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1 田村市陸上競技場　改修工事
田村市陸上競
技場

船引町船引字遠表地内 改修工　N=1.0式 H30.3.23 舗装工事 43,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

2
社会資本整備総合交付金事業　市道西向今泉線　道路改良舗装工事（第２回工
事）

市道西向今泉
線

常葉町西向字仁井町地内
改良延長　L=107.0ｍ　　舗装延長
L=107.0ｍ　　幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H30.3.16 土木工事 19,350,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

3 防災・安全交付金事業　市道高森線　道路改良工事（第２回工事） 市道高森線 常葉町鹿山字早稲田地内 改良工　L=73.90ｍ　　W=5.5（8.75）ｍ H30.3.23 土木工事 14,900,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

4 市道檜山牧場線　舗装新設工事
市道檜山牧場
線

常葉町堀田字八升栗地内 舗装延長　L=600.0ｍ　幅員　W=5.0（6.0）ｍ H30.3.16 舗装工事 26,300,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

5 市道駅前馬場線　道路改良舗装工事（第２回工事）
市道駅前馬場
線

船引町船引字五升車地内
改良延長　L=110.0ｍ　　舗装延長
L=110.0ｍ　　幅員W=6.0（10.0）ｍ

H30.3.16 土木工事 21,900,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

6 公共下水道事業管渠布設工事（船引字和尚坦地内） 0 船引町船引字和尚坦地内
施工延長　L=66.0ｍ（単独事業　開削工
L=66.0ｍ）

H30.3.23 下水道工事 8,900,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

7 道路改良関連　国道２８８号バイパス配水管布設替工事（１工区） 0 船引町船引字下大平地内
国道２８８号バイパス工事に伴う配水管敷
設替工事　　・ダクタイル鋳鉄管　DIP－GX
Ø250　L=129.0ｍ

H30.3.23 上水道工事 12,800,000 株式会社　大和田設備工業 代表取締役　大和田　一男 指名

8 水路整備関連　休石地区配水管布設替工事 0 常葉町西向字高屋地内
休石地区水路工事に支障となる配水管布設替工事
・配水用ポリエチレン管　HPPE　Ø100　L=7.5ｍ　　・仮
設管　90日レンタル　80A　L=68.0ｍ

H30.3.23 上水道工事 3,420,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

9 常葉小学校トイレ洋式化工事 0 常葉町常葉字上野地内
○洋風便器設置　N=９組　　○電気パネル
ヒーター　N=６台

H30.2.23
暖冷房衛生
設備工事

6,680,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

10 道路改良関連　市道船引石森線配水管布設替工事 0 船引町船引字大平地内
市道船引石森線道路改良工事に伴う配水
管布設替工事　　・配水用ポリエチレン管
HPPE　Ø100　L=38.0ｍ

H30.3.23 上水道工事 2,760,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

11 広瀬字蟹内地区　水路整備工事
広瀬字蟹内地
区

滝根町広瀬字蟹内地内 水路整備工（400×260）　L=240.0ｍ H30.3.23 土木工事 4,100,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

12 市道小久地柏原線　道路改良舗装工事
市道小久地柏
原線

大越町下大越字後原地内
改良舗装　L=24.2ｍ　　舗装延長　L=24.2ｍ
幅員　W=4.0ｍ

H30.3.16 土木工事 5,250,000 有限会社　白岩工務店 代表取締役　白岩　正一 指名

13 持藤田繭集出荷所改修工事 0 都路町岩井沢字持藤田地内
○アスファルト舗装　A=187㎡　　○井戸掘
削　L=60ｍ

H30.3.23 建築工事 3,540,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

14 石黒集落センター改修工事 0 都路町古道字阿園平地内
○アスファルト舗装　A=163㎡　　○井戸掘
削　L=38ｍ

H30.3.23 建築工事 3,850,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

15 戸屋集会所改修工事 0 都路町古道字横山前地内
○内壁改修　壁・床・天井改修　N=1式
○外壁改修　外壁サイディング張り　A=153
㎡

H30.3.23 建築工事 6,900,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

16 岩井沢字中作地区　水路整備工事
岩井沢字中作
地区

都路町岩井沢字中作地内 水路工　L=194.5ｍ H30.3.20 土木工事 8,250,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

17 市道堂ヶ入線　側溝敷設工事 市道堂ヶ入線 常葉町西向字堂ヶ入地内 側溝敷設工事　側溝工　L=20.0ｍ H29.12.22 土木工事 4,460,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

18 常葉中学校　舗装新設工事 常葉中学校 常葉町常葉字上野地内 駐車場面積　A=1,145.0㎡ H30.3.16 舗装工事 6,150,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

