
  

令和５年度福島市公共工事の発注見通しの公表について 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第７条第１項の規定により

令和５年度の建設工事の発注見通しをここに公表いたします。 

 

令和５年４月１日 

 

福島市長  木 幡  浩 

 

 

１．公表の対象工事 

福島市が発注を計画している予定価格が１３０万円以上の建設工事といたします。 

なお、現時点では、発注計画が未定のものや維持修繕的な工事は含まれておりませんのでご注意ください。 

 

２．発注計画の変更について 

ここに公表する建設工事については、工事名称・工事場所・期間・工事概要・発注時期のいずれについても

変更する事があります。変更しても公表せずに発注することがありますのでご了承ください。 

 

 

 

 



  

３ 入札及び契約方法について 

 

（１）制限付一般競争入札（郵便方式含む） 

この入札制度は、一般競争参加資格者を対象にして一定の制限条件を定めて参加者を募集するものです。

対象（工事、業務委託、物品調達）は次のとおりに拡大して実施いたします。 

○ 設計価格が概ね２千５百万円以上の建築工事 

○ 設計価格が概ね２千５百万円以上の土木工事 

○ 設計価格が概ね１千万円以上の業務委託 

○ 設計価格が概ね１千万円以上の物品購入 

○ その他市長が特に定めたもの 

 

※１． 上記の対象設計金額の全案件について、実施するものではありません。 

※２． 制限条件は、固定化されたものではなく、案件毎に定められます 

 

＜入札の型式＞ 

   ・工事Ⅰ型 単体企業 

   ・工事Ⅱ型 共同企業体 

   ・工事Ⅲ型 単体及び共同企業体の混合 

   ・業務委託Ⅰ型 単体企業 

   ・業務委託Ⅱ型 共同企業体 

   ・業務委託Ⅲ型 単体及び共同企業体の混合 

 

※３．福島市公募型指名競争入札は平成２０年度より廃止いたしました。 



  

（２）総合評価方式競争入札（試行） 

 

 この入札制度は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年法律第１８号）等の施行

（安全で品質の高い社会資本整備を図る。）の趣旨を踏まえ、導入試行するものであり、価格と技術力等

を総合的に評価し、最も優秀な者を選定する方式です。 導入の段階的整備に向けて試行するものであり、

総合評価方式の内、「標準型」「簡易型」及び「市区町村向け簡易型（特別簡易型）」の実施要綱を整備

いたしました。     

 

○ 標準型は、技術的な工夫の余地や効果が大きい工事を対象とします。   

○ 簡易型は、技術的な工夫の余地が比較的小さい工事を対象とします。   

 ○ 特別簡易型は、技術的な工夫の余地が小さい工事を対象とします。   

 

※１． 市長が定めた案件について、数件程度（件数未定）を抽出して実施する予定です。   

※２． 総合評価は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２の規定に基づき、原則、低入札価格調査制

度を附して実施します。 

 

（３）指名競争入札 

 

この入札制度は、入札参加資格者の中から一定の基準に基づいて参加業者を選定して指名を行うもので

す。 

当市では、入札対象案件の中で制限付一般競争入札に該当しないものについては、契約事務の効率化を

図る観点から、指名競争入札制度を採用しています。 

 

 



  

（４）随意契約 

 

競争入札によらないで特定の業者を選定して契約を締結する方法であり、地方自治法施行令に定められ

た次の場合に限られます。 

 

○ 予定価格が１３０万円未満の建設工事を発注するとき。 

○ 予定価格が５０万円未満の業務委託を発注するとき。 

○ 予定価格が８０万円未満の物品購入を発注するとき。 

○ 予定価格が５０万円未満の修繕を発注するとき。 

○ 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 

○ 緊急の必要により競争入札を採用することができないとき。 

○ 障害者に対する職業訓練や授産を行う施設において製作された物品を購入するとき。 

又は、高年齢者又は母子家庭の母及び寡婦の就業支援を行う団体に業務委託を発注するとき。 

○ 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の

認定を受けた者が新商品として生産する物品の購入を発注するとき。 

○ 競争入札を採用することが不利と認められるとき。 

○ 時価と比べて著しく有利な価格で契約が締結できる見込みがあるとき。 

○ 競争入札で入札者がないとき、又は、再度の入札で落札者がないとき。 

○ 落札者が契約を締結しないとき。 

 

 

