
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 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（改良） 市道古道線 都路町古道字橋向地内
改良工
延長L=191.50m
幅員W=4.00(6.70～7.50)m

H25.02.28 土木工事 30,700,000 株式会社　環境土木 代表取締役　内田　才子 条件付き

2 旧下大越小学校施設解体工事 旧下大越小学校外 大越町下大越字町地内
校舎解体 W造2階建A=1,890㎡
教員住宅 W造平屋建A=90㎡
プール解体 FRPプールA=250㎡

H25.03.26 建築工事 40,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 条件付き

3 社会資本整備総合交付金事業 市道湯田線舗装新設工事 市道湯田線 大越町下大越字川上地内 延長L=500.0m　幅員W=6.0(9.5)m H25.03.25 舗装工事 24,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

4 遠山口地区農道整備工事 大越町上大越字遠山口地内
農道整備工
延長L=2,000.0m　幅員W=3.0～4.0m

H25.03.25 土木工事 25,100,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

5 市道陣場線道路改良工事 市道陣場線 常葉町常葉字陣場地内
改良工
延長L=348.9m　幅員W=5.5(7.0)m

H25.02.25 土木工事 27,800,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

6 市道堂平線道路改良工事 市道堂平線 大越町上大越字後原地内
改良工
暫定延長L=408.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.25 土木工事 18,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

7 市道田和上線道路改良工事 市道田和上線 常葉町常葉字宮川地内
改良工
延長L=177.68m　　幅員W=5.5(9.25)m

H25.02.25 土木工事 25,500,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

8
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（第２回
工事）

市道入ノ作1号線 大越町下大越字三斗蒔地内
改良工
延長L=195.2m　幅員W=6.0(8.0)m

H25.03.25 土木工事 19,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

9 市道駅前馬場線道路改良工事(第２回工事） 市道駅前馬場線 船引町船引字今年田地内
改良工
延長L=55.7m　幅員W=6.0(10.0)m

H25.03.25 土木工事 24,700,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

10 市道花木内石森線道路改良工事 市道花木内石森線 船引町文珠字洞地内
改良工
延長L=179.5m　幅員W=6.0(10.0)m

H25.02.28 土木工事 23,600,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

11 市道北ノ作線舗装新設工事 市道北ノ作線 船引町上移字北ノ作地内 延長L=168.0m　幅員W=5.5(7.0)m H24.12.21 舗装工事 7,100,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

12 道路改良関連 市道花木内石森線配水管布設替工事 市道花木内石森線 船引町文珠字洞地内
配水管布設替工事
HPPE φ 150 延長L=378.90m
仮設配管 φ 150 延長L=374.70m

H25.03.15 上水道工事 14,850,000
株式会社　マルショウ田母
神

代表取締役　田母神　安代 指名

13 船引プール解体工事 船引プール 船引町船引字南町通地内
プール解体（付帯施設共）一式
休憩所建築A=12.4㎡

H25.03.19 建築工事 16,800,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

14 第２分団第２部ポンプ置場兼屯所新築工事
第２分団第２部ポン
プ置場兼屯所

大越町栗出字中ノ内地内
木造・2F・建築面積A=31.44㎡・延床面積
A=62.88㎡

H24.12.20 建築工事 8,400,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 指名

15 基幹改良事業 県道上移常葉線送水管布設替第2回工事 県道上移常葉線 常葉町久保字向ﾉ前地内
送水管布設替工事
DIP-NS φ 150　L=211.696m
舗装本復旧工　A=801.0㎡

H25.03.15 上水道工事 11,300,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

16 公共下水道事業管渠布設工事（東部台3丁目第4地内） 船引町東部台3丁目地内
施工延長L=100.30m
(基幹事業 φ 150塩ビ管開削L=68.30m)
(効果促進事業 φ 150塩ビ管開削L=32.00m)

H24.12.21 下水道工事 5,050,000 有限会社　松崎工業 代表取締役　松崎　一矢 指名

17 公共下水道事業管渠布設工事（春山字永畑地内） 船引町春山字永畑地内
施工延長L=40.00m
(効果促進事業 φ 150塩ビ管開削L=40.00m)

H24.11.15 下水道工事 2,320,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名

18 市道柳内日向線道路改良工事 市道柳内日向線 船引町遠山沢字神ノ内地内
改良工
延長L=80.0m　幅員W=4.0(5.0)m

H25.03.25 土木工事 7,200,000 有限会社　掛田工務店 代表取締役　掛田　信一 指名

19 田村消防署移分駐所敷地造成工事 移分駐所 船引町上移字後田地内 敷地造成工A=1,315.0㎡ H24.11.30 土木工事 3,450,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

20 市営住宅船引馬場団地３号棟屋上防水工事
市営住宅船引馬場
団地

船引町船引字馬場地内
屋上防水工事
屋根塗膜防水A=426㎡

H24.12.21 建築工事 3,500,000 有限会社　佐藤建築 代表取締役　佐藤　淳一 指名

21 ２３年災道路災害復旧工事 第７０１６号 市道小滝沢線 市道小滝沢線 都路町古道字鳥伏地内
復旧延長L=55.5m
復旧幅員W=5.00～5.25m

H25.03.21 土木工事 5,900,000 有限会社　たむら農建 代表取締役　渡辺　洋子 指名

22 市道鹿山線防火水槽補償工事 市道鹿山線 常葉町鹿山字向山地内 防火水槽設置N=1基 H25.01.18 土木工事 2,850,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

23 市道仙台平和貢線 法面安全対策工事 市道仙台平和貢線 滝根町神俣字大滝根地内
嵩上げ擁壁 延長L=17.00m　高さH=0.85m
柵工 延長L=16.00m　高さH=1.50m

H24.12.14 土木工事 1,850,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

24 旧下大越小学校体育館改修工事 旧下大越小学校 大越町下大越字町地内
床・大引き・根太類撤去処分A=360㎡
山砂敷V=252㎥

H24.12.21 建築工事 4,230,000 有限会社　山野辺工務店 代表取締役　山野辺　耕一 指名
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25 市営住宅備前作団地外壁改修工事
市営住宅備前作団
地

常葉町常葉字備前作地内 外壁改修　複層塗材A=1,214㎡ H24.12.21 塗装工事 6,000,000 有限会社　先崎塗装 代表取締役　先崎　正治 指名

26 水道施設保全改修　船引浄水場２系沈澱池操作盤更新工事 船引浄水場 船引町船引字上川原地内 2系統沈澱池操作盤更新工事一式 H25.02.28
電気設備工
事

13,870,000 有限会社　大平電業社 代表取締役　箭内　和夫 指名

27 田村市道路台帳補正業務委託 市内一円
道路台帳補正、幅員補正、構造補正、関連
路線修正一式

H25.03.25 業務委託 9,300,000
（株）郡山測量設計社 田村
支店

支店長　遠藤　庄二 指名

28 市道田代線測量設計業務委託 市道田代線 船引町中山字田代地内
路線測量L=0.42㎞
CBR試験調査N=2.0箇所
道路詳細設計L=0.42㎞

H25.03.25 業務委託 3,500,000
総合技術コンサルタンツ(株)
田村営業所

所長　南部　誠 指名

29 都路診療所放射線医療情報システム更新 都路診療所 都路町古道字寺下地内 放射線医療情報システム一式 H24.11.30 備品購入 3,100,000 コセキ（株）郡山営業所 所長　村上　慎 指名


