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開札⽇

発注機関

事業名

候補者順位

施⼯箇所

2019-01-30

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう改良（改良）（橋梁上部）
喜多⽅河東線（仮称）⽯⽥橋

①東⽇本コンクリート
47,000,000円別

磐梯町⾚枝

2019-01-30

県中地⽅振興局（須賀川⼟⽊事
務所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
（⽩河⽻⿃線）

①新道建設74,800,000円②あお
い74,830,000円別

天栄村⽻⿃

2019-01-30

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

環境影響調査業務委託（道整・再復）
（国道288号）

①国際航業11,900,000円②陸奥
テックコンサルタント
12,100,000円別

⽥村市船引町船引

2019-01-30

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

河川海岸維持管理（河道掘削）（笹原川
筋）

保留

郡⼭市安積町成⽥

2019-01-30

県中地⽅振興局（須賀川⼟⽊事
務所）

庁舎改築（機械）（須賀川⼟⽊事務所）

保留

須賀川市⼤町

2019-01-28

いわき地⽅振興局（いわき建設
事務所）

砂防施設維持管理（流路⼯）藤原川筋ほ
か

①渡辺組13,500,000円別

いわき市常磐藤原町信⽥
御代ほか

2019-01-25

郡⼭市上下⽔道局

6号幹線放流管築造 第2⼯区（県道荒井
郡⼭線ほか1路線）

不調

郡⼭市若葉町

2019-01-25

伊達市

⾚坂の⾥森林公園管理棟新築

①酒井東栄コーポレーション
81,000,000円別

伊達市保原町⾦原⽥字⼆
⽥ノ⼊

2019-01-24

県⽴福島南⾼校

情報処理室空調設備改修

①⽂化設備⼯業3,500,000円別

福島市渡利字七社宮

2019-01-24

いわき地⽅振興局（いわき建設
事務所）

道路橋りょう整備（再復・道路改良）い
わき⽯川線

①クレハ錦建設294,000,000円別

いわき市⽥⼈町⽯住字才
鉢

2019-01-24

県出納局（農林⽔産部⽔産課）

漁業集落防災機能強化3002岩⼦地区

①庄司建設⼯業304,000,000円別

相⾺市岩⼦

2019-01-24

県出納局（県北建設事務所）

道路橋りょう整備（交付）（改良舗装）
⼆本松川俣線

①尾形⼟建15,000,000円別

⼆本松市油井

2019-01-24

県出納局（県北建設事務所）

河川海岸維持管理（河道掘削）⼥神川筋

不調

福島市飯野町明治

2019-01-23

相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（橋梁上部）
国道288号（仮称）3号橋

①⽮⽥⼯業255,250,000円別②価
格超過

⼤熊町野上

2019-01-23

相双地⽅振興局（相双農林事務
所）

ため池対策（モデル）3002相双地区

①壁巣建設128,800,000円別

⼤熊町⼤川原

2019-01-23

相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

測量業務委託（都市公園・復興交
（防））原釜・尾浜防災緑地

①東コンサルタント17,500,000
円②福建コンサルタント
17,100,000円別

相⾺市原釜

2019-01-23

相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

道路橋りょう維持（災防）（落⽯対策）
原町浪江線

①ミドリ環境建設17,500,000円
②ハギハラ17,715,000円別

南相⾺市原町区⾺場

2019-01-23

福島市

⼗六沼公園サッカー場グラウンドコート
整備

保留

福島市⼤笹⽣字俎板⼭

2019-01-23

会津地⽅振興局（猪苗代⼟⽊事
務所）

河川（交付）（監視制御装置）裏磐梯三
湖

①佐藤電設154,300,000円②会津
電気⼯事157,000,000円別

猪苗代町若宮

2019-01-23

会津地⽅振興局（宮下⼟⽊事務
所）

道路橋りょう維持(維補)(舗装補修）⼩栗
⼭宮下線

①滝⾕建設⼯業16,838,000円②
佐久間建設⼯業16,840,000円別

⾦⼭町⼩栗⼭

2019-01-23

会津地⽅振興局（宮下⼟⽊事務
所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
国道400号外

①東北⼊⾕まちづくり建設
16,883,000円②滝⾕建設⼯業
16,804,000円別

⾦⼭町⽟梨ほか

2019-01-23

会津地⽅振興局（宮下⼟⽊事務
所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
国道252号

①滝⾕建設⼯業16,838,000円②
佐久間建設⼯業16,850,000円別

三島町早⼾

2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（道路改良）
（国道288号）

①三和⼯業386,000,000円②富⼠
⼯業390,000,000円別

⽥村市船引町船引

2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（道路改良）
（国道288号）

①富⼠⼯業415,000,000円②三和
⼯業418,000,000円別

⽥村市常葉町⻄向

2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（橋梁上部）
（国道294号）

①ピーエス三菱123,800,000円②
オリエンタル⽩⽯123,400,000円
別

郡⼭市湖南町福良（仮
称）福良1号橋

2019-01-23

県中地⽅振興局（須賀川⼟⽊事
務所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
（国道294号）

