（船引字卯田ケ作地内外）
船引町船引字卯田ケ作地内
外

当初施工延長　L=195.15ｍ（基幹事業
開削工法　L=82.35ｍ）、（基幹事業推
進工法　L=46.25ｍ）、（単独事業　開
削工法　L=66.55ｍ）、1号ﾏﾝﾎｰﾙ
N=4.00箇所、小型ﾏﾝﾎｰﾙ（ﾚｼﾞﾝ製）
N=6.00箇所

H27.11.30
下水道工
事

18,200,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

10 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台三丁目地内外） 船引町東部台三丁目地内外
当初施工面積　A=2671.44㎡（基幹事
業　舗装工A=1484.42㎡）、（単独事業
舗装工A=1187.02㎡）

H27.10.30 舗装工事 17,600,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

11 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字四城内前地内） 船引町船引字四城内前地内
施工面積　A=1969.33㎡（基幹事業
A=1874.58㎡）、（効果促進事業
A=94.75㎡）

H27.10.30 舗装工事 11,300,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

12 防災・安全交付金事業　市道湯田線　道路改良舗装工事 市道湯田線 大越町上大越字湯田地内
改良工　延長　L=190.00ｍ　幅員
W=6.00（9.50）ｍ、舗装工　延長
L=96.37ｍ　幅員　W=6.00（9.50）ｍ

H28.3.28 土木工事 39,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

13 大越屋内ゲートボール場宅内排水衛生設備工事 大越町上大越字水神宮地内
便器交換　小便器　N=1.0台、大便器
N=1.0台、外部排水管布設　塩化ﾋﾞﾆﾙ
管配管　φ 100　L=50.0ｍ

H27.10.30
暖冷房衛
生設備工
事

1,380,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

14 田村市頭ノ巣集会所トイレ改修工事
田村市頭ノ巣
集会所

都路町古道字京久保地内 トイレ改修工事　N=1式 H27.10.30
暖冷房衛
生設備工
事

2,760,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　清孝 指名

15 水量拡張事業　県道小野富岡線配水管布設替工事 滝根町神俣字入新田地内
配水管布設替工事　DIP-NS　φ 300
L=355.1ｍ（356.2ｍ）、舗装復旧工
A=1460.0㎡

H28.2.26
上水道工
事

53,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

16 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字弥五郎内地内外）
滝根町神俣字弥五郎内地内
外

施工延長　L=89.64ｍ（圧送区間）、基
幹事業　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=62.36
（62.40）ｍ、凍結防止用ｱﾗﾐﾄﾞ外装ﾎﾟﾘｴ
ﾁﾚﾝ管L=27.28（28.00）ｍ、内橋梁添架
L=23.00ｍ、第2号ﾏﾝﾎｰﾙ（回転圧入式
立杭）N=1.00基

H27.10.30
下水道工
事

11,800,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

17 社会資本整備総合交付金事業　市道定福山口線　道路改良舗装工事
市道定福山口
線

常葉町山根字定福地内
改良延長　L=40.0ｍ、舗装延長
L=270.0ｍ、幅員　W=5.5（7.0）ｍ

H28.2.26 土木工事 36,200,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

18 休石地区　水路整備工事 常葉町西向字休石地内
水路整備　L=187.5ｍ（排水ﾌﾘｭｰﾑ
1800×1000）

H28.3.25 土木工事 27,100,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

19 公共下水道事業舗装復旧工事（神俣字五林平地内外） 滝根町神俣字五林平地内外
当初施工面積　A=1505.39㎡（基幹事
業　舗装工A=1381.53㎡）、（単独事業
舗装工A=123.86㎡）

H27.10.30 舗装工事 11,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

20 水量拡張事業　県道小野富岡線舗装本復旧第１工区工事 滝根町神俣字入新田地内
舗装本復旧工　A=1610.0㎡　L=409.6
ｍ

H28.2.26 舗装工事 22,200,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

21 水量拡張事業　県道小野富岡線舗装本復旧第３工区工事 滝根町神俣字和貢地内 舗装本復旧工　L=404.02ｍ H27.11.30 舗装工事 24,900,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名
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22 あぶくま洞管理事務所改築工事 滝根町菅谷字東釜山地内
管理事務所建設　鉄骨造2階建
A=192.66㎡、旧管理事務所解体　RC
造平屋建　A=66.6㎡

H28.3.28 建築工事 79,000,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

23 岩井沢分団第１部集合屯所建設工事 都路町岩井沢字中作地内
消防屯所建設　木造2階建　A=123.46
㎡

H27.11.30 建築工事 14,500,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

24 水道施設保全改修　減圧弁更新工事 常葉町新田作字湯舟地内
圧力調整弁（RP-10型、φ 100）　N=1.0
基

H27.10.30
上水道工
事

1,860,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

25 公共下水道事業舗装復旧工事（常葉字坂ノ下地内） 常葉町常葉字坂ノ下地内
当初施工面積　A=1355.30㎡（基幹事
業　舗装工A=1355.30㎡）、公共ます設
置　N=1箇所

H27.9.30 舗装工事 8,400,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

26 古道字下ノ久保地区　水路整備工事 都路町古道字下ノ久保地内 水路整備　L=130.0ｍ　排水ﾌﾘｭｰﾑ900 H27.12.18 土木工事 7,820,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

