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2019.02.21
 建築系⾼校卒業設計優秀作品を表彰/本紙と事務所協

 福島建設⼯業新聞社、県建築⼠事務所協会の共催による第11回建築系
⾼校卒業設計優秀作品表彰式が20⽇、福島市のザ・セレクトン福島で
⾏われた。4校12⼈に表彰状と盾、記念品を贈り、⾼  >>>続き
を読む
2019.02.20

 仮想発電所技術実証で協定/郡⼭市と東北電⼒
 郡⼭市と東北電⼒は18⽇、「仮想発電所技術を活⽤した防災環境配慮

型エネルギーマネジメントの構築」に関する協定を締結した。市中央
公⺠館の太陽光発電、蓄電池を遠隔制御することで最適な  >>>
続きを読む
2019.02.14

 千五沢ダム改築現場で官⺠研修/県中建設
 県中建設事務所は12⽇、⽯川町の千五沢ダム改築⼯事現場で官⺠合同

現場⾒学会を開いた。同事務所職員と、郡⼭・須賀川市、鏡⽯・古殿
町、天栄・平⽥村の職員、県建設業協会郡⼭・須賀川・⽥  >>>
続きを読む

ニュース ⽯橋建設⼯業が候補／⼭⽊屋１⼯区改良⼯ 2019.02.21 
ニュース 除染関連除き実質最⼤／福島市新年度予算案 2019.02.21 
ニュース 合格率は２７．６％／インテリアプランナー試験 2019.02.21 
ニュース 栗⼦管内橋梁補修など公告／福島河川国道事務所 2019.02.20 
ニュース ⽥中・平尾ＪＶが候補／浜野橋の下部⼯ 2019.02.20 
ニュース 防災林造成など開札／相双地⽅振興局 2019.02.20 

▽宮⾥林道災害復旧⼯事（H30⼀次補正） 2019.02.22   
▽道路橋りょう整備（再復）⼯事（舗装補修）（国道349号） 2019.02.22   
▽空調設備保守点検業務 ⼀式（環境放射線センター） 2019.02.22   
▽コボ－沢復旧治⼭⼯事（H30⼆次補正） 2019.02.22   
▽⽣活基盤緊急改善⼯事（排⽔⼯）（福島吾妻裏磐梯線） 2019.02.22   
▽郡⼭管内交通量調査 2019.02.22   

⾮購読の⽅へ

本紙2⽉20⽇付1⾯

住宅ＮＥＴ

★データＷｅｂ会員

□公告ページ
　リアルタイムで、県内関連の公告情報を収
録。発注機関、公告文にジャンプ。公告中の
発注機関一覧も表示。

2019/2/22 ⼊札公告
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件数 461 件

国 独⽴⾏政法⼈等 県 市町村

ページ内検索
 

発注機関： 東北地⽅整備局

発注機関順▼ 公告⽇順▽         メニューに戻る

並び順タイプ変更

⼊札公告

発注機関 公告⽇ 公告件名 受付⽇ 参加資格 プロポ

国 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）

○

東北地⽅整備局東北
技術事務所

2019-02-22 樋⾨樋管点検調査検討業務 2019-03-06 ⼟⽊関係建設コンサルタント

東北地⽅整備局福島
河川国道事務所

2019-02-20 栗⼦管内橋梁補修⼯事 2019-02-27 維持修繕
栗⼦管内防災対策⼯事 2019-02-27 維持修繕
福島管内駐⾞帯整備⼯事 2019-02-27 ⼀般⼟⽊C

2019-02-19 阿武隈川上流岡部下流地区堤防整備⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川上流岡部上流地区堤防整備⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川上流福島地区堤防整備外⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川⽔系不動沢第４砂防堰堤⼯事 2019-03-01 ⼀般⼟⽊C

2019-02-18 阿武隈川上流郡⼭地区河道整正⼯事 2019-02-25 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川上流福島地区河道整正⼯事 2019-02-25 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川上流本宮地区河道整正⼯事 2019-02-25 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川⽔系荒川法⾯保護対策⼯事 2019-02-28 法⾯処理

