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1 滝根体育館耐震補強・大規模改修建築主体工事 滝根体育館 滝根町神俣字河原地内
耐震補強工事　Ｎ＝１式
大規模改修工事　Ｎ＝１式
アスベスト除去工事　Ｎ＝１式

R2.8.28 建築工事 447,000,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

2 滝根体育館耐震補強・大規模改修電気設備工事 滝根体育館 滝根町神俣字河原地内 電気設備工事　Ｎ＝１式 R2.8.28
電気設備工
事

60,500,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　遠藤　嘉行 条件付き

1 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　Ｌ＝９０．０ｍ R1.8.30
土木一式工
事

3,250,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

2 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・舗装延長　Ｌ＝８４．９２ｍ
幅員　　　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

R1.9.27
土木一式工
事

5,850,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

3 一時保管維持管理（除草等）業務委託（船引２工区） 船引町春山地内外 維持管理（除草）Ａ＝１４，１００㎡ R1.10.25 業務委託 5,900,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

4 一時保管維持管理（除草等）業務委託（船引５工区） 船引町北移地内外 維持管理（除草）Ａ＝９，１５０㎡ R1.10.25 業務委託 3,750,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

5 一時保管維持管理（除草等）業務委託（船引１工区） 船引町大倉地内 維持管理（除草）Ａ＝３１，４００㎡ R1.10.25 業務委託 12,700,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

6 一時保管維持管理（除草等）業務委託（船引４工区） 船引町上移地内外 維持管理（除草）Ａ＝１０，０５０㎡ R1.10.25 業務委託 4,200,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

7 一時保管維持管理（除草等）業務委託（芦沢・七郷） 船引町芦沢地内外 維持管理（除草）Ａ＝３，４４０㎡ R1.10.25 業務委託 1,250,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　盛 指名

8 市道宮林二ツ森線　側溝敷設工事
市道宮林二ツ森
線

船引町堀越字御堂内地内 側溝敷設工　Ｌ＝４０．０ｍ R1.8.30
土木一式工
事

1,450,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

9 市道城ノ内石田線　側溝敷設工事
市道城ノ内石田
線

船引町船引字石田地内 側溝敷設工　Ｌ＝５０．８ｍ R1.8.30
土木一式工
事

3,600,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

10 一時保管維持管理（除草等）業務委託（船引３工区） 船引町北鹿又地内外 維持管理（除草）Ａ＝９，３００㎡ R1.10.25 業務委託 3,800,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

11 一時保管維持管理（除草等）業務委託（船引６工区） 船引町南移地内外 維持管理（除草）Ａ＝８，１５０㎡ R1.10.25 業務委託 3,400,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

12
福島再生加速化交付金事業　船引町船引Ⅱ地区道路等側溝堆積物撤去・処理
業務委託

市道南町通仲
上線外

船引町船引地内外
道路等側溝堆積物撤去・処理
Ｌ＝１．９㎞

R1.9.27 業務委託 6,800,000 有限会社　カトウノ興業 代表取締役　上遠野　尊文 指名

13 一時保管維持管理（除草等）業務委託（都路２工区） 都路町岩井沢地内外 維持管理（除草）Ａ＝８，８００㎡ R1.10.25 業務委託 3,570,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

14 一時保管維持管理（除草等）業務委託（都路１工区） 都路町岩井沢地内外 維持管理（除草）Ａ＝９，０５０㎡ R1.10.25 業務委託 3,610,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名
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15 一時保管維持管理（除草等）業務委託（都路４工区） 都路町古道地内外 維持管理（除草）Ａ＝６，７５０㎡ R1.10.25 業務委託 2,740,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

16 一時保管維持管理（除草等）業務委託（都路３工区） 都路町古道地内外 維持管理（除草）Ａ＝１１，０５０㎡ R1.10.25 業務委託 4,570,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

17 林業専用道整備事業　上遠野線　開設工事 上遠野線 常葉町早稲川字上遠野地内
施工延長　Ｌ＝５４０．０ｍ
幅員　　　Ｗ＝３．０（３．５）ｍ

R1.12.20
土木一式工
事

33,000,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

18 福島特定原子力施設地域振興交付金事業　岩井沢スポーツ広場　整備工事
岩井沢スポーツ
広場

都路町岩井沢字下田地内 舗装工　Ａ＝２，７６０㎡ R1.9.27 舗装工事 18,450,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

19 一時保管維持管理（除草等）業務委託（常葉２工区） 常葉町山根地内外 維持管理（除草）Ａ＝１１，５５０㎡ R1.10.25 業務委託 4,550,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

20 一時保管維持管理（除草等）業務委託（常葉３工区） 常葉町西向地内外 維持管理（除草）Ａ＝８，６５０㎡ R1.10.25 業務委託 3,590,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

21 一時保管維持管理（除草等）業務委託（常葉１工区） 常葉町堀田地内外 維持管理（除草）Ａ＝１３，４５０㎡ R1.10.25 業務委託 5,300,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

22 市道曲田上線　道路改良舗装工事 市道曲田上線 大越町上大越字曲田地内
改良・舗装延長　Ｌ＝５５．０ｍ
幅員　　　Ｗ＝４．０ｍ

R1.9.27
土木一式工
事

4,400,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

23 大槻生活改善センター改修工事（駐車場）
大槻生活改善
センター

都路町岩井沢字日向地内 舗装工　Ａ＝３５６．３㎡ R1.8.30 舗装工事 2,760,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

