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国道事務所

公告件名

受付⽇

公告⽇順▽

参加資格

福島管内区画線設置⼯事

2019-02-06 塗装

福島管内標識設置⼯事

2019-02-06 維持修繕

福島国道維持補修⼯事

2019-02-06 維持修繕

2019-01-24

相⾺福島道路（霊⼭〜福島）事業管理業務

2019-02-04 ⼟⽊関係建設コンサルタント

2019-01-23

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

⾃動⾞賃貸借単価契約

2019-02-06 役務（賃貸借）A.B.C.D

連絡⾞賃貸借

2019-02-06 役務（賃貸借）A.B.C.D

猪苗代北烏帽⼦地区外改良⼯事

2019-02-07 ⼀般⼟⽊C

⽮吹⾚沢地区改良⼯事

2019-02-07 ⼀般⼟⽊C

鏡⽯笠⽯地区改良⼯事

2019-02-05 ⼀般⼟⽊C

広瀬不動⼊地区改良⼯事

2019-02-05 ⼀般⼟⽊C

広瀬広畑地区改良⼯事

2019-02-01 ⼀般⼟⽊C

広瀬⽮⼤⾂⻄地区改良⼯事

2019-02-01 ⼀般⼟⽊C

安積地区外⼯事監督⽀援業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

郡⼭国道技術審査業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

郡⼭国道道路改築技術資料作成業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

郡⼭国道道路管理技術資料作成業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

郡⼭国道⽤地関係資料作成整理等業務

2019-02-01 補償関係コンサルタント

郡⼭地区⼯事監督⽀援業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

原町管内道路照明等維持補修⼯事

2019-02-07 維持修繕

平管内道路照明等維持補修⼯事

2019-02-07 維持修繕

いわき地区４９号維持補修⼯事

2019-01-31 維持修繕

塩⼿⼭トンネルケーブル敷設⼯事

2019-01-31 電気設備B

双葉地区６号維持補修⼯事

2019-01-31 維持修繕

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

磐城国道管内（相双・改築）⼯事監督⽀援業
務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンルタント

磐城国道管内技術資料作成業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンルタント

磐城国道管内道路情報連絡業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンルタント

磐城国道管内⽤地関係資料作成整理等業務

2019-02-01 補償関係コンサルタント

東北地⽅整備局摺上川ダ 2019-01-08
ム管理所

電気通信設備保守業務（摺上川ダム）

2019-02-08 役務A.B.C.D

東北地⽅整備局三春ダム 2019-01-15
管理所
2019-01-08

三春ダム管理⽀援業務

2019-02-01 ⼟⽊関係建設コンサルタント

電気通信設備保守業務（三春ダム）

2019-02-08 役務A.B.C.D

北陸地⽅整備局阿賀川河 2019-01-21
川事務所

災害時における阿賀川河川事務所所管施設等
(塩川右岸区域)の緊急 的な災害応急対策業務

2019-02-14 ⼀般⼟⽊B.C

災害時における阿賀川河川事務所所管施設等
(塩川左岸区域)の緊急 的な災害応急対策業務

2019-02-14 ⼀般⼟⽊B.C

災害時における阿賀川河川事務所所管施設等
(北会津右岸区域)の緊 的な災害応急対策業務

2019-02-14 ⼀般⼟⽊B.C

災害時における阿賀川河川事務所所管施設等
(北会津左岸区域)の緊 的な災害応急対策業務

2019-02-14 ⼀般⼟⽊B.C

平成31年度阿賀川河川 事務所電気通信施設
保守業務 ⼀式

