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プロポ

東北地⽅整備局

2019-02-08

建設資材価格特別調査（⼭形県、福島
県）業務

2019-02-22

単体企業または設計共同体（同
種・類似業務の実績）

東北地⽅整備局東北
国営公園事務所

2019-02-08

福島県における国営追悼・祈念施設（仮
称）実施設計業務

2019-03-05

単体企業（⼟⽊関係建設コンサ
ルタント）、設計共同体（設計
共同体としての参加資格を受け
ている者）

東北地⽅整備局福島
河川国道事務所

2019-02-12

阿武隈川上流郡⼭管内下流地区河川維持
⼯事

2019-02-19

維持修繕

阿武隈川上流伏⿊管内上流地区河川維持
⼯事

2019-02-19

維持修繕

国⾒地区改良舗装⼯事

2019-02-19

アスファルト舗装A

福島管内トンネル⾮常⽤設備点検整備業
務

2019-02-21

建物管理等各種保守管理
A.B.C.D

福島管内消融雪設備終業時点検整備業務

2019-02-21

建物管理等各種保守管理C.D

阿武隈川（郡⼭地区）⽔⽂観測調査

2019-02-18

単体企業・JV、測量、県内に
本・⽀店等、要実績

相⾺福島道路維持補修

2019-02-13

維持修繕⼯事、要実績ほか

栗⼦国道管内ほか維持補修

2019-02-13

維持修繕⼯事、要実績ほか

阿武隈川（福島地区）⽔⽂観測調査

2019-02-18

単体企業・JV、測量、県内に
本・⽀店等、要実績

福島管内道路調査業務

2019-02-13

単体・JV⼟⽊関係建設コンサル
タント、要実績

○

福島管内渋滞対策検討業務

2019-02-13

単体・JV⼟⽊関係建設コンサル
タント、要実績

○

阿武隈川上流⽔質分析業務

2019-02-18

単体企業・設計共同体⼟⽊関係
建設コンサルタント業務、業務
実施体制・実績要件

福島管内トンネル換気設備点検整備業務

2019-02-20

役務の提供等(建物管理等各種
保守管理)A〜D(2019・20・
21年度資格認定者)

