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1 H23.05.27 2-63
きめ細かな交付金事業
市道入新田金山線舗装新設工事

滝根町神俣字大滝根地内 L=1,220.0ｍ　W=5.5（6.5）m H23.12.28 舗装工事 44,500,000 2,225,000 46,725,000 富岡工業(株)
代表取締役
富岡　繁久

滝根行政局 産業建設課 条件付き

2 H23.05.27 1-1 市道曲田線舗装新設工事 大越町上大越字陳場地内 L=1,080.3m　W=6.0（8.0～9.5）m H23.11.30 舗装工事 61,900,000 3,095,000 64,995,000 富士工業(株)
代表取締役
猪狩 恭典

建設部 建設課 条件付き

3 H23.05.27 1-24 田村市斎場建築主体工事 船引町船引字卯田ケ作地内
斎場新築工事　RC造・２階
延床面積1,308.8㎡

H24.07.31 建築工事 285,000,000 14,250,000 299,250,000 桜田工業(株)
代表取締役
桜田　博良

建設部 都市計画課 条件付き

4 H23.05.27 1-26 田村市斎場機械設備工事 船引町船引字卯田ケ作地内 機械設備工事一式 H24.07.31
暖冷房衛生設
備工事

63,000,000 3,150,000 66,150,000 (株)伸和商会
代表取締役
安瀬　享

建設部 都市計画課 条件付き

5 H23.05.27 1-25 田村市斎場電気設備工事 船引町船引字卯田ケ作地内 電気設備工事一式 H24.07.31 電気設備工事 40,962,000 2,048,100 43,010,100 (有)柳沼電工
代表取締役
柳沼　末吉

建設部 都市計画課 条件付き

6 H23.05.27 5-2
きめ細かな交付金事業
常葉馬場団地外壁補修工事

常葉町常葉字坂ノ下地内
外壁修繕（ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹き付け）A=541.5
㎡

H23.09.30 建築工事 2,250,000 112,500 2,362,500 (有)先崎塗装 先崎　正治 常葉行政局 産業建設課 指名

7 H23.05.27 1-53
田村市陸上競技場
外構平板陥没等復旧工事

船引町船引字遠表地内
既設平板撤去工　350㎡　地下復旧工
（歩道）196㎡　地下復旧工154㎡　平板
再設置工350㎡

H23.07.29 建築工事 2,800,000 140,000 2,940,000 (有)佐久間工務店
代表取締役
佐久間　一正

建設部 都市計画課 指名

8 H23.05.27 5-1
きめ細かな交付金事業
市道常光寺３号線道路舗装新設工
事

常葉町常葉字坂ノ下地内 改良工　L=99.167m　W=5.5（7.0）m H23.08.31 舗装工事 4,700,000 235,000 4,935,000 (株)西向建設工業
代表取締役
石井　國仲

常葉行政局 産業建設課 指名

9 H23.05.27 7-2
石綿セメント管更新事業　県道船引
大越小野線配水管布設替工事

船引町今泉字鳥足地内
配水管布設替工事　HPPEφ 150
L=194.0m　管据付工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
L=194.0m

H24.03.16 上水道工事 5,700,000 285,000 5,985,000 (株)安藤設備工業
代表取締役
安藤　好弘

水道事業所 指名

10 H23.05.27 7-3
石綿セメント管更新事業
市道原線配水管布設替工事

船引町北鹿又字沼ノ下地内
配水管布設替工事　HPPEφ 150
L=192.5m　管据付工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

H23.11.30 上水道工事 5,400,000 270,000 5,670,000 (株)マルショウ田母神
代表取締役
田母神　安代

水道事業所 指名

11 H23.05.27 1-54 田村市陸上競技場汚水管修繕工事 船引町船引字遠表地内
既設汚水管撤去73ｍ　既設汚水桝撤去
既設雨水桝撤去　汚水管設置73ｍ　ｲﾝ
ﾊﾞｰﾄ桝設置12個　雨水桝設置3個

H23.07.29
暖冷房衛生設
備工事

1,430,000 71,500 1,501,500 (株)大和田設備工業
代表取締役
大和田　茂

建設部 都市計画課 指名

12 H23.05.27 7-6
水道施設保全改修
滝根浄水場原水濁度計更新工事

滝根町神俣字入新田地内 濁度計更新　１台 H23.09.30 上水道工事 2,580,000 129,000 2,709,000 富岡工業(株)
代表取締役
富岡　繁久

水道事業所 指名

13 H23.05.27 2-1
きめ細かな交付金事業
市営住宅菅谷団地外壁補修工事

滝根町菅谷字沖田地内
ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部改修N=40.0箇所　ﾓﾙﾀﾙ
浮き補修N=5.0箇所
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾘｼﾝ吹付A=59.7㎡

H23.09.30 建築工事 3,300,000 165,000 3,465,000
合資会社
矢部工業

代表社員
矢部　節雄

滝根行政局 産業建設課 指名

14 H23.05.27 7-4
石綿セメント管更新事業
県道郡山大越線配水管布設替工事

大越町下大越字後原地内
配水管布設替工事　HPPEφ 75
L=191.6m　管据付工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