2019-02-07 役務A.B.C

東京航空局仙台空港事務 2019-01-29
所

平成31年度 いわき航空路監視レーダー機械
設備保全業務（仙台）

2019-02-15 役務C.D

2019-01-28

平成31年度 福島空港機械設備保全業務（仙
台）

2019-02-14 役務C.D

2019-01-25

平成31年度福島空港航空保安⽤電気設備保守
点検作業（仙台）

2019-02-06 役務C.D

2019-01-28

中之作港船だまり⻄防波堤 灯台改良改修ほか 2019-02-13 ⼟⽊・建築A.B.C
４件⼯事

2019-01-17

（⼩名浜合庁）保全管理

東北地⽅整備局郡⼭国道 2019-01-31
事務所
2019-01-29
2019-01-25
2019-01-15

東北地⽅整備局磐城国道 2019-01-31
事務所
2019-01-24

2019-01-23
2019-01-15

2019-01-07

第⼆管区海上保安本部

http://www.fk-news.co.jp/htaccess/nyusatsukoukokujouhou.php
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林野庁

2018-12-27

森林⽣態系多様性基礎調査（第6調査区（関
東1地区））（第5期）

2019-03-04 役務

東北農政局

2019-01-10

LANケーブル20本ほか49点の購⼊等

2019-02-12 物品販売A.B.C.D

東北農政局会津南部農業 2019-01-25
⽔利事業所

会津南部農業⽔利事業 富川幹線⽤⽔路（そ
の４）補修⼯事

2019-02-25 ⼟⽊⼀式B.C.D

2019-01-08

会津北部農業⽔利事業 関柴幹線⽤⽔路⼩⽔
⼒発電施設測量設計その他業務

2019-02-22 測量・建設コンサルタントA

環境省福島地⽅環境事務 2019-01-31
所

平成31年度富岡町汚染廃棄物対策地域におけ
る被災建物等解体撤去等⼯事

2019-03-04 ⼟⽊・建築A（単体）（共同企
業体はA.B）

平成31年度中間貯蔵施設の構造等に関する検
討業務

2019-02-28 ⼟⽊関係建設コンサルタント

平成31年度中間貯蔵施設に係る河川⽔質・底
質等監視調査業務

2019-02-28 ⼟⽊関係建設コンサルタント

平成３１年度中間貯蔵施設に係るボーリング
孔内⽔位観測データ回収及び地下⽔⽔質調査
等業務

2019-02-28 地質調査

平成３１年度中間貯蔵施設区域内で発⽣する
廃棄物等に係る調査検討業務

2019-02-28 役務（調査・研究）A.B

平成31年度中間貯蔵施設等による周辺環境へ
の保全対策検討及び影響調査業務

2019-02-28 ⼟⽊関係建設コンサルタント

2019-01-30

平成３１年度福島地⽅環境事務所放射線量測
定機器点検校正等業務

2019-02-13 役務(建物管理等各種保守管理・
その他)A.B.C

2019-01-29

平成31年度双葉町特定復興再⽣拠点区域被災
建物等解体撤去等及び除染等⼯事（その３）

2019-02-26 ⼟⽊・建築A(代表の場合)

2019-01-28

平成31年度飯舘村特定復興再⽣拠点区域被災
建物等解体撤去等及び除染等⼯事（その２）

2019-02-25 ⼟⽊・建築A(代表)

2019-01-25

平成31年度特定廃棄物等の収集・運搬等に係
る技術調査及び監理⽀援等業務

2019-02-15 役務（調査・研究、その他）
A.B

平成３１年度除去⼟壌等の輸送に関する道路
改良等対策検討業務

2019-02-22 ⼟⽊関係建設コンサルタント

平成31年度対策地域内廃棄物等の減容化処理
等に係る技術⽀援業務

2019-02-15 役務（調査・研究、その他）
A.B

2019-01-24

平成３１年度福島地⽅環境事務所⾃動⾞運⾏
管理業務

2019-02-14 役務(運送・その他)A.B

2019-01-23

平成３１年度中間貯蔵施設に係る道路調査検
討業務

2019-02-25 ⼟⽊関係建設コンサルタント

平成３１年度廃棄物貯蔵施設に係る設計・⼯
事監理業務

2019-02-25 建築関係建設コンサルタント

2019-01-21

平成31年度飯舘村仮置場復旧等⼯事

2019-02-18 ⼟⽊⼯事A等級単体または特定
JV(3社以内)