27 市道大林坊ノ入線　道路改良舗装工事
市道大林坊ノ
入線

大越町下大越字田子屋地内
改良延長　L=50.0ｍ、舗装延長
L=110.0ｍ、幅員　W=4.0ｍ

H27.12.18 土木工事 6,400,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

28 常葉ディサービスセンター高圧器取替工事 常葉町常葉字備前作地内
電灯変圧器取替　N=1.0台、動力変圧
器取替　N=1.0台

H27.8.31
電気設備
工事

1,680,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 指名

29 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字日照田地内） 大越町下大越字日照田地内
施工延長　L=27.70ｍ（基幹事業
L=27.70ｍ）

H28.2.29
下水道工
事

20,800,000
仙建工業　株式会社　郡山営業
所

所長　菊地　昌弘 指名

30 田村市新水道ビジョン策定業務委託 田村市水道事業所管内一円 新水道ビジョン策定業務　一式 H28.2.29 業務委託 4,450,000 株式会社　ＮＪＳ　福島出張所 所長　土屋　剛 指名

31 牧野工業団地配水管布設工事測量設計業務委託
大越町上大越字明部渕～牧
野字堺地内

測量設計業務　1.0式　L=1,200.0ｍ H27.12.10 業務委託 4,000,000
総合技術コンサルタンツ　株式会
社　田村営業所

所長　南部　誠 指名

32 公共下水道事業地質調査業務委託（船引字砂子田地内外） 船引町船引字砂子田地内外
地質調査　N=14箇所（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度
H=79.0ｍ）

H27.11.30 業務委託 8,700,000
株式会社　日本技術ガイドセン
ター

代表取締役　仁井田　一意 指名

33 公共下水道事業地質調査業務委託（船引字太子堂地内外） 船引町船引字太子堂地内外
地質調査　N=8箇所（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度
H=40.0ｍ）

H27.11.30 業務委託 5,600,000
日栄地質測量設計　株式会社
郡山支社

取締役支社長　蛭田　浩仙 指名

34 公共下水道事業地質調査業務委託（上大越字求中地内外） 大越町上大越字求中地内外
地質調査　N=10箇所（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度
H=50.0ｍ）

H27.11.30 業務委託 6,600,000 新協地水　株式会社 代表取締役　佐藤　正基 指名

35 市道黒内３号線　用地測量業務委託
市道黒内３号
線

船引町荒和田字舘ヶ森地内 用地測量　A=3.31ｈａ H28.1.29 業務委託 7,700,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名

36 公共下水道事業測量設計業務委託（船引字砂子田地内外） 船引町船引字砂子田地内外
測量面積　A=15.11ｈａ、設計延長
L=1456.0ｍ

H28.2.26 業務委託 18,000,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名

37 公共下水道事業測量設計業務委託（船引字太子堂地内外） 船引町船引字太子堂地内外
測量面積　A=5.44ｈａ、設計延長
L=1018.0ｍ

H28.2.26 業務委託 13,900,000 株式会社　ミモリ技建 代表取締役　上野　榮治 指名

38 公共下水道事業測量設計業務委託（上大越字求中地内外） 大越町上大越字求中地内外
測量面積　A=8.08ｈａ、設計延長
L=1639.0ｍ

H28.2.26 業務委託 17,300,000
総合技術コンサルタンツ　株式会
社　田村営業所

所長　南部　誠 指名

39 市道東向線　路線測量業務委託 市道東向線 常葉町常葉字東向地内 路線測量（縦断・横断測量）　L=1.00㎞ H27.10.30 業務委託 2,100,000
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

40 市道鼠喰線　地形測量業務委託 市道鼠喰線 船引町大倉字伊後田地内 地形測量　L=0.70㎞ H27.10.30 業務委託 3,000,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名

41 市道山口遠上線　測量設計業務委託
市道山口遠上
線

大越町上大越字山口地内 路線測量　L=1.49㎞ H27.10.30 業務委託 4,200,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　佐藤　治彦 指名

42 春山橋橋りょう補修設計業務委託 船引町春山字上ノ台地内 補修設計　N=1.0橋 H27.9.4 業務委託 1,550,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　佐藤　治彦 指名

43 あぶくま洞管理事務所改築工事監理業務委託 滝根町菅谷字東釜山地内
工事監理業務　事務所改築工事　鉄
骨造2階建　A=192.66㎡

H28.3.28 業務委託 2,100,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

44 船引浄水場第１、第３配水池清掃業務委託 船引町船引字舘地内外
配水池清掃業務（ﾛﾎﾞｯﾄ清掃）船引第1
配水池　1箇所、船引第3配水池　1箇
所

H27.9.30 業務委託 1,430,000 株式会社　ミツワ 代表取締役　佐藤　茂 指名

45 都路診療所立位リーダー撮影台購入 都路町古道字寺下50 立位リーダー撮影台　一式 H27.9.30 備品購入 1,190,000 コセキ　株式会社　郡山営業所 所長　村上　慎 指名

46 都路診療所自動分割分包機購入 都路町古道字寺下50 自動分割分包機　一式 H27.9.30 備品購入 1,350,000 安積医科器械　株式会社 代表取締役　矢吹　忍 指名

47 田村市公用車購入（小型貨物緊急車両２台） 船引町船引字上川原33番地 公用車（小型貨物緊急車両2台） H27.9.30 備品購入 2,800,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名