H24.03.16 上水道工事 9,450,000 472,500 9,922,500 (株)渡辺工業
代表取締役
渡辺　菊雄

水道事業所 指名

15 H23.05.27 7-5
水量拡張事業　市道一ノ坪あぶくま
洞線外舗装本復旧工事

滝根町菅谷字糠塚地内
舗装本復旧工事　市道一ノ坪あぶくま洞
線A=1,780.3㎡　市道金屋五林平線
A=417.2㎡

H23.09.30 舗装工事 10,950,000 547,500 11,497,500 富岡工業(株)
代表取締役
富岡　繁久

水道事業所 指名

16 H23.05.27 7-1
石綿セメント管更新事業
国道２８８号配水管布設替工事

船引町船引字南町通地内

配水管布設替工事　南町通地内HPPE
φ 150　L=115.3m　管据付工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
管L=114.8m　不断水分岐工　1箇所　舗
装A=707㎡　大日坊地内DIP-NSφ 300
L=20.8m管据付工　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
L=20.8m

H24.03.16 上水道工事 21,800,000 1,090,000 22,890,000 (株)大和田設備工業
代表取締役
大和田　茂

水道事業所 指名

17 H23.05.27 1-33 市道駅前馬場線舗装新設工事 船引町船引字下扇田地内 舗装工　L=264.3m　幅員W=6.0(10.0)m H23.09.09 舗装工事 14,900,000 745,000 15,645,000 (株)鈴船建設
代表取締役
鈴木　直綱

建設部 建設課 指名

18 H23.05.27 1-30
市道大山柏塚線道路改良工事（第１
回工事）

船引町石沢字柏塚地内 暫定掘削工　L=80.55m　W=6.0（10.0）m H23.12.22 土木工事 19,400,000 970,000 20,370,000 秀和建設(株)
代表取締役
吉田　幸司

建設部 建設課 指名

19 H23.05.27 1-32
市道花木内石森線
道路改良舗装工事

船引町石森字舘地内
改良工　L=115.0m　舗装工L=135.0m
W=6.0（10.0）m

H23.12.22 土木工事 17,800,000 890,000 18,690,000 秀和建設(株)
代表取締役
吉田　幸司

建設部 建設課 指名

20 H23.05.27 1-29
市道追分文珠上線
道路改良工事

船引町春山字大平地内 改良工　L=40.0m　W=4.0（5.0）m H23.10.25 土木工事 3,700,000 185,000 3,885,000 (株)武藤工務店
代表取締役
武藤　武

建設部 建設課 指名

21 H23.05.27 1-31 市道台１号線道路改良工事 船引町長外路字五合水地内 改良工　L=31.07m　W=4.0（5.0）m H23.10.28 土木工事 5,300,000 265,000 5,565,000 (有)日秀建設
代表取締役
渡辺　秀則

建設部 建設課 指名

22 H23.05.27 1-27
市道南１号柏原２号線
道路改良工事

船引町芦沢字曲屋地内 改良工　L＝60.0m　W=4.0（5.0） H23.10.25 土木工事 3,700,000 185,000 3,885,000 (株)みなみ建設
代表取締役
宗像　伸二

建設部 建設課 指名

23 H23.05.27 1-28
市道柳内日向線
道路改良工事

船引町堀越字太夫内地内 改良工　L＝30.012m　W=4.0（5.0） H23.09.30 土木工事 2,730,000 136,500 2,866,500 (有)松崎工業
代表取締役
松崎　一矢

建設部 建設課 指名

24 H23.05.27 7-25 飲料水水質検査業務委託 田村市水道事業区域内 １３項目水質検査 H24.03.30 業務委託 9,500,000 475,000 9,975,000
(株)新環境分析セン
ター
福島県分析センター

センター長
薄井　孝之

水道事業所 指名
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25 H23.05.27 8-6
田村市高齢者保健福祉計画・第５期
介護保険事業計画策定等業務委託