2019-01-18

平成30年度富岡町特定復興再⽣拠点区域事前
調査及び同意取得⽀援業務（その２）

2019-02-05 役務(調査・研究、その他)A.B

2019-01-10

平成31年度から平成32年度までの葛尾村広
域処理における可燃性除染廃棄物等の収集運
搬業務

2019-02-12 役務(運送・その他)A.B

福島刑務所

2019-01-25

原⼦⼒災害対応備品整備契約

2019-02-06 物品販売D以上

福島地⽅裁判所

2019-01-30

平成３１年度⾃家⽤電気⼯作物保守管理委託
業務

2019-02-15 役務A.B.C.D

2019-01-24

平成３１年度エレベーター設備保守管理業務

2019-02-13 役務A.B.C

2019-01-17

平成３１年度構内除草業務

2019-02-07 役務C.D

福島地⽅検察庁

2019-01-23

福島地⽅検察庁会津若松⽀部電話交換機等更
新

2019-02-06 法務省「電気通信」資格登録

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⾞場
管理業務請負

2019-02-18 役務A.B.C

福島⼯業⾼等専⾨学校

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

福島⼯業⾼専図書館改修設計業務

2019-02-04 建築関係設計・施⼯管理

福島⼯業⾼専図書館改修設備設計業務

2019-02-04 建築関係設計・施⼯管理

2019-01-23
東北防衛局

2019-01-24

郡⼭（30）⼟⽊⼯事監理業務

2019-02-04 ⼟⽊コンサルタントB以上、要
実績

陸上⾃衛隊郡⼭駐屯地

2019-01-30

No９２建物通信設備改修⼯事

2019-02-14 電気通信C以上

2019-01-21

紙細断機保守点検役務 ほか１件

2019-02-01 役務D以上

2019-01-25

１１０号隊舎建具補修⼯事

2019-02-07 建具C以上

移動式泡消⽕設備保守点検役務

2019-02-13 役務D以上

⾮常⽤発電機保守点検役務

2019-02-07 全省庁統⼀資格・東北地域「役
務の提供等」D以上

中央監視装置保守点検役務

2019-02-07 全省庁統⼀資格・東北地域「役

陸上⾃衛隊福島駐屯地

2019-01-22

http://www.fk-news.co.jp/htaccess/nyusatsukoukokujouhou.php
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務の提供等」D以上

2019-01-21
独⽴⾏
政法⼈
等

台原宿舎3号棟屋外給⽔管ヒーター線交換役
務

2019-02-07 全省庁統⼀資格・東北地域「役
務の提供等」D以上

東⽇本⾼速道路東北⽀社 2019-01-07

平成31年度 いわき管理事務所管内耐震補強
⼯事施⼯管理業務

2019-02-05 調査

都市再⽣機構宮城・福島 2019-01-31
震災復興⽀援本部

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）

平成３１年度福島復興⽀援部耐⽕⾦庫の購⼊

2019-02-06 物品販売

平成３１・３２年度宮城・福島震災復興⽀援
本部乗⽤⾞スポットレンタル業務

2019-02-06 役務

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

平成３１年度福島復興⽀援部レンタル⾃動⾞
借⼊

2019-01-31 役務

2019-01-10

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

2019-02-08 役務

2019-01-07

平成31・32年度福島復興⽀援部⾞両運⾏管
理等業務

2019-02-08 役務（⾞両運⾏管理業務の実績
が継続して3年以上の実績）

⾃動⾞技術総合機構東北 2019-01-23
検査部

いわき事務所電気設備等改修（再公告）

2019-02-07 役務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 2019-01-25
株式会社

