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1 H22.7.27 1-120 市道曲田線道路改良工事（第２回工事） 市道曲田線 大越町上大越字陣場地内
延長　L=840.0m
幅員　W=6.0(8.0)m

平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２８日

土木工事 57,300,000 2,865,000 60,165,000 株式会社　トリアス 代表取締役社長　秋田　佳一 条件付

2 H22.7.27 5-17
森林管理道整備事業　林道小桧山早稲川線開
設工事

林道小桧山早稲川
線

常葉町早稲川字銅屋作地内 開設工　L=443.6ｍ　W=3.0（4.0）
平成２２年　７月２８日
平成２３年　２月２８日

土木工事 35,560,000 1,778,000 37,338,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 条件付

3 H22.7.27 1-89 常葉プール改修工事 常葉町常葉字向田地内
プール　25ｍ×７コース・幼児プール
管理棟　ＲＣ１階　延床面積＝136.99㎡

平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２５日

建築工事 114,800,000 5,740,000 120,540,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二 条件付

4 H22.7.27 1-125 市営住宅関場第三団地住戸改善工事 滝根町神俣字関場地内
洋風便器設置　Ｎ＝20組
排水管　Ｌ＝191.8ｍ

平成２２年　７月２８日
平成２３年　１月３１日

暖冷房衛生設
備工事

6,200,000 310,000 6,510,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

5 H22.7.27 5-14 市道陣場線道路舗装工事 市道陣場線 常葉町常葉字陣場地内 舗装工　L=60.0ｍ　W=4.0（5.0）ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２２年１１月３０日

舗装工事 2,650,000 132,500 2,782,500 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 指名

6 H22.7.27 7-20
道路改良工事関連市道中原１号線原橋配水管
移設添架工事

大越町下大越字中原地内
道路改良に伴う配水管橋梁添架移設工事
凍結防止アラミドがい装ポリエチレン管　L＝
25.8ｍ　外

平成２２年　７月２８日
平成２３年　２月２８日

上水道工事 2,630,000 131,500 2,761,500 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　菊雄 指名

7 H22.7.27 7-22 都路古道字新町地内既設配水管撤去工事 都路町古道字新町地内
既設管撤去　L=85.0ｍ
給水管取直　1件　L＝40.0ｍ

平成２２年　７月２８日
平成２２年１１月３０日

上水道工事 2,156,000 107,800 2,263,800 有限会社　最上商会 代表取締役　最上　清孝 指名

8 H22.7.27 1-118 市道平線道路側溝修繕工事 市道平線 船引町上移字根岸地内 側溝工延長　L=160.0m
平成２２年　７月２８日
平成２２年１１月３０日

土木工事 5,550,000 277,500 5,827,500 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

9 H22.7.27 7-19
水道施設保全改修船引浄水場排泥池攪拌装
置更新工事

船引町船引字上川原地内
船引浄水場排泥池攪拌装置更新工事
攪拌ポンプ　（水中ミキサ）1台

平成２２年　７月２８日
平成２２年１１月３０日

上水道工事 1,550,000 77,500 1,627,500 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

10 H22.7.27 1-123
公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目
第１地内）

船引町東部台五丁目地内 施工延長　L＝202.50ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２２年１２月１７日

下水道工事 8,850,000 442,500 9,292,500 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

11 H22.7.27 1-126 市道笹森線道路改良工事(第２回工事) 市道笹森線 船引町笹山字岩ノ作地内 改良工　L=275.5ｍ　幅員W=4.0（5.0）ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２３年　１月２８日

土木工事 10,190,000 509,500 10,699,500 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

12 H22.7.27 1-127 田村市運動公園修景施設整備工事 田村市運動公園 船引町船引字遠表地内
アスファルト舗装工　Ａ＝1,370,3㎡
インターロッキング舗装工　Ａ＝554.7㎡
防護柵工　Ｌ＝206.5ｍ

平成２２年　７月２８日
平成２２年１２月１０日

土木工事 27,800,000 1,390,000 29,190,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

13 H22.7.27 1-115 市道道崎線舗装新設工事 市道道崎線 船引町椚山字西ノ内地内 舗装工　L=135.0ｍ　W=5.5（7.0）ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月１８日

舗装工事 6,150,000 307,500 6,457,500 有限会社　桑原工務店 代表取締役　桑原　修 指名

14 H22.7.27 1-119
社会資本整備総合交付金事業市道湯田線道
路改良工事

市道湯田線 大越町上大越字湯田地内 延長　L=93.2ｍ　幅員　W=6.0（9.5）ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２３年　２月２８日

土木工事 19,800,000 990,000 20,790,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

15 H22.7.27 3-11
社会資本整備総合交付金事業市道入ノ作１号
線道路改良工事

市道入ノ作１号線 大越町下大越字入ノ作地内 改良舗装工　Ｌ＝100.0ｍ　W＝6.0（8.0）
平成２２年　７月２８日
平成２２年１２月２４日

土木工事 11,300,000 565,000 11,865,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

16 H22.7.27 5-13
社会資本整備総合交付金事業市道定福山口
線道路改良工事

常葉町新田作字山口地内 道路改良工事　L=140.0ｍ　W=5.5（7.0）ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２３年　２月２８日

土木工事 20,200,000 1,010,000 21,210,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二 指名

17 H22.7.27 7-21
水量拡張事業市道一ノ坪あぶくま洞線外配水
管布設替工事

滝根町菅谷字糠塚地内
水量拡張事業による配水管布設替工事
市道一ノ坪あぶくま洞線　L＝343.5ｍ
市道金屋五林平線　L=111.6ｍ

平成２２年　７月２８日
平成２３年　１月２８日

上水道工事 18,600,000 930,000 19,530,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

