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1 市道五升車花木内線　側溝修繕工事（2工区）
市道五升車花
木内線

船引町船引字扇田地内 側溝補修工事　L=468.6m R4.3.25 土木一式工事 26,200,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 条件付き

2 市道五升車花木内線　側溝修繕工事（1工区）
市道五升車花
木内線

船引町船引字西中子縄地内 側溝補修工事　L=182.4m R4.3.25 土木一式工事 12,500,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　隆 条件付き

3 市道南1号柏原2号線　道路改良工事
市道南1号柏原
2号線

船引町芦沢字叺内前地内
施工延長　L=40.0m
幅　　　員　W=4.0（5.0）m

R4.3.25 土木一式工事 6,200,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 条件付き

4 市道花立本郷線　道路改良工事
市道花立本郷
線

船引町芦沢字荒屋敷地内
施工延長　L=71.7m
幅　　　員　W=4.0（5.0）m

R4.3.25 土木一式工事 5,350,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 条件付き

5 市道田木山1号線　道路改良工事
市道田木山1号
線

滝根町菅谷字田木山地内
施工延長　L=80.7m
幅　　　員　W=4.0（5.0）m

R4.3.25 土木一式工事 4,900,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 条件付き

6 市道下田線　法面修繕工事 市道下田線 都路町岩井沢字下田地内 法面工事　延長　L=15.0m R4.2.25 土木一式工事 4,320,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　泰明 条件付き

7 上大越中平地区道路局部拡幅工事 大越町上大越字中平地内
施工延長　L=70.0m
幅　　　員　W=3.0（4.0）m

R4.3.25 土木一式工事 3,950,000 蒲生工業　株式会社 代表取締役　秋元　勝一 条件付き

8 市道反田蟹沢線　道路改良舗装工事
市道反田蟹沢
線

船引町今泉字蟹沢地内
施工延長　L=87.0m
幅　　　員　W=4.0（5.0）m

R4.3.25 土木一式工事 3,950,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 条件付き

9 市道中ノ目下町線　道路改良舗装工事
市道中ノ目下町
線

大越町下大越字平鉢地内
施工延長　L=19.0m
幅　　　員　W=4.0m

R4.3.25 土木一式工事 3,000,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 条件付き

10 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
施工延長　L=8.7m
幅　　　員　W=4.0m

R4.3.25 土木一式工事 1,710,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 条件付き

11 上移曲山地区排水側溝整備工事 船引町上移字曲山地内
施工延長　L=30.0m
　　　　　　 HF1000×1000

R4.3.25 土木一式工事 1,600,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 条件付き

12 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
舗装工事　延長　L=200.0m
　　　　　　  幅員　W=5.0(6.0)m

R3.12.24 舗装工事 6,700,000 株式会社　吉田重機工業 代表取締役　吉田　正信 条件付き

13 常葉体育館バスケットゴール改修工事 常葉体育館 常葉町常葉字宮川地内 折畳式バスケットゴール装置　撤去新設　N=2対 R4.3.25 建築工事 #N/A #N/A 条件付き

14 常葉老人福祉センター屋根等塗装工事
常葉老人福祉
センター

常葉町常葉字備前作地内
屋根塗装　A=1,134㎡
破風塗装　L=185m

R4.1.28 建築工事 5,900,000 有限会社　先﨑塗装 代表取締役　先﨑　智之 条件付き

15 船引字馬場川原地内水管橋塗装工事 船引町船引字馬場川原地内 水道橋塗替塗装一式 R4.3.25 建築工事 4,190,000 有限会社　先﨑塗装 代表取締役　先﨑　智之 条件付き

16 湯田団地解体工事 湯田団地 大越町上大越字湯田地内 市営住宅解体　湯田団地N=5戸 R4.1.28 建築工事 3,100,000 有限会社　武田工務店 代表取締役　武田　スサエ 条件付き

17 家屋解体工事 船引町船引字畑添地内 家屋解体　木造2階建　A=108㎡ R4.1.28 建築工事 2,560,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 条件付き

18 船引地区隊第5分団第1部屯所建築関連倉庫解体工事
七郷出張所脇
倉庫

船引町門沢字新舘地内 倉庫解体　木造平屋建　A=83.8㎡ R4.3.25 建築工事 2,740,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　美智恵 条件付き