⾚沼地区道路改良⼯事

2019-02-12

⼀般⼟⽊C

町畑地区道路改良⼯事

2019-02-12

⼀般⼟⽊C

庁舎清掃業務委託

2019-02-20

建物管理等各種保守管理C.D

福島管内（道路改築）積算技術業務

2019-02-12

⼟⽊関係建設コンサルタント

福島管内（道路管理）積算技術業務

2019-02-12

⼟⽊関係建設コンサルタント

福島管内技術審査業務

2019-02-12

⼟⽊関係建設コンサルタント

2019-02-12

郡⼭国道事務所管内電気設備等維持補修
⼯事

2019-02-19

維持修繕

2019-02-08

郡⼭４号維持補修⼯事

2019-02-15

維持修繕

郡⼭国道事務所改築事業監理業務

2019-02-15

⼟⽊関係建設コンサルタント

郡⼭国道事務所交通安全事業監理業務

2019-02-15

⼟⽊関係建設コンサルタント

会津若松管内橋梁補修⼯事

2019-02-14

維持修繕

郡⼭４９号橋梁補修⼯事

2019-02-14

維持修繕

2019-02-04

鏡⽯境地区舗装⼯事

2019-02-12

アスファルト舗装B

2019-02-12

勿来地区道路改良⼯事

2019-02-19

⼀般⼟⽊C

2019-02-06

磐城管内道路整備計画検討業務

2019-02-15

単体・JV⼟⽊関係建設コンサル
タント、要実績

2019-02-01

鉄くず外２点売払（いわき地区）

2019-02-21

物品買受けA.B.C

2019-01-23

磐城国道管内（管理）積算技術業務

2019-02-12

⼟⽊関係建設コンサルタント

磐城国道管内技術審査業務

2019-02-12

⼟⽊関係建設コンサルタント

2019-02-08

摺上川ダム周辺動態観測情報提供業務

2019-02-25

役務（情報処理）B.C

2019-02-06

摺上川ダム気象情報提供業務

2019-02-21

役務（調査・研究）A.B.C.D

2019-02-05

摺上川ダム流量観測外業務

2019-02-15

測量

2019-02-07

2019-02-06

2019-02-05

2019-01-23

東北地⽅整備局郡⼭
国道事務所

2019-02-07

東北地⽅整備局磐城
国道事務所

東北地⽅整備局摺上
川ダム管理所
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福島労働局

2019-01-22

平成31年度 福島局管内ハローワーク駐 2019-02-18
⾞場管理業務請負

役務A.B.C

厚⽣労働省

2019-01-31

東電福島第⼀原発作業者等に係る放射線
関連情報の国際発信の強化事業

2019-02-22

役務A.B.C

東電福島第⼀原発廃炉等作業における被
ばく低減対策の強化事業 ⼀式

2019-02-22

役務A.B.C

福島⼤学

2019-02-01

福島⼤学管理棟耐震改修設計業務

2019-02-15

設計・コンサルティング（建築
関係設計・施⼯管理業務）

福島⼯業⾼等専⾨学
校

2019-02-05

福島⼯業⾼等専⾨学校守衛・宿⽇直業務

2019-03-05

役務A.B.C

2019-01-31

福島⼯業⾼専ボイラー室内機器撤去⼯事

2019-02-12

管A.B.C

2019-01-28

図書館書架 ⼀式

2019-02-12

物品B.C.D

福島⼯業⾼等専⾨学校図書館管理業務

2019-02-26

役務A.B.C.D

2019-02-07

産業廃棄物処理ほか３件

2019-02-22

役務D以上

2019-02-06

⽔質検査ほか１件

2019-02-20

役務D以上

2019-02-05

樹⽊環境整備役務

2019-02-14

東北地域役務の提供等D以上

１３５号建物⽕災警報装置改修

