
No 工事等名 路線・施設名
工事場所
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別
落札金額
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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
覆式落石防止網工（ロックネット）施工
面積Ａ＝6,800.0㎡

H26.12.24 土木工事 44,500,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 条件付き

1 あぶくま洞　神社法面保護ロープネット工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 ロープネット工　A=56.0㎡ H26.10.31 土木工事 2,420,000 白土工業　有限会社 代表取締役　白土　謙一 指名

2 入水鍾乳洞安全対策事業　ロープネット新設工事 入水鍾乳洞 滝根町菅谷字入水地内 ロープネット工　A=100.0㎡ H26.10.31 土木工事 3,380,000 有限会社　柳沼企業 代表取締役　柳沼　昌寿 指名

3 市道石神堂田線　局部拡幅工事
市道石神堂田
線

滝根町菅谷字石神地内 局部拡幅　L=36.0ｍ H26.9.30 土木工事 2,800,000 有限会社　柳沼企業 代表取締役　柳沼　昌寿 指名

4 あぶくま洞　法面ラベンダー畑改修工事 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山地内 法面ラベンダー畑改修　一式 H26.11.25 土木工事 3,700,000 富士工業　株式会社 代表取締役　猪狩　恭典 指名

5 市道島ノ松2号線　道路改良工事
市道島ノ松2号
線

滝根町菅谷字島ノ松地内
延長　L=46.0ｍ
幅員　W=4.0ｍ

H26.9.26 土木工事 4,450,000 合資会社　矢部工業 代表社員　矢部　節雄 指名

6 常葉体育館玄関前ポーチ修繕工事 常葉町常葉字宮川地内 常葉体育館玄関前修繕　A=366㎡ H26.9.30 建築工事 3,700,000 株式会社　渡辺住建工業 代表取締役　渡辺　一男 指名

7 水道施設保全改修　減圧弁更新工事 常葉町新田作字高田地内
圧力調整弁（PR-10型、φ 100）
N=1.0基

H26.9.30
上水道工
事

1,750,000 株式会社　泉建設 代表取締役　吉田　栄一 指名

8 公共下水道事業管渠布設工事（常葉字坂ノ下地内） 常葉町常葉字坂ノ下地内
施工延長　L=292.00ｍ
（基幹事業L=292.00ｍ）

H26.11.14
下水道工
事

21,000,000 株式会社　渡辺建設 代表取締役　渡辺　正一 指名

9 災害復旧事業　舘公園常葉城屋根災害復旧工事 舘公園 常葉町常葉字舘地内 瓦屋根修繕工一式 H26.12.19 建築工事 9,950,000 株式会社　本田工業 代表取締役　本田　俊市 指名

10 市道中原1号線　道路改良工事
市道中原1号
線

大越町下大越字中原地内
改良工　延長L=160.00ｍ、幅員W=5.50
（7.00）ｍ

H26.12.25 土木工事 12,100,000 三和工業　株式会社 取締役社長　武田　公志 指名

11 公共下水道事業舗装復旧工事（神俣字河原地内） 滝根町神俣字河原地内
施工面積 A=1020.84㎡（基幹事業
A=1020.84㎡）

H26.9.5 舗装工事 4,900,000 富岡工業　株式会社 代表取締役　富岡　繁久 指名

12 水量拡張事業　県道船引大越小野線舗装本復旧工事 滝根町広瀬字針湯地内
県道・車道部　A=1,050.0㎡、県道・歩
道部　A=241.0㎡、市道・農道・車道部
A=522.0㎡

H26.10.31 舗装工事 18,900,000 桜田工業　株式会社 代表取締役　桜田　善保 指名

13 公共下水道事業管渠布設工事（船引字四城内前第１地内） 船引町船引字四城内前地内
施工延長　L=219.00ｍ
（基幹事業L=219.00ｍ）

H26.11.7
下水道工
事

17,000,000 株式会社　鈴船建設 代表取締役　鈴木　直綱 指名

14 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台三丁目第２地内） 船引町東部台三丁目地内
施工面積　A=2386.95㎡　（基幹事業
舗装工A=1917.53㎡）、（効果促進事業
舗装工A=469.42㎡）