2019-02-15 栗⼦管内トンネル照明設備⼯事 2019-02-22 電気設備B
栗⼦管内トンネル補修⼯事 2019-02-22 維持修繕
福島管内道路排⽔設備修繕⼯事 2019-02-22 機械設備

東北地⽅整備局郡⼭
国道事務所

2019-02-22 郡⼭管内交通量調査 2019-03-04 測量
2019-02-21 会津地区環境調査業務 2019-03-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

広瀬地区⽔⽂調査業務 2019-03-01 地質調査
湯野上地区外⽔⽂調査業務 2019-03-01 地質調査

2019-02-19 湯野上⽔⾨地区仮橋⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
2019-02-18 湯野上辻堂地区改良⼯事 2019-02-25 ⼀般⼟⽊C

宝坂地区改良舗装⼯事 2019-02-25 ⼀般⼟⽊C
2019-02-15 郡⼭地区地下道電気設備⼯事 2019-02-22 電気設備B

七折峠トンネル照明設備⼯事 2019-02-22 電気設備B
七折峠トンネル電源設備⼯事 2019-02-22 受変電設備の施⼯実績

2019-02-14 庁舎等清掃業務委託 2019-02-28 建物管理等各種保守管理
鏡⽯地区エレベーター保守点検業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理
台新地区エレベーター保守点検業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理
三ツ和地区エレベーター保守点検業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理

2019-02-13 道路情報提供運営業務 2019-02-27 役務（ソフトウェア、情報処
理）

東北地⽅整備局磐城
国道事務所

2019-02-20 原町管内植栽維持⼯事 2019-02-27 造園
平管内植栽維持⼯事 2019-02-27 造園

2019-02-13 清掃業務委託 2019-02-28 建物管理等各種保守管理C.D
東北地⽅整備局摺上
川ダム管理所

2019-02-19 摺上川ダム堤体観測機器等保守点検業務 2019-03-05 建物管理等各種保守管理B.C
2019-02-18 摺上川ダム管理所庁舎管理運営業務 2019-03-04 役務C.D
2019-02-15 摺上川ダム取⽔放流設備等点検整備業務 2019-03-01 建物管理等各種保守管理
2019-02-14 摺上川ダムエレベータ点検整備業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理
2019-02-13 ダム⽔源地域⽀援業務（福島県） 2019-02-27 役務（広告・宣伝）C.D
2019-02-12 摺上川ダム下流環境改善外検討業務 2019-02-22 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

東北地⽅整備局三春
ダム管理所

2019-02-15 三春ダム⽔⽂観測等業務 2019-02-27 測量
三春ダム管内⽔質⾃動監視装置保守点検
業務

2019-03-01 役務B.C

2019-02-14 庁舎清掃業務委託 2019-03-01 役務C.D
2019-02-13 三春ダム空調設備等点検整備 2019-02-27 建物管理等各種保守管理C.D

▲このペページの
トッップへ

□開札ページ
　各発注機関の一般競争入札の開札結果を、

即日収録。工事概要等も表示。
2019/2/22 開札情報
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件数 77 件

77 件 / 1〜50件  1 | 2 | » 

メニューに戻る

開札情報

開札⽇ 発注機関 事業名 候補者順位 施⼯箇所

2019-02-21 県⽴視覚⽀援学校 ブロック塀撤去フェンス新設 ①⼤丸⼯務店11,500,000円別 福島市森合町
2019-02-21 県⽴視覚⽀援学校 ⽊製フェンス新設 ①藤寿産業10,140,000円②ハギ