2019-02-15

役務D以上

樹⽊環境整備役務

2019-02-15

役務D以上

⽔質検査役務

2019-02-20

役務

2019-02-04

⽔質検査ほか２件

2019-02-20

役務

2019-01-30

No９２建物通信設備改修⼯事

2019-02-14

電気通信C以上

2019-02-04

エアーシューズクリーナー保守点検役務

2019-02-19

役務D以上

駐屯地紙細断機保守点検役務

2019-02-19

役務D以上

油分離槽清掃役務

2019-02-19

役務D以上

⾃動ドア保守点検役務

2019-02-13

役務D以上

笊森宿舎給⽔管補修⼯事

2019-02-13

⼟⽊⼀式D以上、または管C以
上

陸上⾃衛隊郡⼭駐屯
地

陸上⾃衛隊福島駐屯
地

2019-02-01
2019-01-31

福島地⽅法務局

独⽴⾏
政法⼈
等

１１０号建物便所補修⼯事

2019-02-13

電気または管C以上

2019-01-25

移動式泡消⽕設備保守点検役務

2019-02-13

役務D以上

2019-02-08

緑地管理業務委託契約

2019-03-01

建物管理等各種保守管理
A.B.C.D

庁舎出⼊⼝交通誘導業務委託契約

2019-03-01

役務A.B.C.D

2019-02-01

エレベーター設備保守管理業務委託契約

2019-02-27

役務D以上

2019-02-08

⼤熊町⼤野駅周辺・下野上エリア⽤地補
償関連業務

2019-02-25

建設コンサルタント（補償）

2019-02-01

平成３１年度宮城・福島震災復興⽀援本
部普通⾃動⾞リースその２

2019-03-05

役務

2019-01-31

⼤熊町⼤野駅周辺・下野上エリア現況そ
の他測量業務

2019-02-18

測量（同種・類似業務の実績）

⼤熊町⼤野駅周辺・下野上エリア建物等
調査・算定業務（その３）

2019-02-18

補償（業務の実績）

⼤熊町⼤野駅周辺・下野上エリア建物等
調査・算定業務（その２）

2019-02-18

補償（業務の実績）

⼤熊町⼤野駅周辺・下野上エリア建物等
調査・算定業務（その１）

2019-02-18

補償（業務の実績）

⼤熊町⼤野駅周辺・下野上エリア⼟質調
査業務

2019-02-18

⼟質調査（業務の実績）

2019-01-25

⽂書保管（デリバリーサービス付トラン
クルーム賃貸借）等業務（宮城・福島２
期）

2019-02-26

役務

農業・⾷品産業技術
総合研究機構

2019-02-07

共同実験棟ほか清掃業務

2019-03-13

役務A.B.C.D

家畜改良センター

2019-01-15

独⽴⾏政法⼈家畜改良センター情報シス
テム（ネットワーク管理システム及び⽜
個体識別台帳電算システム）に係る運⽤
⽀援業務について

2019-03-08

役務A.B.C

中間貯蔵・環境安全
事業株式会社

2019-02-12

中間貯蔵管理センター⽤レンタカー（マ
イクロバス）賃貸借業務

2019-02-20

役務（賃貸借）

中間貯蔵管理センター⽤レンタカー（ワ
ゴン）賃貸借業務

2019-02-20

役務（賃貸借）

中間貯蔵管理センター⽤レンタカー（ミ
ニバン）賃貸借業務

2019-02-20

役務（賃貸借）

中間貯蔵管理センター⽤レンタカー(軽
⾃動⾞)賃貸借業務

2019-02-20

役務（賃貸借）

中間貯蔵管理センター⽤レンタカー（ビ
ジネスバン）賃貸借業務

2019-02-20

役務（賃貸借）

品質管理等⽀援補助業務(平成３１年
度)PDF

2019-02-28

⼟⽊関係建設コンサルタント

都市再⽣機構宮城・
福島震災復興⽀援本
部
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構⼆本松病院

