
No 工 事 名 路線・施設名
工事場所
（納入先）

工事の概要 工 期 工 事 種 別 落 札 金 額 落札者（業者名） （氏　　名） 入札の方法

1 あぶくま洞安全対策事業　ロックネット新設工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内
ロックネット工（覆式落石防止網タイプ）　施工
面積A=5,600㎡

H24.12.25 土木工事 32,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 条件付き

2 水量拡張事業　県道船引大越小野線配水管布設替工事
県道船引大
越小野線

滝根町菅谷字下城地内

配水管布設替工事
DIP-NS φ 150 L=477.90m
HPPE　φ 75　L=262.15m
HPPE　φ 30　L=120.00m

H25.03.15 上水道工事 37,000,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 条件付き

3 水量拡張事業　県道小野富岡線配水管布設替工事
県道小野富
岡線

滝根町神俣字和貢地内
配水管布設替工事
DIP-NS　φ 300　L=115.56m
DIP-NS　φ 200　L=176.12m

H25.03.15 上水道工事 38,200,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 条件付き

4 岩井沢小学校校長住宅解体工事
岩井沢小学
校校長住宅

都路町岩井沢字中作地内 建物解体（校長住宅＋物置＝103㎡) H24.09.28 建築工事 1,400,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

5
社会資本整備総合交付金事業　市道入ノ作１号線防火水槽
補償工事

市道入ノ作１
号線

大越町下大越字泉作地内
防火水槽N=1基
(内空:L6.8×W2.6×H2.3）

H24.11.30 土木工事 4,900,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名

6 公共下水道事業舗装復旧工事（上大越字中広土地内） 大越町上大越字中広土地内
施工面積(当初)A=191.45㎡
(基幹事業 舗装工A=130.05㎡)
(単独事業 舗装工A=61.40㎡)

H24.10.21 舗装工事 2,230,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 指名

7 農道向山線舗装工事 農道向山線 常葉町西向字向山地内
舗装工
延長L=327.5m　幅員W=3.0m

H24.10.28 舗装工事 3,220,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

8 農道大平線舗装工事 農道大平線 常葉町西向字大平地内
舗装工
延長L=460.0m　幅員W=2.5(3.0)m

H24.10.28 舗装工事 2,750,000 株式会社　西向建設工業 代表取締役　石井　國仲 指名

9 あぶくま洞切羽浮石除去点検業務委託 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 切羽浮石除去点検一式 H25.01.31 業務委託 3,500,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

10 基幹改良事業　県道上移常葉線送水管布設替工事
県道上移常
葉線

常葉町久保字宮ノ前地内
送水管布設替工事
DIP-NS φ 150　L=389.00m
舗装本復旧工　A=1,560.0㎡

H25.02.28 上水道工事 23,500,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

11 市道湯田線配水管布設替工事 市道湯田線 大越町上大越字湯田地内

道路改良工事に伴う配水管布設替工事
DIP-NS φ 200 L=68.3m
仮設配管φ 200 L=80.7m
HPPE　φ 50　L=91.3m

H25.03.15 上水道工事 11,900,000 株式会社　渡辺工業 代表取締役　渡辺　菊雄 指名

12 市道槻木線道路修繕工事 市道槻木線 大越町上大越字薬師堂地内 アンカー式ブロック工　N=一式 H25.01.14 土木工事 13,800,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

13
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
改良工
延長L=300.0m　幅員W=6.0(8.0)m

H25.01.31 土木工事 18,600,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

14 水量拡張事業　市道石崎鈴ヶ下線舗装本復旧工事
市道石崎
鈴ヶ下線

滝根町広瀬字尼ヶ提地内
水量拡張事業による舗装本復旧工事
延長L=1,447.57m　A=6,129.0㎡

H24.12.21 舗装工事 21,900,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

15
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）
延長L=97.0m　幅員W=6.0(8.0)m

H25.02.25 土木工事 20,000,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

16 公共下水道事業管渠布設工事（船引字小沢川代第２地内） 船引町船引字小沢川代地内
施工延長（当初）延長L=229.50m
(基幹事業φ 150塩ビ管L=229.50m）

H25.02.15 下水道工事 17,000,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　等 指名

17 道整備交付金事業 市道原線道路改良工事 市道原線 船引町北鹿又字沼ノ下地内
改良工
延長L=220.0m　幅員W=6.0(8.0)m

H25.02.28 土木工事 27,700,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

18
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

船引町芦沢字小桃前地内
改良工
延長L=235.8m　幅員W=5.5(7.0)m

H25.01.31 土木工事 27,800,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

19 斎場解体工事 船引町船引字卯田ヶ作地内
RC造(一部鉄骨造）建物解体A=247㎡
火葬炉解体　N=2基

H24.11.30 建築工事 21,100,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　善隆 指名

20 市道台1号線道路改良工事 市道台1号線 船引町長外路字岡谷地地内
改良工
延長L=20.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H24.12.21 土木工事 4,700,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