⼤熊地区中間貯蔵施設⼯事監督⽀援補助業務
（平成３１年度）

2019-02-14 ⼟⽊関係建設コンサルタント

双葉地区中間貯蔵施設⼯事監督⽀援補助業務
（平成３１年度）

2019-02-14 ⼟⽊関係建設コンサルタント

中間貯蔵に係る保管場設置等⼯事等監督⽀援
補助業務（平成３１年度）

2019-02-14 ⼟⽊関係建設コンサルタント

浜通り南部地域輸送⼯事監督⽀援補助業務
（平成３１年度）

2019-02-14 ⼟⽊関係建設コンサルタント

中通り北部地域輸送⼯事監督⽀援補助業務
（平成３１年度）

2019-02-14 ⼟⽊関係建設コンサルタント

浜通り北部地域輸送⼯事監督⽀援補助業務
（平成３１年度）

2019-02-14 ⼟⽊関係建設コンサルタント

中通り南部地域輸送⼯事監督⽀援補助業務
（平成３１年度）

2019-02-14 ⼟⽊関係建設コンサルタント

分析施設運営業務(平成３１年度)

2019-02-12 役務（調査・研究）

中間貯蔵事業に係る浸出⽔等分析業務（平成
３１年度）

2019-02-12 役務（調査・研究）

中間貯蔵に係る放射線管理⽀援業務（平成３
１年度）

2019-02-07 役務（調査・研究）

中間貯蔵施設区域内の施設周辺における空間
線量率の測定及び測定器の維持管理業務（平
成３１年度）

2019-02-07 役務（調査・研究）

2019-01-30

空室整備⼯事(⻁丸宿舎)【東北】

2019-02-12 直近2年間に保険料の未納がな
いこと

2019-01-23

浴室換気暖房乾燥機交換⼯事(天寧寺宿舎
202)【東北】

2019-02-05 直近2年間に保険料の未納がな
いこと

平成31年度楢葉遠隔技術開発センター警備業
務請負契約

2019-02-14 機構または全省庁統⼀資格の有
資格者

平成31年度楢葉遠隔技術開発センター清掃業
務請負契約

2019-02-14 機構または全省庁統⼀資格の有
資格者

平成31年度⼤熊分析・研究センター警備業務

2019-02-14 機構または全省庁統⼀資格の有
資格者

平成31年度⼤熊分析・研究センター施設管理
棟清掃業務

2019-02-14 機構または全省庁統⼀資格の有
資格者

⼤熊分析・研究センター施設管理棟における
機械室設備運転保守業務請負契約

2019-02-14 機構または全省庁統⼀資格の有
資格者

2019-01-25

2019-01-23

⽇本年⾦機構

⽇本原⼦⼒研究開発機構 2019-01-18
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原⼦⼒災害対策に係る遠隔機材の操作・点検
等に関する業務

2019-02-28 全省庁統⼀資格

楢葉遠隔技術開発センター機械室設備運転保
守業務

2019-03-01 全省庁統⼀資格

遠隔操縦機器の運⽤及び保守に係る業務請負
契約

2019-02-28 全省庁統⼀資格

2018-12-14

楢葉遠隔技術開発センター LAN設備運⽤業
務請負契約

2019-02-25 全省庁統⼀資格

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

県総務部

2019-01-29

福島県⻄庁舎免震化改修⼯事に伴う執務室移
転業務

2019-02-06 県内に本店・⽀店・営業所

県⼥性のための相談⽀援 2019-01-11
センター

⼥性のための相談⽀援センター監視カメラ等
更新⼯事

2019-02-04 電気設備A.B

⼥性のための相談⽀援センター中央監視装置
更新⼯事

2019-02-04 電気設備A.B

2019-01-17

県

建築／⼟⽊の専⾨紙 福島建設⼯業新聞社

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

2019-01-25

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 2019-02-18 ⼀般⼟⽊A
⽊屋３⼯区（国道114号）
2019-01-18

県商⼯労働部

県中地⽅振興局

道路橋りょう整備（再復）⼯事（改良）⼭⽊
屋１⼯区 （国道１１４号）

2019-02-05 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう整備（再復）⼯事（橋梁上部）
(仮)４号橋（国道１１４号）

