
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 市道畑添源次郎線道路改良舗装工事
市道畑添源
次郎線

船引町船引字畑添地内
本線部　延長L=60.0m　幅員W=6.0(12.0)m
県道部　延長L=129.521m

H26.03.24 土木工事 40,800,000 株式会社　トリアス 代表取締役　秋田　佳一 条件付き

2 社会資本整備総合交付金事業　市道糠塚田木山線道路改良舗装工事
市道糠塚田
木山線

滝根町菅谷字入水地内 延長L=185.5m　幅員W=6.0(10.0)m H26.03.28 土木工事 40,800,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 条件付き

3 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
擁壁　L=17.00m　H=2.40m
防護柵　L=17.00m　H=1.50m

H25.11.29 土木工事 3,450,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

4 公共下水道事業管渠布設工事（菅谷字堂田地内） 滝根町菅谷字堂田地内
施工延長（当初）L=42.00m（基幹事業φ 150
塩ビ管L=42.00m）

H25.10.25 下水道工事 3,300,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

5 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（当初）L=21.90m（基幹事業φ 150
塩ビ管L=21.90m）

H25.11.08 下水道工事 3,150,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

6 公共下水道関連　東部台三丁目地内配水管布設替工事 船引町東部台三丁目地内
公共下水道工事に伴う配水管布設替工
HPPEφ 75　L=5.0m
不断水仕切弁設置工　2箇所

H25.12.16 上水道工事 1,600,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

7 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=82.30m（基幹事業φ 150
塩ビ管L=82.30m）

H25.09.27 下水道工事 4,200,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（東部台二丁目地内） 船引町東部台二丁目地内
施工延長（当初）L=53.00m（基幹事業φ 150
塩ビ管L=53.00m）

H25.10.28 下水道工事 3,500,000 株式会社　みなみ建設 代表取締役　宗像　伸二 指名

9 水量拡張事業　県道船引大越小野線配水管布設替第１回工事
県道船引大
越小野線

滝根町菅谷字堂田地内

配水管布設替工
HPPEφ 150　L=123.210m
HPPEφ 100　L=5.386m
HPPEφ 75　L=33.580m
舗装復旧工
県道　L=121.50m　A=457.69㎡
市道　L=8.00m　A=32.00㎡

H26.01.31 上水道工事 16,600,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 指名

10 水量拡張事業　県道船引大越小野線配水管布設替第３回工事
県道船引大
越小野線

滝根町広瀬字針湯地内
配水管布設替工
HPPEφ 150　L=432.25m
HPPEφ 75　L=70.80m

H26.02.28 上水道工事 27,200,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

11 市道曲田線道路改良舗装工事 市道曲田線 大越町上大越字求中地内 延長L=116.94m　復員W=6.0(9.5)m H26.03.28 土木工事 19,100,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

12 公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第３地内） 船引町東部台三丁目地内
施工延長（当初）L=149.45m
（基幹事業φ 150塩ビ管L=130.15m）
（効果促進事業φ 150塩ビ管L=19.30m）

H25.12.22 下水道工事 9,800,000 田村産業　株式会社 代表取締役　渡辺　隆治 指名

13 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎第1地内） 船引町船引字源次郎地内
施工延長（当初）L=166.73m（基幹事業φ
150塩ビ管L=166.73m）

H25.12.06 下水道工事 15,000,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

14 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎第2地内） 船引町船引字源次郎地内
施工延長（当初）L=152.20m（基幹事業φ
150塩ビ管L=152.20m）

H25.12.06 下水道工事 14,600,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　等 指名

15 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎第3地内） 船引町船引字源次郎地内
施工延長（当初）L=158.50m（基幹事業φ
150塩ビ管L=158.50m）

H25.12.06 下水道工事 15,500,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

16 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎第4地内） 船引町船引字源次郎地内
施工延長（当初）L=219.35m
（基幹事業　推進φ 150塩ビ管L=91.00m）
（基幹事業　開削φ 150塩ビ管L=128.35m)

H25.12.06 下水道工事 18,300,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

17 公共下水道事業管渠布設工事（船引字源次郎第5地内） 船引町船引字源次郎地内
施工延長（当初）L=305.70m（基幹事業φ
150塩ビ管L=305.70m）

H25.12.06 下水道工事 19,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

18 公共下水道事業管渠布設工事（東部台三丁目第４地内） 船引町東部台三丁目地内
施工延長（当初）L=124.00m（基幹事業φ
150塩ビ管L=124.00m）

H25.12.06 下水道工事 12,200,000 株式会社　トリアス 代表取締役　秋田　佳一 指名

19 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字小沢川代地内） 船引町船引字小沢川代地内
施工面積A=1,754.91㎡（基幹事業　舗装工
A=1,754.91㎡）

H25.11.29 舗装工事 12,800,000 株式会社　春山建工社 代表取締役　渡辺　等 指名

20 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台三丁目地内） 船引町東部台三丁目地内
施工面積A=3,592.24㎡
（基幹事業　舗装工A=2,833.28㎡）
（効果促進事業　舗装工A=758.96㎡）