18 H22.7.27 1-88
公共下水道事業管渠布設工事（上大越字元池
第２地内）

大越町上大越字元池地内 施工延長　L＝229.8ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２３年　１月２８日

下水道工事 15,200,000 760,000 15,960,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

19 H22.7.27 1-122
公共下水道事業管渠布設工事（西向字石ノ坪
第２地内）

常葉町西向字石ノ坪地内 施工延長　L＝328.00ｍ
平成２２年　７月２８日
平成２３年　１月２８日

下水道工事 15,800,000 790,000 16,590,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二 指名

20 H22.7.27 1-121 市道中原１号線原橋上部工工事 市道中原１号線 大越町下大越字中原地内
橋梁上部工　N=1.0式
橋長　L=19.4ｍ　幅員W=6.0（8.0）ｍ

平成２２年　７月２８日
平成２３年　２月１０日

PC橋上部工事 31,700,000 1,585,000 33,285,000 株式会社ｴﾑ･ﾃｯｸ福島支店 支店長　鈴木　令二 指名

21 H22.7.27 1-45
社会資本整備総合交付金事業市道入ノ作１号
線踏切付替測量設計業務委託

市道入ノ作１号線 大越町下大越字上田地内 踏切設計　N=1.0式
平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２５日

業務委託 6,600,000 330,000 6,930,000
ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱東北支店

取締役支店長　澤田貞悦 指名

22 H22.7.27 1-48
田村市運動公園クロスカントリーコース測量設
計業務委託

田村市運動公園 船引町船引字遠表地内
クロスカントリーコース測量設計業務　一式
幅員3.0ｍ～4.0ｍ　延長2.0㎞

平成２２年　７月２８日
平成２２年１１月３０日

業務委託 7,000,000 350,000 7,350,000
株式会社　郡山測量設計
社田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

23 H22.7.27 1-52 市道畑添源次郎線測量設計業務委託 市道畑添源次郎線 船引町船引字畑添地内
基準点測量、現地測量、路線測量L=0.16㎞
道路詳細設計（A）L=0.16㎞

平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２５日

業務委託 3,200,000 160,000 3,360,000
株式会社　郡山測量設計
社田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

24 H22.7.27 1-32 常葉プール改修工事監理業務委託 常葉町常葉字向田地内 工事監理業務一式
平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２５日

業務委託 2,750,000 137,500 2,887,500 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

25 H22.7.27 1-43 大越中学校体育館耐震診断業務委託 大越中学校 大越町上大越字古町地内
耐震診断業務委託
大越中学校体育館　Ｓ造平屋建　Ａ＝1,113㎡

平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２５日

業務委託 2,850,000 142,500 2,992,500 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

26 H22.7.27 1-51 常葉中学校体育館耐震診断業務委託 常葉中学校 常葉町常葉字上野地内
耐震診断業務委託
常葉中学校体育館　Ｓ造２階建　Ａ＝999㎡

平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２５日

業務委託 1,300,000 65,000 1,365,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

27 H22.7.27 7-25
石綿セメント管更新事業市道花木内石森線外
配水管布設替測量設計業務委託

船引町文珠字一本松地内外
石綿セメント管更新による配水管布設替工事
測量設計業務委託
市道花木内線　L=320ｍ　外

平成２２年　７月２８日
平成２２年１１月３０日

業務委託 3,200,000 160,000 3,360,000
総合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会
社田村営業所

所長　南部　誠 指名

28 H22.7.27 7-26
石綿セメント管更新事業市道湯田線外配水管
布設替測量設計業務委託

大越町上大越字湯田地内外
石綿セメント管更新による配水管布設替工事
測量設計業務委託
市道湯田線　L=200ｍ外

平成２２年　７月２８日
平成２２年１１月３０日

業務委託 3,100,000 155,000 3,255,000 株式会社ｱｰﾊﾞﾝ設計 代表取締役　高橋　晃一 指名

29 H22.7.27 1-28
効率的な事業実施のための基本計画策定等
業務委託

滝根町・大越町・常葉町・船引町 経営効率化に関する検討作業　A=192ha
平成２２年　７月２８日
平成２３年　３月２５日

業務委託 3,900,000 195,000 4,095,000
日本上下水道設計　株式
会社　福島出張所

所長　木内　国彦 指名

30 H22.7.27 8-24
滝根体育館　長テーブル・折りたたみ椅子備品
購入

滝根体育館 滝根町神俣字河原地内
長テーブル　１００台
折りたたみ椅子　３００脚

平成２２年　７月２８日
平成２２年　９月１５日

備品購入 5,600,000 280,000 5,880,000 えんどう 遠藤　守男 指名

31 H22.7.27 8-20 田村市公用車購入（軽自動車） 船引町船引字馬場川原地内 公用車　軽自動車　5台
平成２２年　７月２８日
平成２２年　９月３０日

備品購入 4,100,000 205,000 4,305,000
大内自動車工業　株式会
社

代表取締役　大内　公夫 指名

32 H22.7.27 8-21 田村市公用車購入（軽オフロード車） 船引町船引字馬場川原地内 公用車　軽オフロード車　１台
平成２２年　７月２８日
平成２２年　９月３０日

備品購入 1,120,000 56,000 1,176,000
大内自動車工業　株式会
社

代表取締役　大内　公夫 指名

33 H22.7.27 8-22 田村市公用車購入（小型貨物車） 船引町船引字馬場川原地内 公用車　小型貨物車　4台
平成２２年　７月２８日
平成２２年　９月３０日

備品購入 5,200,000 260,000 5,460,000
大内自動車工業　株式会
社

代表取締役　大内　公夫 指名