2019-02-08 鋼橋上部A

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

2019-01-25

道路橋りょう整備（地活）⼯事（道路改良）
（飯野三春⽯川線）

2019-02-13 ⼀般⼟⽊A.B

2019-01-24

2019-01-18

河川海岸改良（改良）⼯事（河道掘削）

2019-01-31 ⼀般⼟⽊A.B.C

県中建設事務所

2019-01-24

逢瀬川筋外ＣＭ業務委託

2019-02-14 建設コンサルタント(河川、砂防
及び海岸・海洋部⾨)

県南地⽅振興局

2019-01-30

砂防指定地標識 75枚 急傾斜地崩壊危険区域
標識 85枚 標識ポール60本

2019-02-14 物品購⼊(修繕)

2019-01-28

道路橋りょう整備（再復）⼯事（改良）（須
賀川⽮吹線）

2019-02-18 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう整備（再復）⼯事（舗装補修）
（棚倉⽮吹線）

2019-02-18 舗装A

道路橋りょう維持（維補）⼯事（舗装補修）
（⽩河⽻⿃線）

2019-02-18 舗装A

地域づくり交流促進（元気）⼯事（公園）
（磐城棚倉停⾞場線）

2019-02-12 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう整備（再復）⼯事（舗装補修）
（国道３４９号）

2019-02-12 舗装A

道路橋りょう維持（維補）⼯事（舗装補修）
（⽩河⽻⿃線）

2019-02-12 舗装A

道路橋りょう維持（維補）⼯事（舗装補修）
（⽩河⽻⿃線）

2019-02-12 舗装A

道路橋りょう整備（再復）⼯事（舗装補修）
（国道１１８号）

2019-02-12 舗装A.B

河川海岸改良（改良）⼯事（河道掘削）（川
上川）

2019-02-12 ⼀般⼟⽊B.C.D

道路橋りょう整備（再復）（舗装補修）国道
118号

2019-02-08 舗装A、県内

砂防（交付）（えん堤）仲折⼾沢

2019-02-04 ⼀般⼟⽊A、B、隣接3管内

河川海岸改良（改良）（橋梁上部）⽮武川

2019-02-04 PC橋上部⼯A、B、全国

道路橋りょう整備（再復）⼯事（改良）（国
道２９４号）

2019-02-04 ⼀般⼟⽊A

道路橋りょう整備（再復）⼯事（橋梁下部）
（仮称）１号橋

2019-02-04 ⼀般⼟⽊A.B

⽣活基盤緊急改善⼯事(排⽔)（国道４０１
号）

2019-02-07 ⼀般⼟⽊B.C.D

河川海岸改良(改良)⼯事(河道掘削)（宮川筋
外）

2019-02-07 ⼀般⼟⽊A.B.C

河川海岸改良(改良)⼯事(河道掘削)（旧宮川
筋）

2019-02-07 ⼀般⼟⽊A.B.C

河川海岸改良(改良)⼯事(河道掘削)（宮川筋

2019-02-07 ⼀般⼟⽊A.B.C

2019-01-21

2019-01-15

会津地⽅振興局

2019-01-25
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建築／⼟⽊の専⾨紙 福島建設⼯業新聞社

外）

南会津地⽅振興局

河川海岸改良(改良)⼯事(河道掘削)（旧湯川
筋）（宮川筋外）

2019-02-07 ⼀般⼟⽊A.B.C

道路橋りょう整備(再復)⼯事(道路改良)（国
道４０１号）

2019-02-19 ⼀般⼟⽊A

道路橋りょう整備(再復)⼯事(法⾯)（国道４
０１号）

2019-02-19 法⾯処理A

道路橋りょう整備(交付)⼯事(橋梁修繕)（会
津若松裏磐梯線）

2019-02-19 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう整備(復⼀)⼯事(橋梁補修)（柳
津昭和線）

2019-02-19 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう整備(交付)⼯事(トイレ)（道の
駅裏磐梯）