19 舘公園施設等修繕工事 0 常葉町常葉字舘地内
舘公園施設等修繕工事　　園路修繕
L=350ｍ　　手摺設置　L=55ｍ　　駐車場整
備　Ａ＝560㎡

H30.3.20 土木工事 6,950,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名
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20 市役所本庁舎公用車駐車場　舗装新設工事
市役所本庁舎
公用車駐車場

船引町船引字畑添地内 第1駐車場・第2駐車場　舗装工　N=1.0式 H30.1.29 舗装工事 6,670,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

21 市道反田蟹沢線　道路改良工事
市道反田蟹沢
線

船引町今泉字蟹沢地内 改良延長　L=70.0ｍ　　幅員　W=4.0（5.0）ｍ H30.3.23 土木工事 6,150,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

22 市道平線　側溝敷設工事 市道平線 船引町上移字平地内
側溝敷設工　側溝工　L=50.0ｍ　　横断溝
N=2.0箇所　　路盤工　L=58.0ｍ

H30.3.23 土木工事 6,230,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

23 市道舘屋敷上江線　側溝敷設工事
市道舘屋敷上
江線

船引町船引字川代地内
側溝敷設工　L=28.0ｍ　　排水フリューム
600×600

H30.2.23 土木工事 1,900,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

24 是哉寺地蔵桜　駐車場整備工事 是哉寺地蔵桜 船引町芦沢字中ノ内地内 駐車場面積　A=290.0㎡ H30.3.16 土木工事 3,000,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

25 市道城ノ内石田線　歩道改修工事
市道城ノ内石田
線

船引町船引字石田地内 歩道改修工事　L=195.0ｍ H30.3.23 土木工事 7,500,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

26 北鹿又字茸山下地区　水路整備工事
北鹿又字茸山
下地区

船引町北鹿又字茸山下地内 水路整備工（500×500）　L=70.0ｍ H30.3.23 土木工事 2,560,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

27 舘山公園施設等修繕工事 0 船引町船引字舘地内

舘山公園施設等修繕工事　　インターロッキングブロッ
ク布設替　31.5㎡　　園路コンクリート舗装工　55㎡
モーターサイレン撤去　1基　　階段肩防護柵設置　60
ｍ

H30.3.20 土木工事 4,200,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

28 市道板橋今泉線　歩道改修工事
市道板橋今泉
線

船引町船引字板橋入山地内 歩道改修工事　L=288.0ｍ H30.3.23 土木工事 11,200,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

29 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（下大越字中田地内） 0 大越町下大越字中田地内 施工数量　（当初）　N=1箇所 H30.3.16
機械設備工
事

11,000,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　阿部　喜一 指名

30 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（船引字上田中地内） 0 船引町船引字上田中地内 施工数量　（当初）　N=1箇所 H30.3.16
機械設備工
事

11,300,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業
所

所長　阿部　喜一 指名

31 船引駅前街路灯ＬＥＤ化工事 0 船引町船引字上田中地内
○船引駅前街路灯ＬＥＤ化修繕
LED街路灯　５基

H30.1.15
電気設備工
事

1,850,000 有限会社　柳沼電工 代表取締役　柳沼　末吉 指名

32 街路灯照明ＬＥＤ化修繕工事 0 滝根町・大越町・都路町・常葉町
○ＬＥＤランプ設置　滝根地区　N=123個
大越地区　N=155個　　都路地区　N=71個
常葉地区　N=108個

H30.2.23
電気設備工
事

32,000,000 株式会社　矢吹電気工事 代表取締役　矢吹　孔市 指名

33 大越衛生処理センター焼却施設解体設計業務委託 0 大越町下大越字百目木沢地内

1.有害物質等調査（1）分析調査計画書作成　（2）有害物質等
分析調査　　2.解体工事発注図書作成　（1）見積仕様書作成
（2）解体処理計画書作成　（3）発注仕様書作成　（4）財産処
分申請

H30.3.23 業務委託 12,900,000
株式会社　ｴｲﾄ日本技術開発　東北
支社

支社長　齊藤　喜一 指名

34 移地区スクールバス購入（マイクロバス） 0 船引町船引字畑添地内
移地区スクールバス　　マイクロバス
（4WD）・29人乗り(運転手含む）2台

H30.8.31 備品購入 19,600,000 有限会社　白岩モーター商会 代表取締役　白岩　薫 指名

35 うつし交流センター（仮称）備品購入 0 船引町上移字町地内
会議テーブル　37台、会議イス　111脚、会
議イス台車　3台

H29.11.30 備品購入 1,840,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名