田村市内
高齢者保健福祉関連事業・介護保険事
業諸調査報告書、計画書作成委託

H24.03.23 業務委託 2,350,000 117,500 2,467,500
(株)　サーベイリサー
チセンター東北事務
所

所長
岩崎　雅宏

保健福祉部 介護福祉課 指名

26 H23.05.27 1-12 田村市斎場建設工事監理業務委託 船引町船引字卯田ケ作地内
斎場新築工事　RC造・２階・延床面積
1,308.0㎡　一般業務（監理・総合・構造・
設備）追加業務（完成図確認）

H24.07.31 業務委託 8,800,000 440,000 9,240,000 (有)ティーエス
代表取締役
佐藤　哲弥

建設部 都市計画課 指名

27 H23.05.27 1-18
関本小学校校舎耐震補強・大規模改
造基本計画・実施設計業務委託

常葉町小桧山字梅ノ木下地内
耐震補強基本設計・大規模改造実施設
計業務

H24.03.30 業務委託 6,450,000 322,500 6,772,500 桑原建築事務所
代表
桑原　俊幸

建設部 都市計画課 指名

28 H23.05.27 1-15 高屋敷線測量設計業務委託 船引町石森字高屋敷地内
路線測量　L=0.12km　用地測量
A=0.7ha　道路詳細設計(B)　L=0.12km

H24.03.20 業務委託 3,300,000 165,000 3,465,000 (株)新和調査設計
代表取締役
飯澤　久

建設部 建設課 指名

29 H23.05.27 1-21
市道一ノ坪あぶくま洞線脇崩落法面
測量設計委託

滝根町菅谷字東釜山地内 崩落法面測量設計委託 H23.07.31 業務委託 2,300,000 115,000 2,415,000
(株)郡山測量設計社
田村支店

支店長
遠藤　庄二

産業部 商工観光課 指名

30 H23.05.27 7-22
県道船引大越小野線元池地内
配水管布設替測量設計業務委託

大越町上大越字元池地内
配水管布設替工事測量設計業務
L=170ｍ

H23.08.31 業務委託 2,180,000 109,000 2,289,000
(株)山口水道設計事
務所

代表取締役
山口　敏浩

水道事業所 指名

31 H23.05.27 7-23
基幹改良事業　県道上移常葉線
送水管布設替測量設計業務委託

常葉町常葉字中町地内外 送水管　L=3.55km H23.12.16 業務委託 10,000,000 500,000 10,500,000
総合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
(株)田村営業所

所長
南部　誠

水道事業所 指名

32 H23.05.27 7-24
水道施設保全改修
入水ポンプ場測量設計業務委託

滝根町菅谷字入水地内
滝根入水ポンプ場測量設計業務委託
測量業務0.0004km　設計業務　1.0式

H23.09.30 業務委託 3,800,000 190,000 3,990,000 (株)ｱｰﾊﾞﾝ設計
代表取締役
高橋　晃一

水道事業所 指名

33 H23.05.27 7-10
水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素
酸ソーダ（１箱１８Ｌ）

田村市水道事業区域内
滅菌剤次亜塩素酸ソーダ
１箱　１８Ｌ当たり

H24.03.30 物品購入 2,900 145 3,045 (有)さとう薬局
代表取締役
佐藤　智一

水道事業所 指名

34 H23.05.27 7-9
水道水浄水用薬品滅菌剤次亜塩素
酸ソーダ（２ｔローリー）

田村市水道事業区域内
滅菌剤次亜塩素酸ソーダ
２tローリー納入　１㎏当たり

H24.03.30 物品購入 55 2 57 (有)渡辺薬局
代表取締役
星　淳

水道事業所 指名

35 H23.05.27 7-8
水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化
アルミニウム（２ｔローリー）

田村市水道事業区域内
凝縮剤ポリ塩化アルミニウム
２tローリー納入　１㎏当たり

H24.03.30 物品購入 54 2 56 (有)渡辺薬局
代表取締役
星　淳

水道事業所 指名

36 H23.05.27 7-7
水道水浄水用薬品凝集剤ポリ塩化
アルミニウム（４ｔローリー）

田村市水道事業区域内
凝縮剤ポリ塩化アルミニウム
４tローリー納入　１㎏当たり

H24.03.30 物品購入 45 2 47 (有)渡辺薬局
代表取締役
星　淳

水道事業所 指名

37 H23.05.27 8-12 田村市学校給食センター食缶購入 常葉町西向字菅田地内 学校給食センター食缶1,000個 H23.11.30 備品購入 27,100,000 1,355,000 28,455,000
福島ｱｲﾎｰ調理機(株)
田村営業所

所長
渡辺　秀忠

教育部 教育総務課 指名

38 H23.05.27 8-13 田村市学校給食センター食器購入 常葉町西向字菅田地内 学校給食センター食器4,100人分 H23.11.30 備品購入 22,000,000 1,100,000 23,100,000
福島ｱｲﾎｰ調理機(株)
田村営業所

所長
渡辺　秀忠

教育部 教育総務課 指名

39 H23.05.27 8-11
田村市学校給食センター配送車購
入

常葉町西向字菅田地内
学校給食センター配送車購入 2ｔトラック
ｺﾝﾃﾅ4個用5台　ｺﾝﾃﾅ3個用4台

H23.11.30 備品購入 37,000,000 1,850,000 38,850,000 大内自動車工業(株)
代表取締役
大内　公夫

教育部 教育総務課 指名

40 H23.05.27 7-6 公用車購入 田村市水道事業区域内 公用車（特種用途車）１台 H23.07.29 備品購入 1,180,000 59,000 1,239,000 大内自動車工業(株)
代表取締役
大内　公夫

水道事業所 指名

41 H23.05.27 8-10
滝根地区スクールバス
（中型バス）購入

滝根町神俣字関場地内 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ（中型）購入　１台 H23.12.28 備品購入 12,400,000 620,000 13,020,000 大内自動車工業(株)
代表取締役
大内　公夫

教育部 教育総務課 指名