①あおい41,450,000円②新道建
設41,470,000円別

天栄村上松本

2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

道路橋りょう維持（緊現対）（舗装補
修）（国道288号ほか）

①開東産業9,806,000円②三⽴⼟
建9,757,000円別

郡⼭市富久⼭町福原ほか

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

1/2

開札情報

2019/1/31
2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

道路橋りょう整備（交付）（道路改良）
（郡⼭⼤越線）

①秋⽥組10,650,000円別

⽥村市船引町芦沢

2019-01-23

県中地⽅振興局（須賀川⼟⽊事
務所）

道路橋りょう維持（維補修）（舗装補
修）（下松本鏡⽯停⾞場線）

①新道建設12,330,000円②あお
い12,360,000円別

鏡⽯町岡ノ内

2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

河川海岸維持管理（河道掘削）（⾈津川
筋）

①ワタケン4,300,000円別

郡⼭市湖南町⾈津

2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

道路橋りょう整備（再復）（標識⼯）
（国道349号ほか）

①北⽇本ライン3,277,400円②保
安企画3,388,000円別

⽥村市⼤越町牧野ほか

2019-01-23

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

県営住宅管理（ポンプ交換・⾼倉ほか）
（⾼倉団地ほか）

①島⼯業6,550,000円②岡設備⼯
業6,640,000円別

郡⼭市⽇和⽥町⾼倉字裏
町ほか

2019-01-21

いわき地⽅振興局（いわき建設
事務所）

道路橋りょう整備（再復・道路改良）い
わき⽯川線

不調

いわき市⽥⼈町⽯住字才
鉢

2019-01-17

県出納局（保原⼟⽊事務所）

河川海岸改良（改良）（河道掘削）伝樋
川筋

不調

伊達市梁川町字南本町

2019-01-17

県出納局（保原⼟⽊事務所）

河川海岸維持管理（河道掘削）広瀬川筋
ほか

保留

伊達市⽉舘町⽉舘ほか

2019-01-16

相双地⽅振興局（相双建設事務
所）

測量業務委託（道整・再復）国道114号

①東コンサルタント21,900,000
円②東⽇本総合計画21,250,000
円別

浪江町⾚⽊

2019-01-16

相双地⽅振興局（富岡⼟⽊事務
所）

海岸（交付（再復））（安全施設）井出
地区海岸ほか

①横⼭建設23,000,000円別

楢葉町井出ほか

2019-01-16

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）⽊⼾
停⾞場線

①加藤建設130,827,530円別

楢葉町⼭⽥岡

2019-01-16

会津地⽅振興局（会津若松建設
事務所）

砂防(交付)(⼯事⽤道路)（坊が沢筋）

①宮本組15,550,000円②美⾥建
設⼯業14,550,000円別

会津坂下町気多宮

2019-01-16

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう維持（維補）（排⽔）新郷
萩野停⾞場線

①オクガワ6,500,000円②⻄会津
道路6,470,000円別

喜多⽅市⾼郷町揚津字滝
原

2019-01-16

会津地⽅振興局（会津若松建設
事務所）

道路橋りょう整備（復⼀）（法⾯）湯川
⼤町線

①会津法⾯23,000,000円別

会津若松市東⼭町湯川

2019-01-16

会津地⽅振興局（宮下⼟⽊事務
所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
国道400号

①滝⾕建設⼯業16,340,000円②
⾦⼦建設16,380,000円別

昭和村⼩中津川

2019-01-16

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう維持(維補)(舗装補修)塩川
⼭都線

①⽳澤建設11,950,000円②鈴⽊
建設11,959,000円別

喜多⽅市塩川町会知

2019-01-16

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
会津坂下塩川線

①鈴⽊建設12,128,000円②相模
12,156,000円別

喜多⽅市塩川町遠⽥

2019-01-16

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう維持(維補)(舗装補修)喜多
⽅⻄会津線

①樫内建設⼯業8,369,000円②唐
橋8,400,000円別

喜多⽅市⾼郷町峯

2019-01-16

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
上郷下野尻線

①⽳澤建設20,655,000円②海⽼
名建設20,800,000円別

⻄会津町新郷豊洲

2019-01-16

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう維持（維補）（舗装補修）
熱塩加納⼭都⻄会津線

①唐橋20,756,000円②鈴⽊建設
20,769,000円別

喜多⽅市熱塩加納町相⽥

2019-01-16

会津地⽅振興局（喜多⽅建設事
務所）

道路橋りょう維持(維補)(舗装補修)国道
459号

①海⽼名建設32,820,000円②⽳
澤建設32,650,000円別

⻄会津町奥川⼤綱⽊

2019-01-16

県中地⽅振興局（県中建設事務
所）

設計業務委託（ダム・補助）（千五沢ダ
ム）

①⽇本⼯営16,750,000円別

⽯川町⺟畑

2019-01-16

県中地⽅振興局（県中農林事務
所）

林業専⽤道（県営）3001 ⽔ノ⽊⽻⼭線

①⽮部⼯業27,000,000円別

⽥村市滝根町神俣字⽔ノ
⽊
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