ハラ10,267,000円別
福島市森合町

2019-02-21 県出納局（県北建設事務所） 道路橋りょう整備（再復）（改良）国道
114号⼭⽊屋1⼯区

①⽯橋建設⼯業66,000,000円別 川俣町⼩綱⽊

2019-02-21 県出納局（農林⽔産部森林保全
課）

公の施設整備3004ふくしま県⺠の森地区 ①須南電設13,700,000円②エデ
ィソン13,750,000円別

⼤⽟村⽟井字⻑久保

2019-02-20 相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（改良舗装）
国道114号

①⽥中・泉⽥特定JV276,000,000
円別

浪江町権現堂

2019-02-20 相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

公共災害復旧（再復）（橋梁下部）浜野
橋広野⼩⾼線

①⽥中・平尾特定JV372,000,000
円別

双葉町両⽵ほか

2019-02-20 相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

道路橋りょう整備（復交）（改良）原町
海⽼相⾺線

不調（価格超過） 相⾺市蒲庭

2019-02-20 相双地⽅振興局（相双農林事務
所）

防災林造成（復興創⽣）3006⼩⾼地区 ①中⾥・柿﨑特定JV257,000,000
円②酒井・花本特定
JV251,700,000円別

南相⾺市⼩⾼区村上

2019-02-20 相双地⽅振興局（相双農林事務
所）

防災林造成（復興創⽣）3007⼩⾼地区 ①酒井・花本特定JV228,400,000
円②東北建設238,900,000円別

南相⾺市⼩⾼区浦尻ほか

2019-02-20 福島市 こども発達⽀援センター移転改修（電気
設備）

①佐藤電気商会17,750,000円別 福島市森合町10の1

2019-02-20 福島市 こども発達⽀援センター移転改修（機械
設備）

①⽂化設備⼯業30,000,000円別 福島市森合町10の1

2019-02-20 会津地⽅振興局（猪苗代⼟⽊事
務所）

道路橋りょう整備（交付）（橋梁修繕）
野⽼沢川桁停⾞場線（千⽯川橋）

①渡部産業39,200,000円②東信
建設⼯業38,730,000円別

猪苗代町三郷

2019-02-20 会津地⽅振興局（猪苗代⼟⽊事
務所）

道路橋りょう維持（災防）（法⾯）⽶沢
猪苗代線

第⼀緑化⼯業42,600,000円別 北塩原村檜原字⽩布

2019-02-20 会津地⽅振興局（会津若松建設
事務所）

⽣活基盤緊急改善（排⽔）喜多⽅会津坂
下線

①⽻賀建設⼯業4,855,000円②フ
ルボックス4,875,000円別

会津坂下町中泉

2019-02-20 会津地⽅振興局（会津若松建設
事務所）

⽣活基盤緊急改善（植栽）国道118号 ①美⾥建設⼯業4,655,000円②会
津創苑4,700,000円別

会津若松市⼤町

2019-02-20 会津地⽅振興局（会津若松建設
事務所）

⽣活基盤緊急改善（防⽌柵）会津坂下河
東線

①広⼤8,055,000円②芝恒
8,064,000円別

会津若松市河東町南⾼野

2019-02-20 会津地⽅振興局（会津若松建設
事務所）

⽣活基盤緊急改善（歩道補修）会津坂下
会津⾼⽥線

①美⾥建設⼯業5,476,000円②丸
秀組5,476,000円別 くじ

会津坂下町字市中四番甲

2019-02-19 県南地⽅振興局（県南建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（橋梁下部）
国道349号 仮称・1号橋

①⽮祭建設60,700,000円②県南
建設60,800,000円別

⽮祭町宝坂

2019-02-19 県南地⽅振興局（県南建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（改良）国道
294号

①三⾦興業182,500,000円②藤⽥
建設⼯業192,000,000円別

⽩河市⽥町

2019-02-19 県南地⽅振興局（県南建設事務
所）

河川海岸改良（改良）（橋梁上部）⽮武
川

①テクノプラン34,900,000円②
ティエムシー34,030,000円別
（低⼊調査）

⽩河市東釜⼦

2019-02-19 県南地⽅振興局（県南建設事務
所）

砂防（交付）（えん堤）仲折⼾沢 ①藤⽥建設⼯業26,550,000円②
⽥村組27,400,000円別

棚倉町漆草

2019-02-15 南会津地⽅振興局 南会津合同庁舎空調設備改修 ①光和設備⼯業所89,600,000 南会津町⽥島根⼩屋
2019-02-14 県出納局（⼆本松⼟⽊事務所） 道路橋りょう整備（交付）（耐震補強）