H26.10.17 舗装工事 14,000,000 有限会社　藤倉建設 代表取締役　宗像　倉義 指名

15 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台三丁目第１地内） 船引町東部台三丁目地内外
施工面積　A=866.73㎡　（基幹事業
A=762.35㎡）（効果促進事業A=104.38
㎡）

H26.9.5 舗装工事 4,800,000 マル武建設工業　株式会社 代表取締役　武田　幸子 指名

16 公共下水道事業管渠布設工事（船引字番匠地内） 船引町船引字番匠地内
施工延長　L=94.00ｍ　（基幹事業
L=43.00ｍ A=661.68㎡）、（効果促進事
業　L=51.00ｍ　A=59.16㎡）

H26.9.30
下水道工
事

9,000,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

17 公共下水道事業管渠布設工事（船引字四城内前第２地内） 船引町船引字四城内前地内
施工延長　L=171.00ｍ　（基幹事業
L=148.00ｍ）、（効果促進事業
L=23.00ｍ）

H26.10.17
下水道工
事

11,700,000 菊地建設　株式会社 代表取締役　菊地　寿夫 指名

18 市道堰田線配水管布設工事 船引町船引字堰田地内 HPPE　φ 100　L=310.7m H26.12.15
上水道工
事

11,000,000 株式会社　伸和商会 代表取締役　安瀬　享 指名

19 多目的運動広場トイレ新設工事 船引町船引字遠表地内 木造平屋建　A=29.93㎡ H26.9.30 建築工事 16,300,000 秀和建設　株式会社 代表取締役　吉田　幸司 指名

20 公共下水道関連　源次郎地内配水管布設替工事 船引町船引字源次郎地内 PP　φ 50　L=127.0m H26.10.31
上水道工
事

3,900,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

21 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　L=71.00ｍ（効果促進事業
φ 150塩ビ管L=71.00ｍ）、公共ます設
置N=4.00箇所

H26.10.17
下水道工
事

4,500,000 株式会社　武藤工務店 代表取締役　武藤　武 指名

22 公共下水道事業管渠布設工事（船引字舘柄前地内） 船引町船引字舘柄前地内
施工延長　L=66.00ｍ　（基幹事業
L=55.50ｍ）、（効果促進事業　L=10.50
ｍ）

H26.9.30
下水道工
事

4,050,000 有限会社　日秀建設 代表取締役　渡辺　秀則 指名
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23 市道船引石森線　道路改良舗装工事
市道船引石森
線

船引町船引字下大平地内
延長　L=20.0ｍ
幅員　W=6.0（10.0）ｍ

H26.11.28 土木工事 9,200,000 株式会社　助川土木 代表取締役　助川　秀樹 指名

24 市道東石倉線　道路改良工事 市道東石倉線 船引町石沢字六角地内
延長　L=100.0ｍ
幅員　W=4.0（5.0）ｍ

H26.10.31 土木工事 7,380,000 有限会社　佐久間工務店 代表取締役　佐久間　一正 指名

25 船引保育所屋根防水工事 船引町船引字下川原地内
屋根防水工事　防水シート　A=932.6
㎡

H26.11.28 建築工事 8,000,000 有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫 指名

26 美山出張所大規模修繕工事 船引町北鹿又字下旦ノ平地内
玄関庇設置　N=1.0箇所
外壁改修工事　A=658㎡

H26.10.31 建築工事 3,390,000 有限会社　三浦建築 代表取締役　三浦　一夫 指名

27 出張所等洋式トイレ改修工事（北工区）
船引町北鹿又字下旦ノ平地内
外

既存大便器改修　N=13.0組 H26.11.28
暖冷房衛
生設備工
事

2,080,000 株式会社　安藤設備工業 代表取締役　安藤　好弘 指名

28 出張所等洋式トイレ改修工事（南工区） 船引町文珠字馬場平地内外
既存大便器改修　N=14.0組
既存小便器改修　N=3.0組

H26.11.28
暖冷房衛
生設備工
事

5,400,000 有限会社　吉田設備 代表取締役　吉田　裕一 指名

29 児童福祉施設等（保育所）エアコン設置工事 滝根町神俣字関場地内外
エアコン設置　滝根保育所N=1台、大
越こども園N=3台、常葉保育所N=5台、
船引保育所N=6台

