
No 工事等名 路線・施設名
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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 市道曲田線　道路改良工事（第1回工事） 市道曲田線 大越町上大越字後原地内
改良工　延長　L=194.0ｍ　　幅員　W=6.0ｍ
（10.0）ｍ

H30.3.23 土木工事 50,600,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

2 岩井沢字持藤田地区　水路整備工事
都路町岩井沢
字持藤田地区

都路町岩井沢字持藤田地内

水路整備工　１工区：ベンチフリューム（BF400）L=68.0
ｍ　　２工区：大型フリューム（B1200×H1000）L=90.0
ｍ　　３工区：大型フリューム（B1200×H1000）L=190.0
ｍ

H30.3.23 土木工事 22,500,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

3 岩井沢字強梨・北向地区　水路整備工事
都路町岩井沢
字強梨・北向地
区

都路町岩井沢字強梨・北向地内

水路整備工　強梨地区：排水フリューム（B1000
×H1000）L=140.0ｍ　　集水桝（B1300×L1300
×H1800）N=１基　　北向地区：大型フリューム
（B1000×H1000）L=130.0ｍ

H30.3.23 土木工事 16,570,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

4 休石地区　水路整備工事
常葉町西向字
休石地区

常葉町西向字休石地内
水路整備工　排水フリューム（1200×
1000）：L=125.0ｍ　仮設道路工B=4.0ｍ
L=60.0ｍ

H30.3.23 土木工事 25,100,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

5 社会資本整備総合交付金事業　市道原線　道路改良工事 市道原線 船引町北鹿又字広見地内 改良延長　L=80.2ｍ　　幅員　W=6.0（8.0）ｍ H30.3.16 土木工事 19,700,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

6 公共下水道事業管渠布設工事（船引字砂子田地内） 0 船引町船引字砂子田地内
施工延長　L=237.85ｍ（基幹事業　開削工
L=237.85ｍ）

H30.3.16 下水道工事 23,900,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

7 水道施設保全改修　滝根浄水場２系２号ろ過砂入替工事 0 滝根町神俣字入新田地内 ろ過砂入替　V=141.0㎥ H30.2.23 上水道工事 8,850,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

8 水道施設保全改修　大越浄水場配水流量計更新工事 0 大越町上大越字大日前地内
配水管布設工事　ダクタイル鋳鉄管（DIP
Ø250）L=16.9ｍ　電磁流量計　N=１個　　レ
ジンコンクリート製流量計室　N=１基

H30.3.23 上水道工事 21,700,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

9 市道貝谷河原町線　道路改良舗装工事
市道貝谷河原
町線

滝根町広瀬字河原町地内
改良延長　L=103.0ｍ　　舗装延長
L=103.0ｍ　　幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H30.3.23 土木工事 11,450,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

10 市道岩崎線　道路改良舗装工事 市道岩崎線 大越町上大越字鷹待田地内
改良舗装工　L=50.0ｍ　W=4.0（5.0）ｍ　　改
良工　L=13.0ｍ　W=4.0（5.0）ｍ　　舗装工
L=40.0ｍ　W=4.0（5.0）ｍ

H30.1.26 土木工事 5,250,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　蒲生　康博 指名

11 枯木作地区　水路整備工事 枯木作地区 滝根町菅谷字枯木作地内
水路整備工　L=138.7ｍ（排水フリューム
700×700）

H30.3.23 土木工事 7,280,000 有限会社　柳沼企業 代表取締役　柳沼　昌寿 指名

12 矢立松地区　水路整備工事 矢立松地区 滝根町菅谷字矢立松地内
水路整備工　L=325.5ｍ（400ベンチフリュー
ム）

H30.3.23 土木工事 10,250,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

13 大越中学校　進入路拡幅工事 大越中学校 大越町上大越字古町地内 進入路拡幅　N=1.0式 H30.1.26 土木工事 13,170,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

14 農道中小屋線　道路維持補修工事 農道中小屋線 都路町岩井沢字中小屋地内 道路維持補修工　L=160.0ｍ　W=4.0ｍ H29.12.22 土木工事 9,470,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