2019-02-07 暖冷房衛⽣設備A.B

⽣活基盤緊急改善⼯事(区画線)（国道１１５
号外）

2019-02-07 塗装A.B.C

道路橋りょう整備(交付)⼯事(橋梁補修)（野
⽼沢川桁停⾞場線）

2019-02-07 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう維持(災防)⼯事(法⾯)（⽶沢猪
苗代線）

2019-02-07 法⾯処理A

2019-01-18

復旧治⼭3001⼯事 滝ノ上地区

2019-01-31 ⼀般⼟⽊A.B.C

2019-01-28

河川海岸改良（改良）⼯事（護岸）新⽥原地
内（７⼯区） （舘岩川）

2019-02-13 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう改良（改良）⼯事（舗装）（下
郷会津本郷線）

2019-02-13 舗装A

⽣活基盤緊急改善⼯事（防護柵）⽯伏地内
（国道２５２号）

2019-02-08 ⼀般⼟⽊B.C.D

道路橋りょう維持（維補）⼯事（舗装補修）
（国道２８９号）

2019-02-13 舗装A

道路橋りょう改良（改良）⼯事（舗装）（栗
⼭舘岩線）

2019-02-13 舗装A.B

道路橋りょう整備（交付）⼯事（防雪）⽥⼦
倉地内（国道２５２号）

2019-02-13 法⾯処理A

道路橋りょう維持（維補）⼯事（舗装補修）

2019-02-06 隣接３管内舗装Ａ・Ｂ

⽣活基盤緊急改善⼯事（区画線）

2019-02-01 県内塗装Ａ〜C

⽣活基盤緊急改善⼯事（区画線）

2019-02-01 県内塗装Ａ〜C

⽣活基盤緊急改善⼯事（区画線）

2019-02-01 県内塗装Ａ〜C

⽣活基盤緊急改善⼯事（防雪柵）

2019-02-01 管内⼟⽊Ａ〜Ｃ

道路橋りょう維持（維補）⼯事（舗装補修）

2019-02-06 隣接３管内舗装Ａ・Ｂ

道路橋りょう維持（維補）⼯事（舗装補修）

2019-02-06 隣接３管内舗装Ａ〜Ｃ

道路橋りょう改良（交安）⼯事（歩道）

2019-02-01 管内⼟⽊B〜D

河川海岸改良（改良）⼯事（床⽌）

2019-02-06 隣接３管内⼟⽊Ａ・Ｂ

河川海岸改良（改良）⼯事（床⽌）

2019-02-06 県内⼟⽊A

2019-01-15

南会津合同庁舎空調設備改修⼯事

2019-02-01 暖冷房衛⽣設備A

2019-01-28

防災林造成（復興創⽣）３００６⼯事 ⼩⾼
地区

2019-02-12 ⼀般⼟⽊A

防災林造成（復興創⽣）３００７⼯事 ⼩⾼
地区

2019-02-12 ⼀般⼟⽊A

公共災害復旧（再復）⼯事（橋梁下部）（浜
野橋） 広野⼩⾼線

2019-02-12 ⼀般⼟⽊A

道路橋りょう整備（復交）⼯事（改良）原町
海⽼相⾺線

2019-02-12 ⼀般⼟⽊A.B.C

⽣活基盤緊急改善⼯事（区画線）相⾺浪江線

2019-02-08 塗装A.B.C

河川海岸維持管理⼯事（河道掘削）川内川筋

2019-02-08 ⼀般⼟⽊A.B.C

河川海岸維持管理⼯事（河道掘削）⼩⽩井川
筋外

2019-02-08 ⼀般⼟⽊A.B.C

2019-01-21

相双地⽅振興局

相双農林事務所

漁港（補助）⼯事（浚渫）松川浦漁港

2019-02-18 しゅんせつA

2019-01-21

港湾管理（港湾付属物）相⾺港