 

 

 



  

（５）郵便方式競争入札 

 

郵便方式を採用する競争入札の対象は、制限付一般競争入札又は指名競争入札に付する工事等の中か

ら、競争入札参加業者選定事務処理要項第１条に規定する競争入札参加業者指名委員会が決定します。 

なお、福島市ホームページに福島市郵便方式入札実施要綱を掲載しております 。 

 

４ その他 

発注見通しの公表は、次の場所及び福島市公式ホームページ上で行っております。 

 

○財務部契約検査課 

閲覧のみとなります。但し、指名業者及び入札結果等も閲覧ができます。 
 

○インターネット福島市ホームページ（http://www.city.fukushima.fukushima.jp/） 

閲覧及び印刷ができます。 

その他に、入札の指名業者や入札結果について閲覧及び印刷ができます。 



危機管理室

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1
防災倉庫建築工事（鎌田小学校、大森小学校、北沢又小
学校）

建築
鎌田小学校、大森小学
校、北沢又小学校

90日
倉庫設置　3棟
1棟あたり6.48㎡

第１四半期 危機管理室

令和５年４月１日現在 
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財務部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1 （仮称）市民センター整備事業　付属棟工事 建築 五老内町地内 360日 （仮称）市民センターの付属棟工事 第１四半期 管財課

2 （仮称）市民センター整備事業　外構工事 一般土木 五老内町地内 420日 （仮称）市民センターの外構工事 第１四半期 管財課

3 （仮称）市民センター整備事業　外構電気設備工事 電気設備 五老内町地内 300日 （仮称）市民センターの外構電気設備工事 第２四半期 管財課

4
（仮称）市民センター整備事業　外構給排水衛生設備工
事

機械設備 五老内町地内 300日 （仮称）市民センターの外構給排水衛生設備工事 第２四半期 管財課

5 福島市役所本庁舎　法改正に伴う昇降機設備改修工事 建築 五老内町地内 300日
福島市役所本庁舎　法改正に伴う昇降機設備改修工
事

第１四半期 管財課

6 福島市役所本庁舎　特定天井改修工事 建築 五老内町地内 180日 福島市役所本庁舎　特定天井改修工事 第２四半期 管財課

7 清水支所　建替造成工事（２期） 舗装 泉字扇田地内 180日 舗装、フェンス工 第２四半期 管財課

8 蓬莱・信夫・西・東部支所　コンデンサ更新工事 電気設備 蓬莱町四丁目　外　地内 180日 コンデンサ入替 第１四半期 管財課

9 吾妻支所・学習センター　空調設備改修工事
暖冷房衛生設

備
笹木野字折杉４１－１ 300日 空調設備改修　一式 第１四半期 管財課

10
福島市役所本庁舎　電気自動車急速充電スタンド設置工
事

電気設備 五老内町地内 240日 電気自動車急速充電スタンド設置工事 第１四半期 管財課

11 令和５年度矢剣町市有物件解体工事 建築 矢剣町９５地内 60日 長屋式住宅１棟解体 第３四半期
財産マネジメント推

進課

令和５年４月１日現在 
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商工観光部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1
福島市働く婦人の家汚水管木の根除去・排水桝交換修繕
工事

