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1 H23.06.23 1-87 市道曲田線道路改良工事 大越町上大越字求中地内 延長L=488.0m　幅員W=6.0(9.5)m H24.03.26 土木工事 36,000,000 1,800,000 37,800,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 建設部 建設課
条件
付き

2 H23.06.23 1-120 田村市運動公園東線駐車場整備工事 船引町船引字遠表地内

土木工事
U字型側溝工L=226.0m
防護柵工L=330.0m
駐車場舗装工A=6302.6㎡

H23.12.22 土木工事 35,000,000 1,750,000 36,750,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 建設部 都市計画課
条件
付き

3 H23.06.23 1-104 緑小学校外構工事 船引町上移字根岸地内 外溝工事　一式 H24.03.30 建築工事 48,300,000 2,415,000 50,715,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 建設部 都市計画課
条件
付き

4 H23.06.23 7-9
石綿セメント管更新事業
市道山口遠上線配水管布設替工事

大越町上大越字中広土地内
配水管布設替工事
DIP-NS　φ 250　L=482.70ｍ

H24.03.16
上水道工
事

37,100,000 1,855,000 38,955,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 水道事業所
条件
付き

5 H23.06.23 7-10
水量拡張事業
市道芦畑原屋敷線外配水管布設替工事

滝根町菅谷字原屋敷地内
配水管布設替工事
HPPE　φ 150　L=1,174.83ｍ

H24.03.16
上水道工
事

50,700,000 2,535,000 53,235,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 水道事業所
条件
付き

6 H23.06.23 7-11
水量拡張事業
県道船引大越小野線配水管布設替工事

滝根町菅谷字下城地内
配水管布設替工事
DIP-NS　φ 250　L=40.2ｍ
DIP-NS　φ 200　L=457.2ｍ

H24.03.16
上水道工
事

31,000,000 1,550,000 32,550,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 水道事業所
条件
付き

7 H23.06.23 1-124 市道北ノ内２号線道路改良工事 船引町新舘字曲山地内
改良延長L=100.0m
幅員W=4.0(5.0)m

H23.11.25 土木工事 4,650,000 232,500 4,882,500 有限会社　助川土木 代表取締役　助川　秀俊 建設部 建設課 指名

8 H23.06.23 1-128
公共下水道事業舗装復旧工事
（船引字上田中地内）

船引町船引字上田中地内
施工面積A=857.63㎡
（補助事業　舗装工 A=824.35㎡）
（単独事業　舗装工 A=33.28㎡）

H23.09.30 舗装工事 3,600,000 180,000 3,780,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 建設部 下水道課 指名

9 H23.06.23 5-9 市道楢山堀田線舗装修繕工事 常葉町小桧山字町堂坂地内
排水工　Ｕ型側溝（Ⅲ-A-i-300)L=70.0m
舗装工　L=70.0m W=3.50～5.00m
A=283.5m

H23.09.30 舗装工事 2,100,000 105,000 2,205,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 常葉行政局 産業建設課 指名

10 H23.06.23 5-10 市道鳴子線舗装修繕工事 常葉町堀田字鳴子地内
排水工　Ｕ型側溝（Ⅲ-A-i-300)L=140.0m
舗装工　L=140.0m W=3.50～5.00m
A=551.8m

H23.10.31 舗装工事 4,200,000 210,000 4,410,000 大和コウケン　株式会社 代表取締役　吉田　來 常葉行政局 産業建設課 指名

11 H23.06.23 5-14 市道池下線舗装修繕工事 常葉町西向字田中地内
舗装工　L=418.0m W=3.50～4.50m
A=1,500.5m

H23.08.31 舗装工事 3,000,000 150,000 3,150,000 株式会社　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

12 H23.06.23 7-13
石綿セメント管更新事業
市道臂曲線配水管布設替工事

船引町船引字臂曲地内
配水管布設替工事
HPPE　φ 150　L=245.6m

H24.03.16
上水道工
事

13,750,000 687,500 14,437,500 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 水道事業所 指名

13 H23.06.23 1-110
公共下水道事業管渠布設工事
（東部台四丁目地内）

船引町東部台四丁目地内
施工延長（当初）L=273.50m
（補助事業　φ 150塩ビ管L=273.50m）

H23.10.28
下水道工
事

12,200,000 610,000 12,810,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 建設部 下水道課 指名

14 H23.06.23 1-123 市道大山柏塚線道路改良工事（第２回工事） 船引町石沢字関袋地内 延長L=60.0m　幅員W=6.0(10.0)m H24.03.16 土木工事 24,200,000 1,210,000 25,410,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 建設部 建設課 指名

15 H23.06.23 7-15
石綿セメント管更新事業
市道田子屋線配水管布設替工事

大越町下大越字田子屋地内
配水管布設替工事
HPPE　φ 150　L=500.1m

H24.03.16
上水道工
事

24,600,000 1,230,000 25,830,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　菊雄 水道事業所 指名

16 H23.06.23 7-16
水量拡張事業
市道菅谷公民館入水線配水管布設替工事

滝根町菅谷字大子堂地内
配水管布設替工事
HPPE φ 250　L=308.68ｍ

H24.03.16
上水道工
事

14,200,000 710,000 14,910,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 水道事業所 指名