24 船引公民館屋上防水工事 船引公民館 船引町船引字南元町地内 屋上防水工事　塩ビシート　Ａ＝７５８㎡ R1.9.27 建築工事 5,900,000 有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫 指名

25 常葉小学校連絡通路建設工事 常葉小学校 常葉町常葉字上野地内
連絡通路建設　鉄骨造１階建
Ａ＝７０．５６㎡

R1.12.20 建築工事 69,500,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

26 滝根幼稚園（滝根小学校校舎）整備工事 滝根小学校 滝根町神俣字弥五郎内地内
２教室改修　Ａ＝１９１．２５㎡
遊戯室改修　Ａ＝１３０㎡

R1.9.27 建築工事 33,500,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

27 一時保管維持管理（除草等）業務委託（大越・滝根） 大越町上大越地内外 維持管理（除草）Ａ＝２，６００㎡ R1.10.25 業務委託 1,050,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

28 老人憩の家「針湯荘」調理場腰壁修繕工事 針湯荘 滝根町広瀬字針湯地内 厨房腰壁改修　Ａ＝２０．６㎡ R1.7.26 建築工事 1,200,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

29 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字高屋敷地内外） 大越町下大越字高屋敷地内外
施工延長　Ｌ＝２０６．５０ｍ
（基幹事業　開削工法　Ｌ＝５６．００ｍ）
（基幹事業　開削工法　Ｌ＝１５０．５０ｍ）

R1.9.27 下水道工事 15,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

30 滝根体育館耐震補強・大規模改修機械設備工事 滝根体育館 滝根町神俣字河原地内 機械設備工事　Ｎ＝１式 R2.8.28
暖冷房衛生
設備工事

16,450,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名
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31 石橋転作促進技術研修センターボーリング工事
石橋転作促進
技術研修セン
ター

都路町古道字山口地内 井戸掘削　Ｌ＝６０ｍ R1.8.30 さく井工事 1,700,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

32 北南移コミュニティプラザエアコン設置工事
北南移コミュニ
ティプラザ

船引町北移字大鹿田地内 エアコン設置　Ｎ＝３台 R1.7.26
電気設備工
事

2,190,000 株式会社　矢吹電気工事 代表取締役　矢吹　孔市 指名

33 文珠出張所研修室エアコン設置工事 文珠出張所 船引町文珠字馬場平地内 壁掛形エアコン設置　Ｎ＝３台 R1.7.26
電気設備工
事

2,300,000 有限会社　柳沼電工 代表取締役　柳沼　末吉 指名

34 大越行政局監視装置機能移設工事 大越町上大越字水神宮地内

大越第２水源取水ポンプ手動運転／停止機能
を船引浄水場内の監視装置に移設する。
大越行政局内監視モニター及び遠方監視盤撤
去

R1.9.27
電気設備工
事

1,800,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　浩充 指名

35 市道堰田線　道路概略設計業務委託 市道堰田線 船引町北鹿又地内 道路概略設計　Ｌ＝１．８㎞ R1.8.30 業務委託 2,750,000 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

36 市道壁谷田線　測量設計業務委託 市道壁谷田線 常葉町常葉字石蒔田地内
路線測量　　　Ｌ＝０．３０㎞
舗装詳細設計　Ｌ＝０．３０㎞

R2.3.13 業務委託 4,300,000 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

37 常葉小学校連絡通路建設工事監理業務委託 常葉小学校 常葉町常葉字上野地内
常葉小学校連絡通路建設工事　監理業務
Ｎ＝１式

R1.12.20 業務委託 1,160,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

38 滝根体育館耐震補強・大規模改修工事監理業務委託 滝根体育館 滝根町神俣字河原地内
耐震改修・大規模改修工事監理業務
Ｎ＝１式

R2.8.28 業務委託 5,300,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　昇 指名

39 田村市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 田村市内

田村市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託一式①子
ども・子育て支援に関する情報収集　②現行計画策定に関す
る評価作業　③ヒヤリング実施　④地域子ども・子育て支援事
業推計の精査　⑤支援事業計画の原案作成　⑥子ども・子育
て会議の支援　⑦印刷・製本

R2.2.28 業務委託 1,999,000 アシスト　株式会社 代表取締役　西村　竹松 指名

40 消防小型動力ポンプ購入 田村市 消防小型動力ポンプ　３台購入 R1.8.30 備品購入 4,650,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

41 消防用ホース購入 田村市 消防用ホース　１５０本購入 R1.8.30 備品購入 5,025,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

42 台帳システム用ノートパソコン購入 船引町船引字畑添地内 システム用ノートパソコン購入　Ｎ＝６台 R1.7.26 備品購入 1,080,000 愛信堂　株式会社 代表取締役　白石　恒造 指名

43 たむら市民病院全身用Ｘ線ＣＴ診断装置購入 たむら市民病院 船引町船引字南町通地内
全身用マルチスライスＣＴスキャナ（16列）
一式

R1.9.27 備品購入 30,980,000 サンセイ医機　株式会社 代表取締役社長　権瓶　健市 指名

44 公用車購入（小型乗用車2台） 船引町船引字畑添地内 小型乗用車　２台購入 R1.8.30 備品購入 3,200,000 有限会社　石井自動車工業 代表取締役　石井　賢明 指名