21 市道鎌場線側溝敷設工事 市道鎌場線 船引町永谷字鎌場地内
側溝敷設工
延長L=125.0m

H24.11.30 土木工事 4,600,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

22 船引町太子堂地内配水管布設替工事 船引町船引字太子堂地内
配水管布設替工事
HPPE　φ 75　L=224.0m

H25.02.15 上水道工事 3,100,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

23 田村市授産場外壁改修工事
田村市授産
場

船引町船引字北町通地内
外壁塗装 弾性複層ＲＥ仕上げ　A=186㎡
ポリウレタン系シーリング N=618.5m

H24.11.30 建築工事 1,650,000 株式会社　田村工務店 代表取締役　田村　文雄 指名
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24
保育所等給食検査体制整備事業 給食放射性物質測定機購
入

市内保育所等 給食等放射性物質測定機購入　4台 H24.10.31 備品購入 9,800,000
福味商事　株式会社　田村営
業所

所長　橋本　忠二 指名

25
西向小学校屋内運動場耐震補強基本計画・大規模改造工事
実施設計業務委託

西向小学校
屋内運動場

常葉町西向字尾形地内
屋内運動場耐震補強基本計画・大規模改造
工事実施設計業務一式

H25.03.25 業務委託 5,550,000 桑原建築事務所 代表　桑原　俊幸 指名

26
美山小学校屋内運動場耐震補強基本計画・大規模改造工事
実施設計業務委託

美山小学校
屋内運動場

船引町北鹿又字後和田地内
屋内運動場耐震補強基本計画・大規模改造
工事実施設計業務一式

H25.03.25 業務委託 6,000,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 指名

27 田村地方夜間診療所設計業務委託 船引町船引字源次郎地内
設計業務一式
木造・1階・延床面積≒230㎡

H25.02.28 業務委託 7,300,000 有限会社　ティーエス 代表取締役　佐藤　哲弥 指名

28 市道東石倉線測量設計業務委託
市道東石倉
線

船引町石沢字六角地内
路線測量L=0.15㎞
道路詳細設計L=0.15㎞

H24.12.14 業務委託 2,300,000
総合技術コンサルタンツ(株)田
村営業所

所長　南部　誠 指名

29 市道富作２号線測量設計業務委託
市道富作２
号線

常葉町常葉字富作地内

路線測量L=0.42㎞
用地測量A=0.7ｈａ
CBR試験調査N=3.0箇所
道路詳細設計L=0.42㎞

H25.03.25 業務委託 4,500,000 昭和技術設計　株式会社 代表取締役　渡辺　和明 指名

30 公共下水道事業測量設計業務委託（船引字石田地内） 船引町船引字石田地内
測量面積A=7.22ｈａ
設計延長L=1.203㎞

H25.03.15 業務委託 10,600,000
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

31 公共下水道事業測量設計業務委託（船引字源次郎地内） 船引町船引字源次郎地内
測量面積A=12.03ｈａ
設計延長L=1.477㎞

H25.03.15 業務委託 14,600,000 昭和技術設計　株式会社 代表取締役　渡辺　和明 指名

32 公共下水道事業測量設計業務委託（上大越字求中地内外） 大越町上大越字求中地内外
測量面積A=3.82ｈａ
設計延長L=1.032㎞

H25.03.15 業務委託 13,700,000
株式会社　東コンサルタント郡
山事業所

所長　荒堀　泰輔 指名

33 公共下水道事業測量設計業務委託（下大越字町地内外） 大越町下大越字町地内外
測量面積A=4.45ｈａ
設計延長L=0.862㎞

H25.03.15 業務委託 13,400,000
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 指名

34 公共下水道事業測量設計業務委託（神俣字五林平地内外） 滝根町神俣字五林平地内外
測量面積A=7.58ｈａ
設計延長L=2.025㎞

H25.03.15 業務委託 13,500,000
総合技術コンサルタンツ(株)田
村営業所

所長　南部　誠 指名

35 公共下水道事業地質調査業務委託（船引字石田地内） 船引町船引字石田地内 地質調査　N=7箇所 H24.11.02 業務委託 4,300,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名

36 公共下水道事業地質調査業務委託（船引字源次郎地内） 船引町船引字源次郎地内 地質調査　N=10箇所 H24.11.22 業務委託 5,300,000 株式会社　福央ソイル 代表取締役　佐藤　イキ 指名

37 公共下水道事業地質調査業務委託（下大越字町地内外） 大越町下大越字町地内外 地質調査　N=13箇所 H24.12.14 業務委託 7,500,000
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 指名

38 公共下水道事業地質調査業務委託（神俣字五林平地内外） 滝根町神俣字五林平地内外 地質調査　N=8箇所 H24.11.02 業務委託 4,600,000 株式会社　北日本ボーリング 代表取締役　北原　賢 指名

39 田村地方夜間診療所地質調査業務委託 船引町船引字源次郎地内
地質調査業務一式
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞL=10m×4箇所、標準貫試験N=4
箇所

H25.02.28 業務委託 3,000,000 有限会社　坪倉土質調査設計 代表取締役　坪倉　新治 指名

40 田村市都市計画基礎調査業務委託 田村市内
建築物調査、土地利用調査、農地転用状況調
査

H25.02.28 業務委託 3,430,000 東日本総合計画(株)福島支店 支店長　大和田　泰宏 指名