2019-02-01 ⼀般⼟⽊A〜C、相双建設事務所
に本店⽀店営業所

2019-01-11

道路橋りょう整備（再復）⼯事（改良舗装）

2019-02-04 ⼀般⼟⽊A

2019-01-28

防災林造成（復興創⽣）３００２業務 ⿅島
地区

2019-02-14 造林・その他森林整備

2019-01-21

防災林造成（復興創⽣）3002業務原町地区

2019-02-07 造林・その他森林整備

防災林造成（復興創⽣）3001業務⿅島地区

2019-02-07 造林・その他森林整備

防災林造成（復興創⽣）3007業務相⾺地区

2019-02-07 造林・その他森林整備

防災林造成（復興創⽣）3003業務相⾺地区

2019-02-07 造林・その他森林整備

防災林造成（復興創⽣）３００１業務 ⼩⾼
地区

2019-02-04 造林（植栽維持の実績）

2019-01-15
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2019-01-30

2019-01-23

市町村

建築／⼟⽊の専⾨紙 福島建設⼯業新聞社

河川（交付（再復））⼯事（築堤⼯）（仁井
⽥川筋）

2019-02-19 ⼀般⼟⽊A

河川海岸改良（改良）⼯事（掘削⼯）（好間
川筋）

2019-02-13 ⼀般⼟⽊A.B.C

道路橋りょう整備(再復)⼯事(道路改良)（い
わき上三坂⼩野線）

2019-02-13 ⼀般⼟⽊A.B

道路橋りょう整備（再復）⼯事（法⾯⼯）
（いわき上三坂⼩野線）

2019-02-05 法⾯処理A.B

ふ頭埋⽴造成（野積場）⼯事（管路⼯）（⼩
名浜港）

2019-02-13 上・下⽔道A

ふ頭埋⽴造成（野積場）⼯事（貯⽔池基礎）
（⼩名浜港）

2019-02-13 ⼀般⼟⽊A

ふ頭埋⽴造成（野積場）⼯事（管路⼯）（⼩
名浜港）

2019-02-13 ⼀般⼟⽊A

港湾管理⼯事（付属施設⼯）（⼩名浜港）

2019-02-05 ⼀般⼟⽊A.B.C

いわき農林事務所

2019-01-25

県有地管理事業

2019-02-06 保育・間伐（県内）

県⽴医科⼤学

2019-01-21

実験動物研究施設増築等

2019-02-12 建築A、県内に本店・⽀店・営
業所、要実績

陸上競技場トラック仕上げ材廃棄物処理業務

2019-02-04 県内に本店・⽀店・営業所

会津⼤学

2019-01-24

会津⼤学短期⼤学部⼀箕寮ブロック塀改修⼯
事

2019-02-05 建築A.B.C.D

2019-01-09

会津⼤学情報ネットワークシステム運⽤管理
及び教育研究環境整備業務

2019-01-31 類似業務の受託・履⾏実績

県病院局

2019-01-24

旧会津総合病院等敷地ブロック塀解体⼯事

2019-02-04 建築A.B.C.D

県教育庁

2019-01-23

ふたば未来学園⾼等学校移転に伴う広野中学
校物品移設業務

2019-02-06 資格の確認を受けた者

県⽴聴覚⽀援学校

2019-01-22

寄宿舎執務室等移転業務委託

2019-02-01 過去10年以内履⾏実績

県⽴磐城⾼校

2019-01-28

磐城⾼校南体育館放送設備更新⼯事

2019-02-08 電気設備A.B.C

福島市

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)