H25.11.29 舗装工事 15,700,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名
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21 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字石田地内） 船引町船引字石田地内
施工面積A=1,314.32㎡
（基幹事業　舗装工A=920.37㎡）
（効果促進事業　舗装工A=393.95㎡）

H25.11.29 舗装工事 6,100,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

22 移中学校グランドピアノ購入 移中学校 船引町上移字橋本地内 移中学校グランドピアノ　1台 H25.09.20 備品購入 - 不落 指名

23 給水車購入 船引町船引字馬場川原地内
飲料水運搬用ポンプ圧送式給水タンク車
１台

H26.01.31 備品購入 11,640,000 有限会社　渡辺鉄工消防用品 代表取締役　渡辺　治 指名

24 （仮称）田村中央スマートインターチェンジ設置測量・予備設計業務委託 大越町牧野字堀之内地内

基準点測量一式
現地測量一式
予備設計L=2.0Km
申請書作成一式

H26.03.28 業務委託 9,800,000
（株）協和コンサルタンツ　福島営
業所

所長　馬場　吉信 指名

25 公共下水道事業測量設計業務委託（船引字山ノ内地内外） 船引町船引字山ノ内地内外
測量面積A=7.56ha
設計延長L=1.200km

H26.03.14 業務委託 13,200,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名

26 公共下水道事業測量設計業務委託（船引字四城内前地内外） 船引町船引字四城内前地内外
測量面積A=7.84ha
設計延長L=1.037km

H26.03.14 業務委託 11,200,000 双葉測量設計　株式会社 代表取締役　佐藤　貞雄 指名

27 公共下水道事業測量設計業務委託（船引字卯田ヶ作地内外） 船引町船引字卯田ヶ作地内外
測量面積A=13.87ha
設計延長L=1.105km

H26.03.14 業務委託 13,200,000
陸奥テックコンサルタント株式会
社

代表取締役　伊藤　清郷 指名

28 公共下水道事業測量設計業務委託（常葉字常光寺地内外） 常葉町常葉字常光寺地内外
測量面積A=5.28ha
設計延長L=1.026km

H26.03.14 業務委託 10,500,000
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

29 公共下水道事業測量設計業務委託（上大越字薬師堂地内外） 大越町上大越字薬師堂地内外
測量面積A=5.90ha
設計延長L=1.212km

H26.03.14 業務委託 12,000,000
総合技術コンサルタンツ(株)田村
営業所

所長　南部　誠 指名

30 公共下水道事業測量設計業務委託（下大越字高屋敷地内外） 大越町下大越字高屋敷地内外
測量面積A=5.96ha
設計延長L=1.146km

H26.03.14 業務委託 11,200,000 昭和技術設計　株式会社 代表取締役　渡辺　和明 指名

31 公共下水道事業測量設計業務委託（神俣字糠塚地内外） 滝根町神俣字糠塚地内外
測量面積A=5.66ha
設計延長L=1.224km

H26.03.14 業務委託 12,900,000 （株）郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

32 市道越田和線測量業務委託
市道越田和
線

船引町南移字町尻地内
基準点測量一式
地形測量　L=1,060m
路線測量一式

H26.03.14 業務委託 4,150,000
陸奥テックコンサルタント　株式会
社

代表取締役　伊藤　清郷 指名

33 市道黒井所線用地測量業務委託
市道黒井所
線

船引町笹山字黒井所地内 用地測量　A=2.64ha H26.03.24 業務委託 4,900,000 （株）郡山測量設計社田村支店 支店長　遠藤　庄二 指名

34 農業基盤整備促進事業　測量設計業務委託 農道笊内線 常葉町新田作字笊内地内 測量設計　L=0.40km H25.09.30 業務委託 3,800,000 双葉測量設計　株式会社 代表取締役　佐藤　貞雄 指名

35 公共下水道事業地質調査業務委託（船引字山ノ内地内外） 船引町船引字山ノ内地内外 地質調査N=9箇所 H25.12.13 業務委託 5,400,000 （株）武田コンサルタント郡山支店 支店長　阿部　弘 指名

36 公共下水道事業地質調査業務委託（船引字四城内前地内外） 船引町船引字四城内前地内外 地質調査N=8箇所 H25.12.13 業務委託 5,000,000 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（船引字卯田ヶ作地内外） 船引町船引字卯田ヶ作地内外 地質調査N=6箇所 H25.12.13 業務委託 4,300,000 有限会社　坪倉土質調査設計 代表取締役　坪倉新治 指名

38 公共下水道事業地質調査業務委託（常葉字常光寺地内外） 常葉町常葉字常光寺地内外 地質調査N=7箇所 H25.12.13 業務委託 4,600,000 日栄地質測量設計（株）郡山支社 取締役支社長　　畠　良一 指名

39 公共下水道事業地質調査業務委託（上大越字薬師堂地内外） 大越町上大越字薬師堂地内外 地質調査N=10箇所 H25.12.13 業務委託 5,900,000 新協地水　株式会社 代表取締役　佐藤　正基 指名

40 公共下水道事業地質調査業務委託（神俣字糠塚地内外） 滝根町神俣字糠塚地内外 地質調査N=8箇所 H25.12.13 業務委託 5,100,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名


