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1 H22.7.13 1-117 市道秋山田線道路改良工事（第２回工事） 市道秋山田線 船引町新舘字曲山地内
暫定改良工　L=151.5ｍ
幅員　W＝4.0(5.0)ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１１月３０日

土木工事 6,270,000 313,500 6,583,500 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

2 H22.7.13 1-110 市道柳内日向線道路改良工事（第２回工事） 市道柳内日向線
船引町堀越字太夫内地
内

改良工　L=70.0ｍ
幅員　W＝4.0(5.0)ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１１月３０日

土木工事 9,100,000 455,000 9,555,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　信一 指名

3 H22.7.13 2-15
社会資本整備総合交付金事業市道糠塚田
木山線道路改良工事

市道糠塚田木山線 滝根町菅谷字入水地内
改良工　L＝120.0ｍ
W=6.0（8.0）m

平成２２年　７月１４日
平成２３年　１月３１日

土木工事 26,400,000 1,320,000 27,720,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

4 H22.7.13 2-16
社会資本整備総合交付金事業市道大橋中
広土線道路改良工事

市道大橋中広土線 滝根町広瀬字塙地内
改良工（暫定施工）　L＝84ｍ
法面工　A=780.4㎡

平成２２年　７月１４日
平成２３年　１月３１日

土木工事 15,400,000 770,000 16,170,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

5 H22.7.13 1-111
社会資本整備総合交付金事業市道大越宮
田線道路改良工事

市道大越宮田線 船引町芦沢字宮田地内
改良工　L=100.0ｍ
幅員　W＝5.5(7.0)ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１２月１７日

土木工事 10,200,000 510,000 10,710,000 株式会社　田村工務店 代表取締役　田村　文雄 指名

6 H22.7.13 1-108 市道南町通仲上線道路改良工事 市道南町通仲上線
船引町船引字上川原地
内

改良工　L=880.0ｍ
幅員　W＝4.0(6.0)ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２３年　２月２５日

土木工事 26,600,000 1,330,000 27,930,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

7 H22.7.13 1-112 市道井堀光大寺線道路改良工事 市道井堀光大寺線 船引町芦沢字畑田地内
改良工　L=267.4ｍ
幅員　W＝5.5(7.0)ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２３年　１月２４日

土木工事 23,800,000 1,190,000 24,990,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

8 H22.7.13 1-116 辺地対策事業市道遠下線舗装新設工事 市道遠下線 船引町横道字遠下地内
舗装工　L=345.2ｍ
幅員　W=5.5（7.0）ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１１月３０日

舗装工事 13,250,000 662,500 13,912,500 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

9 H22.7.13 1-109
社会資本整備総合交付金事業市道堰田線
舗装新設工事

市道堰田線
船引町船引字屋頭清水
地内

舗装工　L=88.0ｍ
幅員　W=6.0（10.0）ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１０月２５日

舗装工事 7,700,000 385,000 8,085,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

10 H22.7.13 1-114 市道台１号線舗装新設工事 市道台１号線
船引町長外路字五合水
地内

舗装工　L=100.0ｍ
幅員　W=4.0（5.0）ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１１月１９日

舗装工事 6,250,000 312,500 6,562,500 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

11 H22.7.13 1-113
社会資本整備総合交付金事業市道大越宮
田線舗装新設工事

市道大越宮田線 船引町芦沢字宮田地内
舗装工　L=90.0ｍ
幅員　W=5.5（7.0）ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年　９月２９日

舗装工事 5,000,000 250,000 5,250,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

12 H22.7.13 8-12 消防用ホースの購入 消防ホース
船引町船引字馬場川原
地内

消防ホース　６５本
平成２２年　７月１４日
平成２２年　９月３０日

備品購入 2,080,000 104,000 2,184,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

13 H22.7.13 8-18
田村市リサイクルセンター基本調査業務委
託

船引町船引字馬場川原
地内

リサイクルセンター施設基本
計画の策定

平成２２年　７月１４日
平成２３年　３月２５日

業務委託 3,270,000 163,500 3,433,500 株式会社日水コン福島営業所 事務所長　四戸　泉 指名

14 H22.7.13 2-3 市道一ノ坪あぶくま洞線地質調査業務委託
市道一ノ坪あぶくま
洞線

滝根町菅谷字東釜山地
内

ボーリング調査・土質調査　Ｎ
＝2箇所

平成２２年　７月１４日
平成２２年１０月１５日

業務委託 2,800,000 140,000 2,940,000 山北調査設計　株式会社
代表取締役社長　林　英
幸

指名

15 H22.7.13 2-4 市道島ノ松２号線測量設計業務委託 市道島ノ松２号線
滝根町菅谷字島ノ松地
内

用地測量　Ｌ＝0.1ha
詳細設計　Ｌ＝450ｍ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１１月１５日

業務委託 2,250,000 112,500 2,362,500
株式会社　郡山測量設計社田
村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

16 H22.7.13 1-41 市道北ノ作線用地測量業務委託 市道北ノ作線
船引町上移字北ノ作地
内

用地測量　L＝495.0ｍ
A=2.07ｈａ

平成２２年　７月１４日
平成２２年１１月１９日

業務委託 2,050,000 102,500 2,152,500
株式会社　郡山測量設計社田
村支店

支店長　遠藤　庄二 指名