一般土木 入江町１-１ 150日 汚水管に侵食している木の根の除去と排水桝の交換 第１四半期 産業雇用政策課

2
キョウワグループ・テルサホール自動火災報知設備更新
工事

通信設備 上町４番２５号 180日 自動火災報知設備の更新 第２四半期 産業雇用政策課

3 キョウワグループ・テルサホール電気設備更新工事 電気設備 上町４番２５号 180日 電気設備の更新 第２四半期 産業雇用政策課

4 キョウワグループ・テルサホール電力計交換工事 電気設備 上町４番２５号 180日 電力計の交換 第２四半期 産業雇用政策課

5 西部勤労者研修センター空調機改修工事
暖冷房衛生設
備

佐倉下字権ノ守北４６ 20日 室内機、室外機改修 第１四半期 商工業振興課

6 第２期福島おおざそうインター工業団地造成工事 一般土木 大笹生字塚田 外地内 500日

造成工事　A=19.5ha
コンクリート　1,694㎥
アスファルト　　698㎥
砕石　　　　　5,990㎥
購入土　　　106,931㎥

第２四半期 企業立地課

7 飯坂温泉観光会館エレベーター（２基）更新工事 機械設備 飯坂町字筑前27-1 180日 エレベーター（２基）の更新 第２四半期 観光交流推進室

8 飯坂温泉観光会館非常用発電機バッテリー更新工事 電気設備 飯坂町字筑前27-1 60日 非常用発電機バッテリーの更新 第２四半期 観光交流推進室

9 あったか湯屋根改修工事 建築 町庭坂字高湯25 90日 家族風呂屋根の改修 第２四半期 観光交流推進室

10 筑前源泉改修工事 機械設備 飯坂町字筑前地内 90日
揚湯管・空気管の入替
・揚湯管HT-VP　Φ75　117ｍ
・空気管SGP(白)20A　101ｍ

第２四半期 観光交流推進室

令和５年４月１日現在 
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農政部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1 四季の里高圧ケーブル更新工事 電気設備 荒井字上鷺西　地内 150日 既存ケーブルの撤去及びケーブルの新設 第１四半期 農業振興課

2 施設改修　笹木野日井古屋北地区農道改良工事 一般土木
笹木野字日井古屋北　地
内

110日 道路改良工 L=30.0m W=5.0m 第１四半期 農林整備課

3 施設改修　松川町下川崎鍜治屋山地区農道改良工事 一般土木
松川町下川崎字鍜治屋山
地内

110日 道路改良工 L=30.0m W=5.0m 第１四半期 農林整備課

4
農業水路等長寿命化・防災減災事業　熊ノ田地区水路改
修工事

一般土木 松川町字熊ノ田　地内 120日 用水路工(排水ﾌﾘｭｰﾑ600) L=150m 第３四半期 農林整備課

5 緊急自然災害防止対策事業　古荒川改修工事 一般土木 仁井田字葉貫田　地内 210日 河川改良工 L=200m W=4.0m 第２四半期 農林整備課

6 緊急自然災害防止対策事業　茂田川改修工事 一般土木 下鳥渡字中谷地　地内 240日 河川改良工 L=54m W=3.4m 第１四半期 農林整備課

7 緊急自然災害防止対策事業　茂田川支流改修工事 一般土木 荒井字原宿　地内 180日 河川改良工 L=300m W=1.2m 第２四半期 農林整備課

8 星ノ宮橋修繕工事 塗装 大波字星ノ宮　地内 120日 橋梁修繕工 L=15m W=2.0m 第３四半期 農林整備課

9 電動式シャッター更新工事 建築 北矢野目字樋越１番地 90日 水産棟の重量ｼｬｯﾀｰを軽量ｼｬｯﾀｰへ改修　１箇所 第３四半期 市場管理課

10 火災報知設備改修工事 電気設備 北矢野目字樋越１番地 90日 火災報知設備用警報配線改修　250ｍ 第２四半期 市場管理課

令和５年４月１日現在 
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市民・文化スポーツ部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1 ふくしん夢の音楽堂　空調設備整備工事 建築 ふくしん夢の音楽堂 60日 空調機6台の整備 第１四半期 文化振興課

2 ふくしん夢の音楽堂　小ホールトイレ改修工事 建築 ふくしん夢の音楽堂 90日 トイレの洋式化 第１四半期 文化振興課

3 湯野地区運動場四阿設置工事 建築 飯坂町湯野字暮坪山地内 240日 四阿設置 第２四半期 スポーツ振興課

4 国体記念体育館トイレ改修工事 建築 仁井田字西下川原地内 120日 給水配管修繕 第１四半期 スポーツ振興課

5 国体記念体育館浄化槽改修工事 建築 仁井田字西下川原地内 150日 浄化槽設備修繕 第２四半期 スポーツ振興課

6 十六沼公園スケートボードパーク修繕 一般土木 大笹生字爼板山地内 60日 コンクリート舗装 第３四半期 スポーツ振興課

令和５年４月１日現在 
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環境部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1 福島市斎場火葬炉主燃焼室耐火物修繕工事 建築 福島市渡利字仏根地内 120日 １０炉分耐火物修繕 第１四半期 環境課