国道459号⽻⽯⾼架橋
①野地組53,400,000円②⼩野⼯
業所53,200,000円別

⼆本松市⽻⽯

2019-02-14 県出納局（⼆本松⼟⽊事務所） 道路橋りょう整備（交付）（消雪設備）
岳温泉線

①菅野⼟建60,000,000円②丸中
建設61,400,000円別

⼆本松市岳温泉

2019-02-13 県保健福祉部 太陽の国障がい者⽀援施設整備事業基
本・実施設計委託業務

①⼩坂建築設計⼯房
45,780,000②ティ・アール建築
アトリエ44,440,000別

⻄郷村⼤字真船

2019-02-13 相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（舗装）相⾺
浪江線

①東北建設87,000,000円別 南相⾺市原町区⼤⽊⼾

2019-02-13 相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

道路橋りょう整備（帰還）（改良）井⼿
⻑塚線

①⽥中・栗林特定JV405,000,000
円別

双葉町⻑塚

　■開札、結果案件の概要を表示
2019/2/22 開札情報
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発注⼯事の概要

発注機関 会津地⽅振興局（会津若松建設事務所）

公告⽇ 2019年2⽉1⽇

⼯事名 ⽣活基盤緊急改善（排⽔）喜多⽅会津坂下線

施⼯場所 会津坂下町中泉

概要 側溝⼯92m

⼯期 120⽇間

資格 ⼀般⼟⽊B〜D、若松建設管内

申込期限

⼊札⽇・開札⽇ 2019年2⽉20⽇

予定価格

⽅法

応札状況 応札15社、失格8社

指名応札者

落札候補 ①⽻賀建設⼯業4,855,000円②フルボックス4,875,000円別

落札者

落札⾦額

 

▲このページのトップへ
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□結果ページ
　19年間の県内案件の入札結果が収録されて

います。発注機関、落札者、落札金額などで

検索。
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⼊札結果⼀覧

No 発注機関 ⼊札⽇ ⼯事名 施⼯場所 落札業者 落札⾦額 税 ⼊札参加業者

1 東北地⽅整備局郡
⼭国道事務所

2019-02-20 広瀬⽮⼤⾂地区改良 ⽥村市滝根町広
瀬字⽮⼤⾂

佐藤⼯業 261,000,000 別 三⽴⼟建、会津⼟
建、佐藤⼯業、壁
巣建設、昭和建設
⼯業、共⽴⼟建

2 福島市 2019-02-20 信夫ケ丘球場防⽔改
修等

福島市古川14の
2

ニーズ 124,000,000 別

3 東北地⽅整備局郡
⼭国道事務所

2019-02-20 広瀬⽮⼤⾂東地区改
良

⽥村市滝根町広
瀬字⽮⼤⾂

三⽴⼟建 372,700,000 別 三⽴⼟建、佐藤⼯
業、昭和建設⼯
業、壁巣建設

4 富岡町 2019-02-15 ⽑⼾ため池放射性物
質対策

川内村下川内 ⾼葉建設 111,240,000 込 丸東、⾼葉建設、
光建設

5 富岡町 2019-02-15 家⽼ため池放射性物
質対策

富岡町上⼿岡 丸東 329,248,800 込 丸東、⾼葉建設、
光建設

6 富岡町 2019-02-15 椿屋第2・第3ため池
放射性物質対策

富岡町下郡⼭ 光建設 200,340,000 込 丸東、⾼葉建設、
光建設

7 相双農林事務所 2019-02-14 防災林造成（復興創
⽣）3002業務⿅島地
区

南相⾺市⿅島区
南海⽼

⼭⼀緑化⼟⽊ 108,000,000 込 春光園、忠花園、
⻄東植物園、東北
造園、諸井緑樹
園、相⾺地⽅森林
組合、双葉地⽅森
林組合、ミドリ環
境建設、相⾺造園
⼟⽊、あぶくま緑
化⼟⽊、⼭⼀緑化
⼟⽊、常磐開発

