
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工期 工事等種別
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1 米低温倉庫・古道ライスセンター整備敷地造成工事
米低温倉庫・古
道ライスセン
ター

都路町古道字芹ケ沢地内 敷地造成　Ａ＝０．６６ha R3.3.26 土木一式工事 56,400,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 条件付き

1 市道　小今泉中坪線　道路改良舗装工事（第２回工事）
市道小今泉中
坪線

船引町椚山字朝日前地内
施工延長　Ｌ＝１８８．０ｍ
　　　幅員　W＝５．５（８．５）ｍ

R3.3.26 土木一式工事 43,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

2 屋頭清水地内　敷地造成工事（第２回工事） 屋頭清水地内 船引町船引字屋頭清水地内 敷地造成工　Ｎ＝１式 R3.3.26 土木一式工事 29,500,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　広孝 指名

3
農業用施設災害復旧事業
41-1021　曲山第２地区　水路復旧工事

船引町上移字曲山地内 水路　Ｌ＝２６１．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 39,300,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

4
社会資本整備総合交付金事業
市道井堀光大寺線　舗装新設工事

市道井堀光大
寺線

船引町芦沢字下関地内
施工延長　Ｌ＝１２０．０ｍ
　　　幅員　W＝５．５（７．０）ｍ

R3.1.29 舗装工事 13,200,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　真也 指名

5 船引町小沢地区水路整備工事 船引町船引字宮向地内 水路整備工（１０００×８００）　Ｌ＝２００．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 19,600,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　健彦 指名

6
農業用施設災害復旧事業
41-1042　馬込第１地区　水路復旧工事

船引町上移字馬込地内 水路　Ｌ＝２０２．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 42,700,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

7
林業専用道整備事業
古屋敷深山線開設工事

林業専用道　古
屋敷深山線

船引町堀越字深山地内
施工延長　Ｌ＝２６０．０ｍ
　　　幅員　W＝３．０（３．５）ｍ

R2.12.28 土木一式工事 指名

8
農業用施設災害復旧事業
41-1045　馬込第４地区　水路復旧工事

船引町上移字馬込地内 水路　Ｌ＝２３５．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 43,600,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 指名

9 福祉の森駐車場　舗装工事
福祉の森駐車
場

船引町船引字源次郎地内 施工面積　Ａ＝３８９９．８㎡ R3.3.26 舗装工事 13,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

10
道路メンテナンス事業
川向中橋補修工事

市道川向下線 大越町下大越字川向地内
橋梁補修工事
　断面修復工・橋梁塗替塗装工・舗装打換工・橋面防水
工　Ｎ＝１式

R3.3.26 土木一式工事 15,500,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

11
道路メンテナンス事業
塙橋補修工事

市道宮ノ下塙線 滝根町広瀬字宮ノ下地内
橋梁補修工事
　支承取替工・橋梁塗替塗装工・沓座拡幅工　Ｎ＝１式

R3.3.26 土木一式工事 14,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

12 菅谷字山田地区水路整備工事 滝根町菅谷字山田地内 水路整備工（８００×８００）　Ｌ＝２５０．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 15,100,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

13
社会資本整備総合交付金事業
市道永畑屋戸線　道路改良舗装工事

市道永畑屋戸
線

船引町春山字永畑地内
施工延長　Ｌ＝５５．０ｍ
　　　幅員　W＝４．０（５．０）ｍ

R3.3.26 土木一式工事 8,000,000 新光建設　株式会社 代表取締役　鹿又　圭治 指名

14 サツマイモ貯蔵施設整備敷地造成工事
サツマイモ貯蔵
施設

船引町門沢字直道地内 敷地造成　Ａ＝０．３４ha R3.3.26 土木一式工事 8,000,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

15
農業用施設災害復旧事業
41-1017　菖蒲谷地第１地区　水路復旧工事

船引町中山字菖蒲谷地地内 水路　Ｌ＝１５１．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 指名

16
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＝４７．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 指名

17
農業用施設災害復旧事業
41-1059　早坂地区　頭首工復旧工事

船引町芦沢字高屋敷地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26 土木一式工事 15,200,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　真也 指名

18
社会資本整備総合交付金事業
市道越田和線　道路改良舗装工事

市道越田和線 船引町南移字町尻地内
施工延長　Ｌ＝６２．７ｍ
　　　幅員　W＝４．０（５．０）ｍ

R3.3.26 土木一式工事 8,800,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名
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19
道路メンテナンス事業
大石橋補修工事

市道大石橋線 船引町船引字五升車地内
橋梁補修工事
　橋梁塗替塗装工・支承アンカーボルト補修工・紫外線硬
化型ＦＲＰシート設置工　Ｎ＝１式

R3.3.26 土木一式工事 10,800,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

20 広瀬字鍋地地内　地下式防火水槽設置工事
広瀬字鍋地地
内

滝根町広瀬字鍋地地内 地下式防火水槽設置工　Ｎ＝１基 R3.3.26 土木一式工事 4,100,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

21 広瀬字仲寺地内　地下式防火水槽設置工事
広瀬字仲寺地
内

滝根町広瀬字仲寺地内 地下式防火水槽設置工　Ｎ＝１基 R3.3.26 土木一式工事 5,550,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