県

産業技術総合研究所

2019-02-06

地上設置型LIDAR装置 1式

2019-02-20

物品製造・販売A.B.C

国⽴環境研究所

2019-01-24

福島⽀部放射線安全管理その他業務

2019-02-13

建物管理等各種保守管理A.B.C

情報通信研究機構

2019-02-06

おおたかどや⼭標準電波送信所施設外構
補修⼯事設計業務

2019-02-27

建築関係建設コンサルタント・
建設コンサルタント、1級建築
⼠事務所

県環境創造センター

2019-02-06

福島県環境創造センター交流棟運営業務

2019-03-05

施設運営業務の履⾏実績

県⽣活環境部

2019-01-28

朝⽇岳線 歩道整備⼯事

2019-02-12

⼀般⼟⽊A.B.C.D

県出納局

2019-02-08

道路橋りょう維持（災防）⼯事（落⽯対
策）（福島吾妻裏磐梯線）

2019-02-27

法⾯処理A

市町村合併⽀援道路整備⼯事（改良）
（本宮三春線）

2019-02-27

⼀般⼟⽊A.B

街路（交付（街路））⼯事（改良舗装）
（中央線外1線）

2019-02-27

⼀般⼟⽊A.B

河川海岸改良（改良）⼯事（河道掘削）
（杉⽥川筋）

2019-02-27

⼀般⼟⽊B.C.D

2019-02-01

道路橋りょう維持（維補)⼯事(舗装）

2019-02-20

舗装A.B

2019-01-25

公の施設整備３００４⼯事 ふくしま県
⺠の森地区

2019-02-13

電気設備A

道路橋りょう整備（再復）⼯事(改良舗
装）⼭⽊屋３⼯区（国道114号）

2019-02-18

⼀般⼟⽊A

○

県⽔産海洋研究セン
ター

2019-02-12

福島県⽔産海洋研究センター庁舎機械警
備業務

2019-02-28

警備（県内）

県商⼯労働部

2019-02-08

福島県ロボット関連事業研究開発成果発
表会設営・撤去・運営補助業務委託

2019-02-19

資格の確認を受けた者

2019-02-06

福島ロボットテストフィールド滑⾛路付
属格納庫整備（棚塩⼯区）（屋内外機械
設備）⼯事

2019-03-04

県内の暖冷房衛⽣設備⼯事Ａ

福島ロボットテストフィールド滑⾛路付
属格納庫整備（棚塩⼯区）（電気設備）
⼯事

2019-03-04

県内の電気設備⼯事Ａ

福島ロボットテストフィールド滑⾛路付
属格納庫整備（棚塩⼯区）（建築）⼯事

2019-02-22

県内の建築⼯事Ａ単体または復
興ＪＶ（3社以内、代表は県内
の同Ａ、その他は全国の同Ａ・
Ｂ）

2019-01-31

福島ロボットテストフィールド滑⾛路等
整備（棚塩⼯区）⼯事

2019-02-19

県内の⼀般⼟⽊Ａ単体・復興Ｊ
Ｖ（3社以内、代表は県内の
Ａ、その他は全国のＡ・Ｂ）

2019-01-24

福島ロボットテストフィールド試験⽤橋
梁上部⼯整備⼯事

2019-02-15

鋼橋上部A

福島ロボットテストフィールド⾵洞棟整
備⼯事

2019-02-15

建築A

道路橋りょう整備（再復）⼯事（橋梁下
部）（仮）Eランプ橋（吉間⽥滝根線）

2019-02-27

⼀般⼟⽊A

道路橋りょう整備（再復）⼯事（道路改
良）（吉間⽥滝根線）

2019-02-27

⼀般⼟⽊A

道路橋りょう整備（再復）⼯事（道路改
良）（いわき⽯川線）

2019-02-27

⼀般⼟⽊A

河川海岸改良（改良）⼯事（河道掘削）
（釈迦堂川筋外）

2019-02-21

⼀般⼟⽊A.B.C

河川海岸改良（改良）⼯事（河道掘削）
（江花川筋）

2019-02-21

⼀般⼟⽊A.B.C

⽣活基盤緊急改善⼯事（路肩拡幅）（塙
泉崎線）

2019-02-21

⼀般⼟⽊B.C.D

河川海岸改良（改良）⼯事（河道掘削）
（殿川筋）

2019-02-21

⼀般⼟⽊B.C.D

河川海岸改良（改良）⼯事（河道掘削）
（鮫川筋外）

2019-02-21

⼀般⼟⽊A.B.C

⽣活基盤緊急改善⼯事（側溝）（三株下
市萱⼩川線）

2019-02-21

⼀般⼟⽊A.B.C

流域下⽔道整備（交付）⼯事（機械設
備）（県中浄化センター）

2019-02-21

機械設備A.B

流域下⽔道整備（交付）⼯事（電気設
備）（県中浄化センター）

2019-02-21

電気設備A

流域下⽔道整備（交付）⼯事（機械設
備）（あだたら清流センター）

2019-02-21

機械設備A.B

街路（交付（街路））⼯事（道路改良）

2019-02-20

⼀般⼟⽊A

県中地⽅振興局

2019-02-08

2019-02-01
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⼆本松⼯業⾼校空調設備整備⼯事(機械)

2019-02-22

暖冷房衛⽣設備A

郡⼭警察署

2019-02-01

郡⼭警察署放置⾞両確認事務委託

2019-03-05

資格の確認を受けた者

県⽴⻄会津⾼校

2019-02-08

⻄会津⾼校空調設備整備⼯事

2019-02-21

暖冷房衛⽣設備A

県⽴喜多⽅東⾼校

2019-02-08

喜多⽅東⾼校空調設備整備⼯事(電気)

2019-02-21

電気設備A

喜多⽅東⾼校空調設備整備⼯事(機械)

2019-02-21

暖冷房衛⽣設備A

県⽴川⼝⾼校

2019-02-08

川⼝⾼校空調設備整備⼯事

2019-02-21

暖冷房衛⽣設備A.B

県⽴相⾺東⾼校

2019-02-08

相⾺東⾼校空調設備整備⼯事(電気)

2019-02-22

電気設備A

相⾺東⾼校空調設備整備⼯事(機械)

2019-02-22

暖冷房衛⽣設備A

2019-02-06

⾷堂⽤テーブル／⾷堂⽤椅⼦

2019-02-18

物品購⼊(修繕)

2019-02-01

カーテン・ブラインド

2019-02-12

物品の買⼊・修繕（県内）

ロフトベッド・ワードローブ

2019-02-12

物品の買⼊・修繕（県内）

県⽴ふたば未来学園
⾼校

市町村

いわき中央警察署

2019-02-01

いわき中央警察署放置⾞両確認事務委託

2019-03-05

資格の確認を受けた者

県⽴⼩名浜⾼校

2019-02-07

⼩名浜⾼校空調設備整備⼯事

2019-02-18

暖冷房衛⽣設備A

県⽴磐城⾼校

2019-02-01

カーテン・ブラインド

2019-02-12

物品の買⼊れ・修繕（県内）

県⽴平⼯業⾼校

2019-02-08

平⼯業⾼校空調設備整備⼯事(電気)

2019-02-19

電気設備A

平⼯業⾼校空調設備整備⼯事(機械)