8 ⽩河市 2019-02-14 本庁舎耐震補強およ
び⼤規模改修建築

⽩河市⼋幡⼩路 県南・兼⼦特定
ＪＶ

1,501,200,000 込 県南・兼⼦特定Ｊ
Ｖ、鈴⽊・永野特
定ＪＶ、三⾦・松
本特定ＪＶ、藤
⽥・⽩岩特定ＪＶ

9 ⽩河市 2019-02-14 本庁舎耐震補強およ
び⼤規模改修 電気設
備

⽩河市⼋幡⼩路 ⾞⽥電気⼯業 540,000,000 込 ⾞⽥電気⼯業、ナ
カジマエレテッ
ク、⽩河電設、東
陽電気⼯事、仁平
電設

10 ⽩河市 2019-02-14 本庁舎耐震補強およ
び⼤規模改修 暖冷
房衛⽣設備

⽩河市⼋幡⼩路 ⼭⽥設備⼯業 250,560,000 込 ⼭⽥設備⼯業、イ
ワキ、芳賀設備⼯
業、⽩河井⼾ボー
リング

11 相⾺市 2019-02-14 市道東部462号線復
興道路改良その5

相⾺市磯部ほか ⼩野中村・アイ
ワビルド・⼩野
内⼯務店特定JV

461,160,000 込 ⼩野中村・アイワ
ビルド・⼩野内⼯
務店特定JV、草
野・⾦沢・渡辺特
定JV

12 相⾺市 2019-02-14 （仮称）スポーツア
リーナそうま第⼆体
育館建設

相⾺市中村 ⼩野中村 390,960,000 込 ⼩野中村、アイワ
ビルド、草野建
設、伊東建設⼯
業、⼩野内⼯務店

13 相⾺市 2019-02-14 市⽴⽇⽴⽊⼩学校校
舎⻑寿命化改修建築
主体

相⾺市⽇下⽯ ⼩野中村 460,080,000 込 ⼩野中村、アイワ
ビルド、草野建
設、伊東建設⼯
業、⼩野内⼯務店

14 環境省福島地⽅環
境事務所

2019-02-12 平成31年度から平成
32年度までの葛尾村
広域処理における可

葛尾村ほか 清⽔建設 1,369,980,000 別 東京パワーテクノ
ロジー、清⽔建
設、タケエイ

□電子版ページ
　過去8年分の新聞ＰＤＦデータ（表示・ダウ

ンロード可）を収録。
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東北地整は２０・５億／国⼟交通省２次補正分／直轄事業計画を通知  2019.02.20   公共計画

◆国⼟交通省2018年度2次補正予算直轄事業計画  2019.02.20   公共計画

県内・⼟⽊Ｃ対象で／阿武隈川郡⼭、本宮、福島地区／河道整正⼯３件  2019.02.20   ⼊札関連

県⼟⽊部／緊急対策対応で112億／２⽉補正予算案／農林も⼭腹⼯など計上  2019.02.20   ⾏政関

連

津波原⼦⼒被災地域⽴地補助／５⽉27⽇まで受付／⼯場の新増設を⽀援／補助上限30億円 
2019.02.20   ⾏政関連

⽊⼾ダム⽔⼒発電／最優秀に前⽥建設グループ／来年度内に契約、事業着⼿へ  2019.02.20   ⼊

札関連

地整福島／技術審査⼀括で３件公告／ＩＣＴ活⽤チャレンジ 阿武隈川の堤防対策  2019.02.20
  ⼊札関連

復興祈念公園ワークショップ／⾃らの関わり⽅を模索／地域の意⾒、設計等反映へ  2019.02.20
  公共計画

中規模ビルに適合義務／改正案が閣議決定／建築物の省エネ法  2019.02.20   ⾏政関連

保全の相談増加／公共建築⼯事の相談窓⼝  2019.02.20   ⾏政関連

過去約8年分の主要記事がキーワードで検索できます。
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2019-02-21
⽯橋建設⼯業が候補／⼭⽊屋１⼯区改良⼯

 県出納局（県北建設事務所）は21⽇、国道114号⼭⽊屋１⼯区道路改良⼯事の総合評価（特別簡易型）⼀般競争を開札。
6600万円（消費税別）で⽯橋建設⼯業が落札候補となった。