ひらの認定こども園調理室⽤備品購⼊

2019-02-08 ⾷品・厨房機器（厨房調理機
器）

福島市斎場 炉前業務委託

2019-02-06 その他業務の登録

福島消防署清⽔分署整備⼯事設計業務委託

2019-02-06 建築設計の登録（１級建築⼠事
務所）

信夫ケ丘球場防⽔改修等⼯事

2019-02-06 建築 810点以上

松陵中学校擁壁改修⼯事

2019-02-06 ⼀般⼟⽊ 810点以上

こども発達⽀援センター移転改修⼯事（電気
設備）

2019-02-06 電気設備 800点以上

こども発達⽀援センター移転改修⼯事（機械
設備）

2019-02-06 暖冷房衛⽣設備 800点以上

こども発達⽀援センター移転改修⼯事（建
築）

2019-02-06 建築 810点以上

2019-01-31

相⾺福島道路関連建物代⾏解体⼯事

2019-02-12 建築 600点以上

2019-01-16

霊⼭林業専⽤道1号線開設⼯事

2019-01-31 ⼀般⼟⽊ 700点以上800点未満

伊達市中央給⾷センター⾞庫等改築及び付帯
施設整備⼯事

2019-01-31 建築 800点以上

2019-01-16

伊達市

郡⼭市

りょうぜん紅彩館暖房機交換⼯事

2019-01-31 暖冷房衛⽣設備 550点以上

2019-01-28

平成31年度郡⼭市⽴⻄⽥学園義務教育学校ス
クールバス運⾏業務委託

2019-02-07 同種業務の実績（市内）

2019-01-10

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その8）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成 29・
30 年度の⼟⽊設計・地上測量
の認定

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その9）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成
29・30 年度の⼟⽊設計・地上
測量の認定

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その10）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成
29・30 年度の⼟⽊設計・地上
測量の認定

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その11）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成
29・30 年度の⼟⽊設計・地上
測量の認定

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その12）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成
29・30 年度の⼟⽊設計・地上
測量の認定

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その13）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成
29・30 年度の⼟⽊設計・地上
測量の認定
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建築／⼟⽊の専⾨紙 福島建設⼯業新聞社

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その14）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成
29・30 年度の⼟⽊設計・地上
測量の認定

郡⼭市除去⼟壌等搬出作業等監督員補助業務
委託（H30-その15）

2019-01-31 市内に主たる事務所 平成
29・30 年度の⼟⽊設計・地上
測量の認定

郡⼭市保健福祉情報システム機器賃貸借及び
保守契約

2019-01-31 ISO27001の認証取得及びプラ
イバシーマーク付与認定を受け
ている者

⽩河市

2019-01-16

本庁舎耐震補強及び⼤規模改修建築⼯事

2019-01-31 建築 900点以上

いわき市

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

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

いわき市⽔道局

2019-01-15

釜⼾第２ポンプ場ポンプ設備改良⼯事

2019-02-05 ⽔道施設・機械器具設置・電気

南相⾺市

2019-01-25

社会資本整備総合交付⾦事業 道路改良舗装
（北町9号線）⼯事

2019-02-05 ⼟⽊⼀式 875点以上

会津若松市

2019-01-11

史跡若松城跡ライトアップ業務

2019-02-05 会津若松市競争⼊札参加資格者
名簿に登録されていること

喜多⽅市

2019-01-30

第三⼩学校プール改修⼯事

2019-02-08 建築⼀式 800点未満

ふれあいパーク喜多の郷公衆トイレ改修⼯事
施⼯監理業務委託

2019-03-05 建築⼀般関係コンサルタント(建
築⼀般)

歴道通り舗装補修⼯事

2019-02-01 舗装 600点以上800点未満

ふれあいパーク喜多の郷公衆トイレ改修⼯事

2019-02-01 建築 800点以上

2019-01-23
安達地⽅広域⾏政組合

2019-01-16

消防本部庁舎外壁改修及び鉄塔解体⼯事

2019-02-04 建築⼀式 700点以上

平⽥村

2019-01-22

ジュピアランドひらた受変電設備及び構内配
電線路設備賃貸借

2019-02-01 電気設備 800点以上

会津美⾥町

2019-01-25

新鶴⼩学校空調設備設置⼯事

2019-02-06 管⼯事700点以上

⼩学校空調設備設置⼯事

2019-02-06 2社企業体代表管⼯事800点以上

中学校空調設備設置⼯事

2019-02-06 2社企業体代表管⼯事800点以上
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