H26.11.28

暖冷房衛
生設備工
事・電気設
備工事

19,200,000 有限会社　三輪電設 代表取締役　三輪　善治 指名

30 児童福祉施設等（児童館）エアコン設置工事 常葉町常葉字舘地内外
エアコン設置　常葉児童生活センター
N=5台、船引児童館N=3台（内移設2
台）

H26.11.28

暖冷房衛
生設備工
事・電気設
備工事

7,400,000 白石水道設備工業 白石　繁好 指名

31 子育て支援センターエアコン設置工事 船引町船引字下川原地内 エアコン設置　N=3台 H26.10.31

暖冷房衛
生設備工
事・電気設
備工事

3,650,000 有限会社　石井設備工業 代表取締役　石井　正典 指名

32 あぶくま洞非常用予備発電設備更新工事 滝根町菅谷字東釜山地内 非常用予備発電設備更新　一式 H26.12.25
電気設備
工事

3,600,000 東新電気工業　株式会社 代表取締役　先崎　元勝 指名

33 都路診療所受変電設備改修工事 都路町古道字寺下地内 受変電設備交換　一式 H26.9.30
電気設備
工事

3,050,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 指名

34 都路診療所空調機器設置工事 都路町古道字寺下地内
天井カセット形エアコン設置　N=4.0
台、壁掛形ルームエアコン設置　N=2.0
台

H26.9.30
電気設備
工事

1,650,000 株式会社　三浦電設 代表取締役　三浦　裕 指名

35 市道黒内3号線　測量設計業務委託
市道黒内3号
線

船引町笹山字沖田地内
路線測量（横断・横断測量）L=0.82㎞、
道路詳細設計L=0.82㎞

H26.12.22 業務委託 6,000,000 株式会社　新和調査設計 代表取締役　飯澤　久 指名

36 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 路線測量　N=1.0式 H26.10.31 業務委託 2,700,000
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

37 市道尾ノ内柏原線　測量設計業務委託
市道尾ノ内柏
原線

船引町芦沢字中ノ内地内
基準点測量N=1.0式、地形測量N=1.0
式、路線測量L=0.20㎞、詳細設計
L=0.20㎞

H27.3.27 業務委託 2,950,000 昭和技術設計　株式会社 代表取締役　渡辺　和明 指名

38 あぶくま洞管理事務所新設工事設計業務委託 滝根町菅谷字東釜山地内
あぶくま洞管理事務所新設工事設計
業務　一式

H26.12.25 業務委託 3,800,000 株式会社　旭設計事務所 代表取締役　武藤　憲雄 指名

39 田村市公用車購入（2ｔダンプ）
船引町船引字馬場川原20番
地

公用車（2ｔダンプ）1台 H26.10.31 備品購入 2,600,000 大内自動車工業　株式会社 代表取締役　大内　公夫 指名

40 田村市公用車購入（あぶくま洞営業用車両）　１台
あぶくま洞管
理事務所

滝根町菅谷字東釜山地内 営業用車両　1台 H26.9.30 備品購入 1,570,000 有限会社　常葉モーター 代表取締役　紺野　清一 指名

41 市道船引石森線　補償物件調査算定業務委託
市道船引石森
線

船引町船引字砂子田地内 補償物件調査　N=1.0式 H26.10.31 業務委託 2,450,000 株式会社　建設相互測地社 代表取締役　安孫子　健一 指名

42 防災・安全交付金事業　市道高森線　補償物件調査算定業務委託 市道高森線 常葉町鹿山字高森地内 補償物件調査　N=1.0式 H26.9.30 業務委託 2,500,000 株式会社　福島調査設計 代表取締役　渡辺　剛 指名