22
農業用施設災害復旧事業
41-1075　矢大臣第２地区　水路復旧工事

滝根町広瀬字矢大臣地内 水路　Ｌ＝１９３．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 3,380,000 有限会社　大精物産 代表取締役　郡司　昇 指名

23 仙台平キャンプ場解体工事
仙台平キャンプ
場

滝根町菅谷字高登屋地内
建屋基礎解体　Ｎ＝１式
産業廃棄物処分　Ｎ＝１式

R2.12.25 建築工事 1,350,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 指名

24 県道船引大越小野線配水管布設替工事 滝根町広瀬字中谷地地内
水道配水用ポリエチレン管　HPPE　φ150㎜　L=84.7m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　HPPE　φ100㎜　L=91.5m
仮設配水管　　　　　　　　　　　　　　　φ100㎜　L=216.6m

R3.2.26 上水道工事 18,300,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

25
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

市道西向今泉
線

常葉町西向字入山地内
施工延長　Ｌ＝３０．０ｍ
　　　幅員　W＝４．０（５．０）ｍ

R3.3.26 土木一式工事 6,800,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

26 市道西美田線　側溝敷設工事 市道西美田線 常葉町西向字外手地内
側溝敷設工事
　側溝工　Ｌ＝１０．０ｍ

R3.1.29 土木一式工事 4,400,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

27
農業用施設災害復旧事業
41-1065　土橋地区　頭首工復旧工事

常葉町関本字高田地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26 土木一式工事 7,450,000 有限会社　石井建設工業 代表取締役　石井　光典 指名

28
農業用施設災害復旧事業
41-1067　吉祥院地区　水路復旧工事

都路町古道字傾城谷地内 水路　Ｌ＝１４４．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 15,800,000 株式会社　環境土木 代表取締役　西田　義明 指名

29 古道字柳沢地区水路整備工事 都路町古道字柳沢地内
水路整備工（５００×５００～６００×６００）　Ｌ＝２１０．０
ｍ

R3.3.26 土木一式工事 8,200,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

30
農業用施設災害復旧事業
41-1070　強梨地区　頭首工復旧工事

都路町岩井沢字強梨地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26 土木一式工事 5,200,000 有限会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　堅一 指名

31
農業用施設災害復旧事業
41-1072　下ノ久保地区　頭首工復旧工事

都路町古道字番坊地内 頭首工　Ｎ＝１箇所 R3.3.26 土木一式工事 指名

32 地見城ライスセンター整備敷地造成工事
地見城ライスセ
ンター

都路町古道字前田地内 敷地造成　Ａ＝０．１７ha R3.3.26 土木一式工事 10,400,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 指名

33
農業用施設災害復旧事業
41-1046　竹ノ花第１地区　水路復旧工事

船引町上移字竹ノ花地内 水路　Ｌ＝６４．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 指名

34
農業用施設災害復旧事業
41-1060　田代地区　水路復旧工事

船引町中山字田代地内 水路　Ｌ＝４９．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 指名

35
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＝９５．０ｍ R3.3.26 土木一式工事 指名

36 星の村天文台変電設備工事 星の村天文台 滝根町神俣字糖塚地内 高圧から低圧切替工事 R3.1.29 電気設備工事 1,530,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　遠藤　嘉行 指名
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37 小・中学校教育用タブレット端末用充電保管庫購入
滝根町神俣字弥五郎内28　滝根
小学校　外16校

タブレット端末用充電保管庫　計５５台
①（44台収納）36台、②（32台収納）2台、③（22台収納）3
台、④（10台収納）14台
（運搬設置費用含む）

R3.2.26 備品購入 8,616,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

38 市内小学校児童机イス購入（100セット） 船引町船引字畑添地内
市内小学校備品購入
　児童机イス購入（100セット）

R3.1.29 備品購入 2,220,000 有限会社　志正堂 代表取締役　佐藤　正志 指名

39 屋頭清水地内　用地測量業務委託 屋頭清水地内 船引町船引字屋頭清水地内 用地測量　Ａ＝１．２７ｈａ R3.3.26 業務委託 2,950,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

40 市道南１号柏原２号線　地形測量業務委託
市道南１号柏原
２号線

船引町芦沢字叺内前地内
地形測量　Ａ＝０．０１９５㎢
用地測量　Ａ＝１．９５ｈａ

R2.12.25 業務委託 2,050,000
株式会社　新和調査設計　田村営業
所

所長　髙橋　和広 指名

41 都路町複合商業施設　敷地測量業務委託
都路町複合商
業施設

都路町岩井沢字楢梨子地内
路線測量　Ｌ＝０．２９ｋｍ
用地測量　Ａ＝１．３３ｈａ
地質調査　Ｎ＝１式

R3.3.26 業務委託 9,300,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支
店

支店長　荻野　政輝 指名

42
震災対策農業水利施設整備事業
防災重点ため池ハザードマップ作成業務委託

船引町大倉字伊後田地内外
ため池ハザードマップ作成業務　１式
（田村第１地区　Ｎ＝２３ヵ所）

R2.12.28 業務委託 6,160,000 株式会社　日水コン　郡山事務所 事務所長　渡部　和博 指名

43 常葉地区隊第１分団（山根）集合屯所建築工事実施設計業務委託
常葉地区隊第１
分団（山根）集
合屯所

常葉町山根字鹿島地内 集合車庫実施設計　木造平屋建　Ａ＝１２６㎡ R2.12.25 業務委託 1,590,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名


