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1 田村市産業団地　街区1号線舗装新設工事
田村市産業団
地　街区１号線

大越町上大越字後原地内
舗装延長　L=512.7ｍ　　幅員　W=6.0（12.0）
ｍ

H31.3.26 舗装工事 54,700,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き

1 市道井坪線　道路改良舗装工事 市道井坪線 常葉町常葉字下井坪地内
改良延長　Ｌ＝60.00m　　舗装延長　Ｌ＝
20.00m　　幅員　Ｗ＝5.50（7.00）m

H31.3.22 土木工事 14,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

2 除染除去物端末輸送業務（都路第11行政区（白石））

搬出場（一時保管所）：都
路第11行政区（白石）
積込場（一時保管所）：都
路第10行政区（頭ノ巣その
2）

都路町古道字白石地内 除染除去物端末輸送　　N=2,000袋 H31.3.29 業務委託 70,300,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

3 除染除去物端末輸送業務（山根行政区（7号組））
搬出場（一時保管所）：山
根行政区（7号組）
積込場（一時保管所）：山
根行政区（8号組その2）

常葉町山根字竃場地内 除染除去物端末輸送　　N=1,120袋 H31.3.29 業務委託 41,700,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

4 常葉小学校スクールバス乗降場整備工事 常葉小学校 常葉町常葉字上野地内 舗装面積　Ａ＝1，056.9㎡ H31.3.22 舗装工事 11,000,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

5 新田作字五味田地区　水路整備工事 0 常葉町新田作字五味田地内 水路整備工（４００×４００）　L＝190.0ｍ H31.3.22 土木工事 4,950,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

6 除染除去物端末輸送業務（常葉町早稲川外2箇所）
搬出場（一時保管所）：常
葉町早稲川、関本、小檜山
積込場（一時保管所）：堀
田

常葉町早稲川字宇道地内外 除染除去物端末輸送　　N=130袋 H31.3.29 業務委託 6,740,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

7 消火栓関連事業　大越町上大越字大田立地内消火栓設置工事 0 大越町上大越字大田立地内 地上式消火栓設置工事　　N=1.0基 H31.3.22 上水道工事 1,470,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

8 水道施設保全改修　入新田ＮＯ．２圧力調整弁更新工事 0 滝根町神俣字入新田地内
入新田ＮＯ．２圧力調整弁更新工事　　圧
力調整弁　１台

H31.3.22 上水道工事 2,900,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

9 大越地区隊第１分団第２部第３班消防車庫建設工事
大越地区隊第１
分団第２部第３
班消防車庫

大越町下大越字後原地内
消防車庫建設　　鉄骨プレハブ造　A=36.87
㎡

H31.2.22 建築工事 5,740,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 指名

10 市道五林平和貢線　道路修繕工事
市道五林平和
貢線

滝根町神俣字木ノ下地内 道路修繕工　Ｌ＝145.0m H31.3.22 土木工事 5,150,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

11 市道川柏線　道路改良工事 市道川柏線 大越町下大越字後原地内
延長　Ｌ＝113.30m　　改良延長　Ｌ＝
65.00m　　暫定改良延長　Ｌ＝48.30m　　幅
員　Ｗ＝4.0m

H31.3.22 土木工事 5,400,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 指名

12 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

大越町上大越字岩崎前地内
水路工　　右岸　Ｌ＝25.00m　　左岸　Ｌ＝
35.00m

H31.3.22 土木工事 7,900,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

13 除染除去物端末輸送業務（中山行政区）
搬出場（一時保管所）：中
山行政区
積込場（一時保管所）：横
道行政区（その1）

船引町中山字遠中山地内 除染除去物端末輸送　　N=2,000袋 H31.3.29 業務委託 72,000,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

14 除染除去物輸送に係る可燃物詰替業務（北移行政区（西作））
積込場（一時保
管所）：北移行
政区（西作）

船引町北移字赤貝又地内 可燃物詰替　　N=1,140袋 H31.3.29 業務委託 32,700,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

15 市道南1号柏原2号線　舗装新設工事
市道南1号柏原
2号線

船引町芦沢字叺内前地内
舗装延長　Ｌ＝132.0m　　幅員　Ｗ＝4.0
（5.0）m

H31.3.22 舗装工事 4,600,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

16 芦沢字根柄地区　水路維持補修工事 0 船引町芦沢字根柄地内 水路維持補修　Ｌ＝10.0ｍ H31.3.22 土木工事 1,750,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

17 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＝43.50ｍ　　幅員　Ｗ＝4.0
（5.0）ｍ

H31.3.22 土木工事 4,750,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

18 除染除去物端末輸送業務（北移行政区（沢口池））
搬出場（一時保管所）：北
移行政区（沢口池）
積込場（一時保管所）：横
道行政区（その2）

船引町北移字赤貝又地内 除染除去物端末輸送　　N=180袋 H31.2.22 業務委託 8,200,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名
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19 入水鍾乳洞Ｂコースフローライン修繕工事 入水鍾乳洞 滝根町菅谷字大六地内
照明交換　　ＬＥＤ４線チューブライト設置
L=273ｍ

H31.2.22
電気設備工
事

1,400,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　遠藤　嘉行 指名

20 田村市産業団地　案内標識設置工事
田村市産業団
地 関連

大越町地内
施設誘導サイン　Ｎ＝7.0基　外　Ｎ＝18.0
基

H31.3.22 土木工事 9,800,000 信号器材　株式会社　福島営業所 所長　坪井　修一 指名

21 情報系パソコン購入 0 船引町船引字畑添地内　外
シンクライアント端末　185台　　・本体OS :
Windows 10 IoT Enterprise　　・23インチワ
イドTFT液晶モニタ

H31.3.28 備品購入 12,900,000 有限会社　サトウ事務機器 代表取締役　佐藤　大介 指名

22 公用車購入（小型乗用車2台、軽トラック1台） 0 船引町船引字畑添地内
○公用車購入　３台
・小型乗用車　２台　・軽トラック　１台

H31.2.28 備品購入 4,700,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名

23 汚泥再生処理センター地質調査業務委託 0 船引町春山字赤間田地内
汚泥再生処理センター地質調査業務
ボーリング　Ｎ＝1.0箇所

H31.3.22 業務委託 3,200,000 山北調査設計　株式会社 代表取締役　林　英幸 指名

24 あぶくま洞洞窟内部３Ｄ詳細測量業務委託 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 ３Ｄ測量業務　Ｎ＝1.0式 H31.3.22 業務委託 4,350,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

25 市道花立本郷線　用地測量業務委託
市道花立本郷
線

船引町芦沢字花立地内 用地測量　Ｌ＝3.22ha H31.3.22 業務委託 6,600,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

26 市道壁谷田線　地形測量業務委託 市道壁谷田線 常葉町常葉字石蒔田地内 地形測量　Ａ＝0.021㎢ H31.3.22 業務委託 1,600,000 総合技術コンサルタンツ　株式会社 代表取締役　安部　勝緒 指名

27 汚泥再生処理センター用地測量業務委託 船引町春山字赤間田地内
汚泥再生処理センター用地測量業務　　用
地測量　Ａ＝0.89ha

H31.3.22 業務委託 2,600,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名


