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1 屋頭清水地内　地下貯留槽設置工事 屋頭清水地内 船引町船引字屋頭清水地内 地下貯留槽設置工　Ｎ＝１．０式 R3.1.29
土木一式工
事

120,800,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 条件付き

1
農業用施設災害復旧事業
41-1048　長窪地区　水路復旧工事

船引町北移字長窪地内 水路　Ｌ＝７４ｍ R3.3.12
土木一式工
事

15,800,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

2 大鏑矢ふれあい公園駐車場整備工事
大鏑矢ふれあい
公園

船引町東部台六丁目地内 駐車場整備工　Ａ＝８３７．０㎡ R2.10.30
土木一式工
事

4,750,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

3
農業用施設災害復旧事業
41-1061　壁谷田第１地区　水路復旧工事

常葉町常葉字壁谷田地内 水路　Ｌ＝４６ｍ R3.3.12
土木一式工
事

21,300,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

4 市道　檜山牧場線　舗装工事
市道　檜山牧場
線

常葉町堀田字八升栗地内
舗装工事　Ｌ＝１４０．０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝５．０（６．０）ｍ

R2.10.30 舗装工事 4,450,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 指名

5
農業用施設災害復旧事業
41-1041　外手地区　水路復旧工事

常葉町西向字外手地内 水路　Ｌ＝１２８ｍ R3.2.26
土木一式工
事

14,300,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

6
農業用施設災害復旧事業
41-1038　上田代地区　水路復旧工事

常葉町堀田字上田代地内 水路　Ｌ＝１１０ｍ R3.2.26
土木一式工
事

13,000,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

7
農業用施設災害復旧事業
41-1068　尾ノ川地区　水路復旧工事

都路町古道字尾ノ川地内 水路　Ｌ＝２７ｍ R3.2.26
土木一式工
事

8,000,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

8
農業用施設災害復旧事業
41-1031　後山地区　水路復旧工事

船引町中山字後山地内 水路　Ｌ＝４７ｍ R3.2.26
土木一式工
事

指名

9
農業用施設災害復旧事業
41-1057　下馬沢第２地区　水路復旧工事

船引町中山字下馬沢地内 水路　Ｌ＝１０５ｍ R3.3.12
土木一式工
事

23,600,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

10
農業用施設災害復旧事業
41-1040　畦石地区　水路復旧工事

船引町北移字畦石地内 水路　Ｌ＝９５ｍ R3.3.12
土木一式工
事

指名

11
農業用施設災害復旧事業
41-1058　上道第２地区　水路復旧工事

船引町上移字上道地内 水路　Ｌ＝３７ｍ R3.2.26
土木一式工
事

6,300,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

12 船引分団第二部屯所整備工事
船引分団第二
部屯所

船引町船引字五升車地内
消防屯所新築　木造２階建　Ａ＝１６６．４４
㎡

R2.12.25 建築工事 34,400,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

13 船引馬場団地２号棟外壁・給排水管改修工事
船引馬場団地２
号棟

船引町船引字馬場地内

外壁塗装改修　複層塗材Ｅ　Ａ＝１，６５５
㎡
屋内外給水管更新　Ｎ＝１式
便器・流し台・手洗器交換　Ｎ＝２４組

R3.2.26 建築工事 83,000,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

14
防災・安全交付金事業
市道　高森線　道路改良工事

市道高森線 常葉町鹿山字広畑地内
暫定改良工　延長　Ｌ＝２６０．０ｍ
　　　　　　　　 幅員　Ｗ＝６．０（１０．０）ｍ

R3.3.26
土木一式工
事

53,000,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

15
辺地対策事業
市道　小塚１号線　道路改良舗装工事

市道小塚１号線 船引町中山字小塚地内
改良延長　Ｌ＝１２０．０ｍ
舗装延長　Ｌ＝１２０．０ｍ
幅　　　員　Ｗ＝４．０（４．５）ｍ

R3.1.29
土木一式工
事

15,600,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名
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16
国道２８８号バイパス工事関連
公共下水道施設移設工事（船引字源次郎地内）

船引町船引字源次郎地内

施工延長　Ｌ＝220.29m（VUφ150　開削工
Ｌ＝141.19m）
　　　　　　　　　　　　　　　（W150　露出管工
Ｌ＝40.10m）
　　　　　　　　　　　　　　　（PRPφ300　開削
工　Ｌ＝39.00m）