  応札3社。⼯事概要は、道路改良⼯Ｌ68.6ｍ×Ｗ6（9.75）ｍ、盛⼟⼯1938.5㎥。⼯期は252⽇間。川俣町⼩綱⽊地内。
  1⼯区の全体延⻑は約3100ｍで、橋梁4橋とトンネル2カ所が計画されている。2014年に事業着⼿し、18年9⽉時点の⽤

地取得率（⾯積ベース）は約80％、⼯事の着⼿率（延⻑ベース）は約30％。平成30年代前半の開通を⽬指す。
 

□公告ページ
　発注機関、公告文にリンク。
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件数 414 件

発注機関順▼ 公告⽇順▽

⼊札公告

発注機関 公告⽇ 公告件名 受付⽇ 参加資格 プロポ

国 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）

○

東北地⽅整備局東北技術
事務所

2019-02-22 樋⾨樋管点検調査検討業務 2019-03-06 ⼟⽊関係建設コンサルタント

東北地⽅整備局福島河川
国道事務所

2019-02-26 阿武隈川⽔系砂防施設巡視業務 2019-03-08 測量
2019-02-20 栗⼦管内橋梁補修⼯事 2019-02-27 維持修繕

栗⼦管内防災対策⼯事 2019-02-27 維持修繕
福島管内駐⾞帯整備⼯事 2019-02-27 ⼀般⼟⽊C

2019-02-19 阿武隈川上流岡部下流地区堤防整備⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川上流岡部上流地区堤防整備⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川上流福島地区堤防整備外⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
阿武隈川⽔系不動沢第４砂防堰堤⼯事 2019-03-01 ⼀般⼟⽊C

2019-02-18 阿武隈川⽔系荒川法⾯保護対策⼯事 2019-02-28 法⾯処理
東北地⽅整備局郡⼭国道
事務所

2019-02-22 郡⼭管内交通量調査 2019-03-04 測量
2019-02-21 会津地区環境調査業務 2019-03-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

広瀬地区⽔⽂調査業務 2019-03-01 地質調査
湯野上地区外⽔⽂調査業務 2019-03-01 地質調査

2019-02-19 湯野上⽔⾨地区仮橋⼯事 2019-02-26 ⼀般⼟⽊C
2019-02-14 庁舎等清掃業務委託 2019-02-28 建物管理等各種保守管理

鏡⽯地区エレベーター保守点検業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理
台新地区エレベーター保守点検業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理
三ツ和地区エレベーター保守点検業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理

2019-02-13 道路情報提供運営業務 2019-02-27 役務（ソフトウェア、情報処
理）

東北地⽅整備局磐城国道
事務所

2019-02-26 磐城管内環境調査業務 2019-03-08 ⼟⽊関係建設コンサルタント
2019-02-20 原町管内植栽維持⼯事 2019-02-27 造園

平管内植栽維持⼯事 2019-02-27 造園
2019-02-13 清掃業務委託 2019-02-28 建物管理等各種保守管理C.D

東北地⽅整備局摺上川ダ
ム管理所

2019-02-19 摺上川ダム堤体観測機器等保守点検業務 2019-03-05 建物管理等各種保守管理B.C
2019-02-18 摺上川ダム管理所庁舎管理運営業務 2019-03-04 役務C.D
2019-02-15 摺上川ダム取⽔放流設備等点検整備業務 2019-03-01 建物管理等各種保守管理
2019-02-14 摺上川ダムエレベータ点検整備業務 2019-02-28 建物管理等各種保守管理
2019-02-13 ダム⽔源地域⽀援業務（福島県） 2019-02-27 役務（広告・宣伝）C.D

東北地⽅整備局三春ダム
管理所

2019-02-15 三春ダム⽔⽂観測等業務 2019-02-27 測量
三春ダム管内⽔質⾃動監視装置保守点検業務 2019-03-01 役務B.C

2019-02-14 庁舎清掃業務委託 2019-03-01 役務C.D
2019-02-13 三春ダム空調設備等点検整備 2019-02-27 建物管理等各種保守管理C.D

三春ダム防⽕設備点検整備 2019-02-27 建物管理等各種保守管理C.D
2019-02-12 三春ダム昇降設備点検整備 2019-02-26 建物管理等各種保守管理