17 H23.06.23 7-18 市道曲田線配水管布設替工事 大越町上大越字曲田地内
配水管布設替工事
HPPE　φ 150　L=230.0m

H24.03.16
上水道工
事

8,130,000 406,500 8,536,500 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 水道事業所 指名

18 H23.06.23 2-14 市道五林平糠塚線舗装修繕工事 滝根町神俣字五林平地内 舗装修繕L=218.0ｍ　W=4.0(5.0)m H23.09.12 舗装工事 8,300,000 415,000 8,715,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 滝根行政局 産業建設課 指名

19 H23.06.23 5-12 市道休石線舗装修繕工事 常葉町西向字持立木地内
舗装工　L=1,145..0m W=3.50～8.00m
　　　　　 A=4,464.3m（待避所２ヶ所A=110.0
㎡）

H23.09.15 舗装工事 8,700,000 435,000 9,135,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 常葉行政局 産業建設課 指名

20 H23.06.23 5-13 市道西ノ内１号線舗装修繕工事 常葉町西向字西ノ内地内
排水工　Ｕ型側溝（Ⅲ-A-i-300)L=315.0m
舗装工　L=574.0m W=3.00～3.20m
A=1,762.4m

H23.10.31 舗装工事 11,600,000 580,000 12,180,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊二 常葉行政局 産業建設課 指名

21 H23.06.23 1-13
公共下水道事業管渠布設工事
（神俣字関場地内）

滝根町神俣字関場地内
施工延長L=244.25ｍ
（補助事業VUφ 150　L=209.65ｍ）
（単独事業VUφ 150　L=34.60ｍ）

H23.10.28
下水道工
事

13,100,000 655,000 13,755,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 建設部 下水道課 指名
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22 H23.06.23 1-111
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=284.15ｍ
（補助事業 VUφ 150　L=242.15ｍ）
（単独事業 VUφ 150　L=42.00ｍ）

H23.11.30
下水道工
事

13,800,000 690,000 14,490,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 建設部 下水道課 指名

23 H23.06.23 7-27
石綿セメント管更新事業
市道入ノ作線外配水管布設替測量設計業務委託

大越町下大越字入ノ作地内
石綿セメント管更新に伴う配水管布設替工事
測量設計業務　L=1,110ｍ　φ 150

H23.12.16 業務委託 4,900,000 245,000 5,145,000
日栄地質測量設計　株式会社
郡山支社

取締役支社長　　畠　良一 水道事業所 指名

24 H23.06.23 2-3 市道島ノ松２号線用地測量業務委託 滝根町菅谷字島ノ松地内 用地測量Ａ＝0.9ha H23.09.15 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 滝根行政局 産業建設課 指名

25 H23.06.23 2-4 市道大橋中広土線測量設計業務委託 滝根町広瀬字大橋地内
路線測量L=0.33㎞　用地測量A=0.31ha　道路
詳細設計(B)L=0.27㎞　歩道設計L=0.06㎞

H23.09.30 業務委託 3,400,000 170,000 3,570,000
株式会社
郡山測量設計社田村支店

支店長　遠藤　庄二 滝根行政局 産業建設課 指名

26 H23.06.23 2-5 市道沖田田木山線測量設計業務委託 滝根町菅谷字田木山地内
路線測量L=0.12㎞　用地測量A=0.06ha　道路
詳細設計(B)L=0.12㎞

H23.09.15 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 滝根行政局 産業建設課 指名

27 H23.06.23 8-14 田村市陸上競技場投てき距離標識等備品購入 船引町船引字遠表地内
投てき距離標識（大小26組）　一式
機動掃除機　１台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ制限ﾀｲﾏｰ　3台

H23.09.30 備品購入 3,862,000 193,100 4,055,100
有限会社
スポーツショップ　ワタナベ

代表取締役　渡邉　弘 教育部 生涯学習課 指名

28 H23.06.23 8-7 公用車購入（市長車） 船引町船引字馬場川原地内 公用車（市長車）1台 H23.10.31 備品購入 3,850,000 192,500 4,042,500 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 総務部 財政課 指名

29 H23.06.23 8-18 星の村ふれあい館送迎用ワゴン車購入 滝根町菅谷字馬場地内 星の村ふれあい館送迎用ワゴン車購入 H23.09.30 備品購入 2,480,000 124,000 2,604,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 産業部 商工観光課 指名

30 H23.06.23 8-19 あぶくま洞管理事務所軽トラック購入 滝根町菅谷字東釜山地内 あぶくま洞管理事務所軽トラック購入 H23.09.30 備品購入 680,000 34,000 714,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 産業部 商工観光課 指名

31 H23.06.23 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）４台 H23.09.30 備品購入 3,200,000 160,000 3,360,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 総務部 財政課 指名

32 H23.06.23 8-21 田村市公用車購入（軽トラック） 船引町船引字馬場川原地内 公用車（軽トラック）１台 H23.09.30 備品購入 680,000 34,000 714,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 総務部 財政課 指名

33 H23.06.23 8-22 田村市公用車購入（軽オフロード） 船引町船引字馬場川原地内 公用車（軽オフロード）1台 H23.09.30 備品購入 1,100,000 55,000 1,155,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 総務部 財政課 指名