19 船引地区隊第5分団第2部（今坂内）屯所解体工事
船引地区隊第5
分団第2部（今
坂内）屯所

船引町芦沢字今坂内地内 屯所解体　木造2階建　A=67.2㎡ R4.3.25 建築工事 2,450,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 条件付き

20 船引地区隊第1分団第1部（栄町）屯所解体工事
船引地区隊第1
分団第1部（栄
町）屯所

船引町船引字畑添地内 屯所解体　鉄骨造2階建　A=108㎡ R4.3.25 建築工事 3,300,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 条件付き

21 あぶくま洞東屋解体工事 滝根町菅谷字東釜山地内 東屋解体　N=1棟 R3.12.28 建築工事 2,200,000 矢部工業　株式会社 代表取締役　矢部　雄二 条件付き

22 船引地区隊第3分団第1部（大木）屯所解体工事
船引地区隊第3
分団第1部（大
木）屯所

船引町北鹿又字坂ノ脇地内 屯所解体　ブロック造平屋建　A=28.4㎡ R4.3.25 建築工事 1,210,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　美智恵 条件付き

23 市道高森線配水管布設工事 常葉町鹿山字広畑地内
配水用ポリエチレン管
φ75mm　L=253.0m

R4.2.25 上水道工事 6,600,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 条件付き
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1 上大越中平地区用地測量業務委託 大越町上大越字中平地内
測量延長　L=70.0m
　　　　　　 A=0.530ha

R4.3.25 業務委託 2,100,000 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

2
緊急自然災害防止対策事業　常葉町真上地区（真上堰）　整
備測量設計業務委託

常葉町堀田字真上地内 堰整備測量設計　N=1.0式 R4.2.25 業務委託 11,200,000 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

3 市道曲田線（3工区）道路詳細設計業務委託 市道曲田線 大越町上大越字鷹待田地内 道路詳細設計　L=1.11km R4.3.25 業務委託 9,000,000
株式会社　郡山測量設計社　田村支

店
支店長　蒲生　幸広 指名

4
緊急自然災害防止対策事業　船引町今泉地区　水路整備測
量設計業務委託

船引町船引字今泉地内 水路整備測量設計　L=1.12km R4.2.25 業務委託 13,300,000 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

5 道路メンテナンス事業　春山橋　外　橋梁定期点検業務委託
市道　春山芦沢
線　外

船引町春山字上ノ台地内　外 橋梁定期点検業務　N=57橋 R4.3.18 業務委託 9,500,000
株式会社　アーバン設計　田村営業

所
所長　原田　宗一 指名

6 森林経営管理事業意向調査等業務委託 滝根地区 意向調査等対象森林面積　10ha R4.3.31 業務委託 4,600,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

7 森林経営管理事業意向調査等業務委託 都路地区 意向調査等対象森林面積　10ha R4.3.31 業務委託 4,600,000 ふくしま中央森林組合　都路事業所 都路事業所長　渡辺　和雄 指名

8 森林経営管理事業意向調査等業務委託 船引地区 意向調査等対象森林面積　10ha R4.3.31 業務委託 4,600,000 田村森林組合 代表理事組合長　矢吹　盛一 指名

9 田村市浄水場配水池清掃業務委託 船引町船引字舘地内　外

船引第1配水池、船引第3配水池、大越調整池、常葉久
保配水池、常葉山根配水池、常葉石蒔田浄水池、常葉
久保減圧井、滝根第1配水池、滝根第3配水池、滝根あ
ぶくま洞加圧ポンプ場、都路浄水池、都路山口加圧ポ
ンプ場
計12か所の清掃業務委託

R4.2.25 業務委託 3,950,000 株式会社　ミツワ 代表取締役　佐藤　茂 指名

10 エゴマ搾油所焙煎機購入 船引町新舘字下471-6
エゴマ搾油所機械導入
株式会社プンジン社製焙煎機1台

R4.2.28 備品購入 1,017,900
株式会社　南東北クボタ　田村営業

所
所長　吉田 広章 指名

11 エゴマ搾油所選別機購入 船引町新舘字下471-6
エゴマ搾油所機械導入
エゴマ（ジュウネン）自動選別機「福箕（ふくみ）」1台

R4.2.28 備品購入 1,831,000
株式会社　南東北クボタ　田村営業

所
所長　吉田 広章 指名