A.B.C.D
三春ダムゲート設備等点検整備 2019-02-26 建物管理等各種保守管理

A.B.C.D
東北地⽅整備局⼩名浜港
湾事務所

2019-02-20 機密⽂書処理業務 2019-02-28 予算決算・会計令第70条・第71
条の規定に該当しない者

2019-02-19 ⼩名浜港湾事務所責任分界柱接地不良改修 2019-02-27 予算決算・会計令第70条・第71
条の規定に該当しない者

2019-02-18 ⼩名浜港⽟川宿舎3号棟防犯灯取替修理 2019-02-26 予算決算・会計令 第70条・第
71条の規定に該当しない者

北陸地⽅整備局阿賀川河
川事務所

2019-02-22 阿賀川管内⽔⽂観測所機器更新作業 2019-03-04 役務B.C
平成３１年度⼤川ダム堤体内観測装置他保守
点検業務

2019-03-04 役務B.C

2019-02-18 平成31年度阿賀川⽔⽂観測所保守点検及び⽔
⽂資料整理業務

2019-02-28 役務B.C

平成31年度⼤川ダムエレベータ設備他点検整 2019-02-28 建物管理等各種保守管理

■完工高ページ
　29業種別の完成工事高を年度別に収録。
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 □29年度完成⼯事⾼

業    種
総         合

⼟⽊ 建築 管 電気
舗装 塗装 鉄筋 造園
屋根 さく井 左官 ⼤⼯

とび・⼟⼯ ⽯ タイル 鋼構造物
しゅんせつ 板⾦ 機械器具 ガラス

防⽔ 内装 熱絶縁 電気通信
⽔道施設 建具 消防施設 清掃施設

解体    

 □28年度完成⼯事⾼

業    種
総         合

⼟⽊ 建築 管 電気
舗装 塗装 鉄筋 造園
屋根 さく井 左官 ⼤⼯

とび・⼟⼯ ⽯ タイル 鋼構造物
しゅんせつ 板⾦ 機械器具 ガラス

防⽔ 内装 熱絶縁 電気通信
⽔道施設 建具 消防施設 清掃施設

解体    

 □27年度完成⼯事⾼

業    種
総         合

⼟⽊ 建築 管 電気
舗装 塗装 鉄筋 造園
屋根 さく井 左官 ⼤⼯

とび・⼟⼯ ⽯ タイル 鋼構造物
しゅんせつ 板⾦ 機械器具 ガラス

防⽔ 内装 熱絶縁 電気通信
⽔道施設 建具 消防施設 清掃施設

 □26年度完成⼯事⾼

業    種
総         合

⼟⽊ 建築 管 電気
舗装 塗装 鉄筋 造園
屋根 さく井 左官 ⼤⼯

とび・⼟⼯ ⽯ タイル 鋼構造物
しゅんせつ 板⾦ 機械器具 ガラス

防⽔ 内装 熱絶縁 電気通信
⽔道施設 建具 消防施設 清掃施設

 □25年度完成⼯事⾼

業    種
総         合
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2019.02.21
建築系⾼校卒業設計優秀作品を表彰/本紙と事務所協
福島建設⼯業新聞社、県建築⼠事務所協会の共催による第11回建築系
⾼校卒業設計優秀作品表彰式が20⽇、福島市のザ・セレクトン福島で
⾏われた。4校12⼈に表彰状と盾、記念品を贈り、⾼ >>>続き
を読む
2019.02.20
仮想発電所技術実証で協定/郡⼭市と東北電⼒
郡⼭市と東北電⼒は18⽇、「仮想発電所技術を活⽤した防災環境配慮
型エネルギーマネジメントの構築」に関する協定を締結した。市中央
公⺠館の太陽光発電、蓄電池を遠隔制御することで最適な >>>
続きを読む
2019.02.14
千五沢ダム改築現場で官⺠研修/県中建設
県中建設事務所は12⽇、⽯川町の千五沢ダム改築⼯事現場で官⺠合同
現場⾒学会を開いた。同事務所職員と、郡⼭・須賀川市、鏡⽯・古殿
町、天栄・平⽥村の職員、県建設業協会郡⼭・須賀川・⽥ >>>
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