15 田村市岩井沢北部生活改善センター土留め工事
田村市岩井沢
北部生活改善
センター

都路町岩井沢字段ノ原地内 鋼製カゴ枠工　A=50.0㎡ H29.12.22 土木工事 4,920,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

16 堀田児童館解体工事 常葉町堀田字南畑地内 解体工事　木造平屋建　A=212㎡ H29.12.22 建築工事 3,160,000 有限会社　佐藤建築 代表取締役　佐藤　淳一 指名

17 市道船引石森線　道路改良舗装工事
市道船引石森
線

船引町船引字上大平地内
改良延長　L=33.0ｍ　　舗装延長　L=33.0ｍ
幅員　W=6.0（10.0）ｍ

H30.2.23 土木工事 12,000,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

18 市道田代1号線　道路改良舗装工事 市道田代１号線 船引町中山字田代地内
改良延長（一部暫定）　L=40.0ｍ　　舗装延
長　L=27.5ｍ　　幅員W=4.0（5.0）ｍ

H30.1.26 土木工事 5,900,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

19 市道尾ノ内柏原線　道路改良舗装工事
市道尾ノ内柏原
線

船引町芦沢字中ノ内地内
改良延長　L=47.4ｍ　　舗装延長　L=47.4ｍ
幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H30.1.26 土木工事 8,800,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名
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20 社会資本整備総合交付金事業　市道西向今泉線　道路改良工事 市道西向今泉線 船引町今泉字葉前場地内 改良延長　L=87.4ｍ　　幅員　W=4.0（5.0）ｍ H30.1.26 土木工事 8,290,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

21 社会資本整備総合交付金事業　市道西向今泉線　補償物件調査算定業務委託
市道西向今泉
線

常葉町西向字仁井町地内 補償物件調査算定　N=1.0式 H29.12.22 業務委託 2,800,000
株式会社　東都不動産補償コンサル
研究所

代表取締役　佐久間　隆使 指名

22 市道鼠喰線　用地測量業務委託 市道鼠喰線 船引町大倉字伊後田地内 用地測量　A=2.60ha H30.1.26 業務委託 5,800,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋  和広 指名

23 防災・安全交付金事業　道路橋定期点検業務委託 船引町春山字上ノ台地内外 道路橋定期点検　N=110.0橋 H30.2.23 業務委託 46,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

24 美山地区公民館耐震診断業務委託 船引町北鹿又字下旦ノ平地内 耐震診断業務　RC造　A=380㎡ H30.2.23 業務委託 1,400,000 株式会社　清水公夫研究所 代表取締役　清水　公夫 指名

25 芦沢地区公民館耐震診断業務委託 船引町芦沢字霜田地内 耐震診断業務　S造　A=203㎡ H30.2.23 業務委託 900,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

26 七郷地区公民館耐震診断業務委託 船引町門沢字新舘地内 耐震診断業務　RC造　A=584㎡ H30.2.23 業務委託 1,500,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　昇 指名

27 田村市大久保生活改善センター設計業務委託 都路町古道字春日前地内
○集会所新築工事設計　木造平屋建　A≒150
㎡　　○集会所解体工事設計　木造平屋建　A
≒170㎡　　○敷地内外構・造成工事設計　一式

H30.2.23 業務委託 3,687,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

28 大越診療所解体工事設計業務委託 大越町上大越字古川地内 解体工事設計　RC造２階建　A=1,246㎡ H29.12.22 業務委託 925,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

29 大越診療所敷地土壌検査委託 大越町上大越字古川地内
土壌分析（第２特定有害物質溶出試験・含
有量試験）　N=18検体

H29.12.22 業務委託 4,600,000 新協地水　株式会社 代表取締役　佐藤　正基 指名

30 ふくしま森林再生事業　船引北部地区1工区　森林整備業務委託 船引北部地区 船引町南移字払川地内
船引北部地区1工区（船引町南移字払川地
内）　森林整備　A=17.05ha（間伐、路網整
備）

H30.2.28 業務委託 27,000,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名