2019-02-19

暖冷房衛⽣設備A

2019-02-15

暖冷房衛⽣設備A

県⽴好間⾼校

2019-02-04

好間⾼校空調設備整備⼯事

福島市

2019-02-05

平成30年度 町庭坂堀河町汚⽔準幹線管 2019-02-27
渠布設⼯事（第19⼯区）

下⽔道 820点以上

2019-01-29

福島駅前交流・集客拠点施設整備基本計
画策定業務委託

2019-02-13

建設コンサルタント（都市計画
及び地⽅計画部⾨）

2019-02-05

⼆本松城跡総合整備事業 ⼆本松城⽂化
観光施設外構等実施設計業務委託

2019-02-12

⼟⽊関係建設コンサルタント
(造園)

茶園集会施設除却⼯事

2019-02-12

建築⼀式B.C

下払川1号線側溝改修⼯事

2019-02-12

⼟⽊⼀式B.C.D

社会資本整備総合交付⾦事業（防災・安
全）郭内・表線道路改良⼯事

2019-02-12

⼟⽊⼀式A

杉⽥駅周辺整備事業 ⻑命1号線（3⼯
区）道路改良⼯事

2019-02-12

⼟⽊⼀式A

2019-02-12

建築 600点以上

⼆本松市

伊達市

2019-01-31

相⾺福島道路関連建物代⾏解体⼯事

郡⼭市

2019-02-06

平成31年度美術館受付・案内・監視業務 2019-02-22
委託

市内本店・営業所等、過去10
年以内に⼀契約年間500万円以
上の同種元請実績

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等業務委託
（H30-直⾏その3）

2019-02-21

単体・搬出業務JV①単体＝市内
本店②共同企業体＝市内本店・
2〜3者JV、⼟⽊、とび・⼟
⼯・コンクリート、要実績

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等業務委託
（H30-直⾏その2）

2019-02-21

単体・搬出業務JV①単体＝市内
本店②共同企業体＝市内本店・
2〜3者JV、⼟⽊、とび・⼟
⼯・コンクリート、要実績

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等業務委託
（H30-直⾏その1）

2019-02-21

単体・搬出業務JV①単体＝市内
本店②共同企業体＝市内本店・
2〜3者JV、⼟⽊、とび・⼟
⼯・コンクリート、要実績

2019-01-31

郡⼭市住宅管理システムに係る再構築業
務委託及び保守契約

2019-02-15

郡⼭市内に保守拠点

2019-02-08

公共下⽔道築造⼯事第102⼯区

2019-03-01

⼟⽊⼀式S.A.B 700点以上

公共下⽔道（管きょ）測量実施設計委託
（貯留その3）

2019-03-01

⼟⽊設計

稲⽥公⺠館改築事業道路改良

2019-02-19

市内⼟⽊A

稲⽥公⺠館改築事業⽤地造成

2019-02-19

市内⼟⽊A

2019-02-05

上仁井⽥・⼾⽥線道路改良⼯事（その
２）

2019-03-05

⼟⽊⼀式 特A.A（市内）

2019-01-22

公共下⽔道中部浄化センター建設⼯事
（計装設備）

2019-02-12

電気A.B

郡⼭市上下⽔道局

須賀川市
いわき市

2019-02-06

2019-01-15

⾺場・寺前線道路改良⼯事

2019-02-12

⼟⽊⼀式 市内・特A.A

会津若松市

2019-02-04

松⻑揚⽔ポンプ場⾼区揚⽔ポンプ電動弁
取替⼯事

2019-02-12

機械器具設置 400点以上

喜多⽅市

2019-02-06

熱塩加納農村活性化施設伝⽥館修繕

2019-02-12

市内、建設⼯事の「建築⼯事」

市道⾦屋・野辺沢線舗装補修

2019-02-12

市内、経審舗装⼯事総合評定値
700点未満

市⽴各⼩学校特殊建造物等定期調査業務
委託(防⽕設備)

2019-02-12

市内、建築⼀般関係コンサルタ
ント建築⼀般
▲このページの

市⽴各中学校特殊建造物等定期調査業務
委託(防⽕設備)

2019-02-12

トップへ
市内、建築⼀般関係コンサルタ
ント建築⼀般

ふれあいパーク喜多の郷公衆トイレ改修

2019-03-05

建築⼀般関係コンサルタント

2019-01-30

http://www.fk-news.jp/members/tender_ann.php
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