
No 工事等名 路線・施設名
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（納入先）

工事の概要 工期
工事等種

別
落札金額
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落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 市道駅前馬場線　舗装新設工事
市道駅前馬場
線

船引町船引字下扇田地内
舗装工　延長　L=120.0ｍ、W=6.0
（10.0）ｍ

H28.3.25 舗装工事 10,900,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

2 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

大越町下大越字檀野平地内
改良工　延長　L=100.0ｍ、幅員
W=6.0（8.00～9.50）ｍ

H28.3.28 土木工事 18,200,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

3 岩井沢分団第１部（中作・強梨）屯所解体工事 都路町岩井沢字中作地内外
中作屯所　1階ﾌﾞﾛｯｸ造・2階木造
A=66.2㎡、強梨屯所　1階ﾌﾞﾛｯｸ造・2階
木造　A=53.4㎡

H28.2.29 建築工事 1,820,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

4 市道富作２号線　舗装新設工事
市道富作２号
線

常葉町常葉字富作地内
舗装新設　延長　L=80.0ｍ、幅員
W=4.0ｍ

H28.3.25 舗装工事 6,990,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

5 田村市農用地等除染業務委託（優先地域） 都路町岩井沢地内 除染業務　農地（畑）　A=0.76ha H28.3.25
除染業務
委託

2,400,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

6
防災・安全交付金事業　市道大橋中広土線　道路改良工事（第２回工
事）

市道大橋中広
土線

滝根町広瀬字塙地内
道路改良工（暫定改良）　L=69.1ｍ、
W=6.0（9.5）ｍ

H28.3.25 土木工事 10,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

7 市道島ノ松２号線　道路改良工事（第２回工事）
市道島ノ松２
号線

滝根町菅谷字島ノ松地内
暫定改良　延長　L=131.8ｍ　幅員
W=3.0（4.0）ｍ

H28.3.25 土木工事 6,000,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

8 市道沖田５号線　道路改良工事
市道沖田５号
線

滝根町菅谷字沖田地内
改良延長　L=74.1ｍ、幅員　W=5.5
（7.0）ｍ

H28.3.25 土木工事 4,550,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

9 市道槻木線　局部拡幅工事 市道槻木線 大越町上大越字槻木地内 局部拡幅　L=30.0ｍ、W=4.0（5.0）ｍ H28.3.25 土木工事 2,720,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

10 舟ヶ作工業団地水路修繕工事 滝根町広瀬字舟ヶ作地内 水路修繕工　L=76.0ｍ H28.2.19 土木工事 1,600,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

11 準用河川明部渕川筋　排水路整備工事
準用河川明部
渕川筋

大越町上大越字寺前地内 水路工（H1200×W2000）　L=67.0ｍ H28.3.25 土木工事 9,050,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

12 移分団第２部・３部屯所解体工事 船引町南移字町尻地内外
第2部屯所　木造2階建　A=43.4㎡、第
3部屯所　木造2階建　A=52.4㎡

H28.2.29 建築工事 1,540,000 有限会社　鈴木工務所 代表取締役　鈴木　丈夫 指名

13 船引運動場屋内ゲートボール場防球ネット設置工事 船引町船引字源次郎地内
防球ﾈｯﾄ設置　北・南壁面　N=4.0枚、
東・西壁面　N=4.0枚、天井面　N=4.0
枚、中央部　N=2.0枚

H28.3.10 建築工事 6,460,000 有限会社　マルサ佐藤建設 代表取締役　佐藤　清司 指名

14 市道反田蟹沢線　道路改良工事（第２回工事）
市道反田蟹沢
線

船引町今泉字反田地内 改良工　L=60.0ｍ、W=4.0（5.0）ｍ H28.3.25 土木工事 4,550,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

15 市道川前線　道路改良工事 市道川前線 船引町石沢字川前地内
改良工　延長　L=22.80ｍ、幅員
W=4.0ｍ

H28.3.25 土木工事 4,600,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

16 市道平線　道路改良工事 市道平線 船引町上移字根岸地内
道路改良　延長　L=65.0ｍ、幅員
W=4.0（5.0）ｍ

H28.3.25 土木工事 8,300,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

17 市道舘屋敷上江線　側溝敷設工事
市道舘屋敷上
江線

船引町船引字上江地内 施工延長　L=78.0ｍ H28.2.19 土木工事 1,750,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

18 市道戸沢西向線　側溝敷設工事
市道戸沢西向
線

船引町今泉字宇洞地内 施工延長　L=26.0ｍ H28.3.25 土木工事 3,650,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

19 公共下水道関連　船引字石田地内配水管布設替工事 船引町船引字石田地内
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管1種2層管　φ 50
L=37.00ｍ

H28.3.25
上水道工
事

2,500,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

20
（仮称）田村中央スマートインターチェンジ（市道堀之内線）井戸地下水変
位調査業務委託

大越町牧野字堀之内地内 井戸地下水調査　N=6.0箇所 H28.3.25 業務委託 2,000,000
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

21 市道曲田上線　地形測量業務委託 市道曲田上線 大越町上大越字曲田地内 地形測量　L=0.40㎞ H28.3.25 業務委託 2,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田
村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

22
（仮称）田村中央スマートインターチェンジ（市道堀之内線）建物地盤変動
事前調査業務委託

大越町牧野字堀之内地内 建物事前調査　N=1.0式 H28.3.25 業務委託 4,200,000 株式会社　第一測地補償 代表取締役　小柴　建造 指名

23 ふくしま森林再生事業　常葉地区　１工区　森林整備業務委託 常葉町西向字米粉原地内 森林整備　A=7.71ｈａ H27.12.25 業務委託 9,500,000 田村森林組合
代表理事組合長　早川　英
二

指名

24 ふくしま森林再生事業　船引地区　１工区　森林整備業務委託 船引町船引字片曽根地内 森林整備　A=11.49ｈａ H27.12.25 業務委託 36,000,000 田村森林組合
代表理事組合長　早川　英
二

指名
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