R3.2.26 下水道工事 35,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

17 国道２８８号バイパス３工区送水管布設替工事（福祉の森） 船引町船引字源次郎地内
ダクタイル鋳鉄管　DIP-GX　φ150㎜
L=459.1m

R3.1.29 上水道工事 29,600,000 株式会社　マルショウ田母神 代表取締役　田母神　安代 指名

18 船引小学校トイレ洋式化工事 船引小学校 船引町船引字南元町地内 トイレ洋式化　N=９基 R2.12.25
暖冷房衛生
設備工事

3,500,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

19 大越中学校トイレ洋式化工事 大越中学校 大越町上大越字古町地内 トイレ洋式化　N=９基 R2.12.25
暖冷房衛生
設備工事

3,050,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　初雄 指名

20 都路中学校調理室作業台給湯設備設置工事 都路中学校 都路町古道字北町地内 給湯器設置　Ｎ＝１台 R2.10.30
暖冷房衛生
設備工事

1,400,000 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　学 指名

21 令和２年度田村市防犯灯ＬＥＤ化工事 田村市内
田村市船引町地内（瀬川、移、芦
沢、七郷、要田地区）

別紙設計書の通り
・防犯灯ＬＥＤ化　953基
・プレート取付　1,189基
・台帳作成　　Ｎ＝一式
・ＬＥＤ化に伴う電力申請の変更業務　Ｎ＝
一式

R3.3.31
電気設備工
事

35,200,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　真一 指名

22 船引第１配水池水位計更新工事 船引町船引字舘地内 投込式水位計　Ｎ＝１基 R2.10.30
電気設備工
事

指名

23 美山出張所研修室エアコン設置工事 美山出張所 船引町北鹿又字下旦ノ平地内 壁掛型エアコン設置　Ｎ＝３台 R2.8.28
電気設備工
事

2,480,000 有限会社　柳沼電工 代表取締役　柳沼　末吉 指名

24 ＧＩＧＡスクール構想校内ネットワーク整備業務委託（小学校）
滝根小学校　ほ
か10校

滝根町神俣字弥五郎内地内　ほ
か

小学校（11校）校内ネットワーク整備業務委
託一式
機器費、構築費一式

R3.2.26 業務委託 42,700,000
東日本電信電話㈱
宮城事業部　福島支店

支店長　山貫　昭子 指名

25 ＧＩＧＡスクール構想校内ネットワーク整備業務委託（中学校）
滝根中学校　ほ
か5校

滝根町神俣字中広土地内　ほか
中学校（6校）校内ネットワーク整備業務委
託一式
機器費、構築費一式

R3.2.26 業務委託 24,870,000
東日本電信電話㈱
宮城事業部　福島支店

支店長　山貫　昭子 指名

26 田村市道路台帳補正業務委託 田村市全域 田村市市内一円

道路台帳補正業務委託
４級基準点測量　　Ｌ＝４．６１ｋｍ
新規　　　　　　　　　Ｌ＝２．１０ｋｍ
幅員の変更　　　　 Ｌ＝２．５１ｋｍ
関連路線の修正　 Ｌ＝０．８５ｋｍ

R3.3.26 業務委託 10,300,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

27
公共下水道事業測量設計業務委託
（船引字屋頭清水地内）

船引町船引字屋頭清水地内
測量面積　Ａ＝3.86ha
設計延長　Ｌ＝84.0m

R3.2.26 業務委託 7,600,000 株式会社　日本測地コンサルタント 代表取締役　小池　保弘 指名

28
道路メンテナンス事業
道路橋定期点検業務委託

梵天川2号橋外
15橋

滝根町神俣字梵天川地内外 道路橋定期点検　Ｎ＝１６．０橋 R2.12.18 業務委託 6,200,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

29 道の駅　地質調査業務委託 道の駅 船引町笹山字大畑地内 地質調査　Ｎ＝１．０式 R2.10.30 業務委託 5,200,000
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

30 常葉地区隊第１分団集合車庫整備工事実施設計業務委託
常葉地区隊第１
分団集合車庫

常葉町久保字樋ノ口地内
集合車庫実施設計　木造平屋建　Ａ＝２３
０㎡

R2.10.30 業務委託 2,286,000 株式会社　村上設計事務所 代表取締役　村上　昇 指名

不 調
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31 田村市公営住宅等長寿命化計画改定業務委託 田村市内全域
公営住宅等長寿命化計画改定業務　市営
住宅　47団地911戸

R3.2.26 業務委託 4,730,000
東日本総合計画　株式会社　福島支
店

支店長　大和田　泰宏 指名

32 田村市大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託 田村市内全域
大規模盛土造成地第二次スクリーニング
計画策定業務　盛土Ｎ＝５８箇所

R3.2.26 業務委託 8,030,000 株式会社　パスコ　福島支店 支店長　小島　真紀 指名

33
森林経営管理事業
意向調査等準備作業業務委託

私有林人工林 田村市常葉・船引地区
別紙、仕様書のとおり
　調査対象森林面積　11.194ha

R3.1.29 業務委託 6,400,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

34 針湯荘備品購入（テーブル10台・椅子40脚） 滝根町広瀬字針湯地内 針湯荘備品購入　テーブル10台・椅子40脚 R2.7.31 備品購入 748,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名


