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1 H22.8.27 4-9 基盤整備促進事業農道小滝沢線道路改良工事 都路町古道字小滝沢地内 改良工事　L=715.0ｍ　W=4.0ｍ
平成２２年　８月２８日
平成２３年　３月１８日

土木工事 44,500,000 2,225,000 46,725,000 株式会社　東友建設 代表取締役　赤石沢　善正 条件付き

2 H22.8.27 4-10
社会資本整備総合交付金事業市道古道線歩車道改修
工事（橋梁下部・仮橋設置）

市道古道線 都路町古道字橋向地内
橋梁下部工（A1A2）　N=2.0基
護岸工　L=60.60m　旧橋撤去工
L=24.00m　仮橋設置工　L=26.00m

平成２２年　８月２８日
平成２３年　３月２８日

土木工事 73,300,000 3,665,000 76,965,000 株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子 条件付き

3 H22.8.27 1-141 仙台平キャンプ場管理棟改修工事 滝根町菅谷字仙台平地内
外部改修工事　一式
内部改修工事　一式

平成２２年　８月２８日
平成２２年１１月３０日

建築工事 4,230,000 211,500 4,441,500 有限会社　永山工務店 代表取締役　永山　正一 指名

4 H22.8.27 1-140 星の村天文台浪漫館雨漏修繕工事 滝根町神俣字糠塚地内 屋上防水工事　一式
平成２２年　８月２８日
平成２２年１１月３０日

建築工事 7,900,000 395,000 8,295,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

5 H22.8.27 1-139 公共下水道事業管渠布設工事（神俣字町第２地内） 滝根町神俣字町地内外 施工延長　L=147.80m
平成２２年　８月２８日
平成２２年１２月２０日

下水道工事 8,750,000 437,500 9,187,500 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

6 H22.8.27 1-138 市道船引石森線舗装新設工事 市道船引石森線 船引町石森字東小屋地内
舗装工　L=180.0m
幅員　W＝6.0（10.0）m

平成２２年　８月２８日
平成２２年１１月３０日

舗装工事 4,450,000 222,500 4,672,500 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　勝久 指名

7 H22.8.27 7-23 沼ノ下工業団地内配水管布設替工事 船引町北鹿又字沼ノ下地内
配水管布設替工事　L=190.9m
給水管工事　L=105.7m

平成２２年　８月２８日
平成２３年　１月２０日

上水道工事 5,550,000 277,500 5,827,500 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

8 H22.8.27 1-129
公共下水道事業管渠布設工事（東部台五丁目第３地
内）

船引町東部台五丁目地内 施工延長　L=378.65m
平成２２年　８月２８日
平成２３年　１月２８日

下水道工事 15,300,000 765,000 16,065,000 有限会社　桑原工務店 代表取締役　桑原　修 指名

9 H22.8.27 1-135 市道大山柏塚線道路改良工事(第２回工事) 市道大山柏塚線 船引町石沢字関袋地内
改良工事　L=67.0m
幅員　W=6.0（10.0）m

平成２２年　８月２８日
平成２３年　３月１８日

土木工事 18,000,000 900,000 18,900,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

10 H22.8.27 1-137 市道花木内石森線道路改良工事 市道花木内石森線 船引町石森字舘地内
改良　L=60.0m
幅員　W=6.0m（10.0）m

平成２２年　８月２８日
平成２３年　２月２５日

土木工事 25,000,000 1,250,000 26,250,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

11 H22.8.27 1-134 市道追分文珠上線舗装新設工事 市道追分文珠上線 船引町文珠字上地内
改良工　L＝30.0ｍ
舗装工　L=172.055m
幅員　W=4.0（5.0）m

平成２２年　８月２８日
平成２２年１１月３０日

舗装工事 9,200,000 460,000 9,660,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　等 指名

12 H22.8.27 1-136 道整備交付金事業市道原線舗装新設工事 市道原線 船引町北鹿又字大久保地内
舗装工　L=218.782ｍ
幅員　W=6.0（8.0）m

平成２２年　８月２８日
平成２３年　３月２５日

舗装工事 10,550,000 527,500 11,077,500 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

13 H22.8.27 1-46 田村市学校給食センター建設工事監理業務委託 常葉町西向字菅田地内
給食センター新築工事一般業務（監理・総
合・構造・設備）追加業務（完成図の確認）

平成２２年　８月２８日
平成２３年　９月３０日

業務委託 11,800,000 590,000 12,390,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

14 H22.8.27 7-27
水量拡張事業　滝根配水管布設替測量設計業務委託
（第２回）

滝根町菅谷字堂田地内外
配水管測量設計業務　L=5.28km
水管橋　２橋

平成２２年　８月２８日
平成２３年　３月１５日

業務委託 12,400,000 620,000 13,020,000
株式会社武田コンサルタン
ト郡山支店

支店長　阿部　弘 指名

15 H22.8.27 1-14 市道反田蟹沢線用地測量業務委託 市道反田蟹沢線 船引町今泉字蟹沢地内
用地測量　L=1020.0m
A=3.79ha

平成２２年　８月２８日
平成２３年　１月２１日

業務委託 3,500,000 175,000 3,675,000
株式会社　郡山測量設計
社田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

16 H22.8.27 4-4 市道古道線（阿園平）測量設計業務委託 市道古道線（阿園平） 都路町古道字阿園平地内 測量設計　L=100.0m　W=3.0（4.0）m
平成２２年　８月２８日
平成２２年１２月２４日

業務委託 1,550,000 77,500 1,627,500
株式会社　郡山測量設計
社田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名

17 H22.8.27 5-24 林道小桧山早稲川線登記測量業務委託 常葉町早稲川字赤坂地内 登記測量設計　L=270m
平成２２年　８月２８日
平成２２年１２月１５日

業務委託 1,600,000 80,000 1,680,000
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

18 H22.8.27 1-58 田村市道路台帳補正業務委託 田村市一円
各行政局の道路台帳補正、幅員補正、構
造補正、関連路線修正一式

平成２２年　８月２８日
平成２３年　３月２５日

業務委託 9,800,000 490,000 10,290,000
株式会社　郡山測量設計
社田村支店

支店長　遠藤　庄二 指名