2 福島市斎場耐火台車上部交換修繕工事 建築 福島市渡利字仏根地内 120日 １０炉分耐火台車交換修繕 第１四半期 環境課

3 八幡公共便所解体工事 一般土木 福島市飯坂町八幡地内 90日 解体工事 第１四半期 ごみ減量推進課

4
令和４年福島県沖地震に係る被災家屋等解体工事（５件
予定）

一般土木 市内 180日 解体工事 第１四半期 ごみ減量推進課

5 あぶくまクリーンセンター１，２号炉耐火物保守工事 機械設備
福島市渡利字梅ノ木畑１
番地の１　あぶくまク
リーンセンター

180日
（１号炉）フィーダ側壁レンガ取替
（２号炉）右前面水冷壁打替

第２四半期
あぶくまクリーンセ

ンター

6 受入供給コンベア整備工事 機械設備 仁井田字北原１－１ 270日
コンベアチェーン１式、エプロンパン板１５０枚、
荷重受台樹脂板１式、フレーム継ぎ材等整備

第１四半期
あらかわクリーンセ

ンター

7 バイパスコンベア整備工事 機械設備 仁井田字北原１－１ 60日
ゴムベルト１式、電動機１台、ローラー１式、
チェーン１式、スプロケット１式の整備

第２四半期
あらかわクリーンセ

ンター

8 缶類供給コンベア整備工事 機械設備 仁井田字北原１－１ 60日
上部偏角部ディスクプーリ―軸受１式、電動機１
台、チェーン１式、スプロケット１式の整備

第２四半期
あらかわクリーンセ

ンター

9 湿式集塵機整備工事 機械設備 仁井田字北原１－１ 60日
チェーン１式、コンベア継ぎ手１式、ベアリング１
式、コンベアスクレーパー１式の整備

第２四半期
あらかわクリーンセ

ンター

10 ごみピット整備工事 機械設備 仁井田字北原１－１ 60日 ごみピット側面鋼板１式、車止め用ゴム１式の整備 第２四半期
あらかわクリーンセ

ンター

11 缶類・ビン類破袋機破袋刃交換工事 機械設備 仁井田字北原１－１ 60日 破袋刃１００枚の交換 第２四半期
あらかわクリーンセ

ンター

12 ごみクレーン安全ネット交換工事 機械設備 仁井田字北原１－１ 180日 ごみクレーン安全ネット１式交換 第１四半期
あらかわクリーンセ

ンター

13 飯野・立子山地区仮置場原状回復工事 一般土木 福島市飯野地区 120日
土工・舗装補修工 A=150㎡・産業廃棄物処理工N=1
式 A=14,582㎡

第１四半期 環境再生推進室

14 中央東地区第２仮置場原状回復工事 一般土木 福島市中央東地区 210日 土工・排水構造物工 A=9,000㎡ 第１四半期 環境再生推進室

15 中央東地区第２仮置場付帯排水施設改良工事 一般土木 福島市中央東地区 210日 排水施設改良工事N=1式 第２四半期 環境再生推進室

令和５年４月１日現在 

6



環境部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

16 松川地区仮置場原状回復工事 一般土木 福島市松川地区 210日 土工・産業廃棄物処理工N=1式 A=25,483㎡ 第２四半期 環境再生推進室

17 清水地区第１仮置場原状回復工事 一般土木 福島市清水地区 210日 土工 A=7,010㎡ 第２四半期 環境再生推進室

18 北信地区第２仮置場原状回復工事 一般土木 福島市北信地区 240日
土工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物処理工N=1式
A=6,723㎡

第１四半期 環境再生推進室

19 飯坂地区第２仮置場原状回復工事 一般土木 福島市飯坂地区 210日 土工・法面工・排水構造物撤去工・A=32,000㎡ 第１四半期 環境再生推進室

20 飯坂地区第２仮置場進入路法面保護工事 一般土木 福島市飯坂地区 150日 法面保護工A=330㎡ 第１四半期 環境再生推進室

21 信陵地区第２仮置場原状回復工事 一般土木 福島市信陵地区 240日
土工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物処理工N=1式
A=23,400㎡

第１四半期 環境再生推進室

22 信陵地区第３仮置場原状回復工事 一般土木 福島市信陵地区 240日
土工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物処理工N=1式
A=21,500㎡

第１四半期 環境再生推進室

23 吾妻地区第１仮置場原状回復工事 一般土木 福島市吾妻地区 210日
土工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物処理工N=1式
A=16,500㎡

第１四半期 環境再生推進室

24 信夫地区第２仮置場原状回復工事 一般土木 福島市信夫地区 300日
土工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物処理工N=1式
A=8,304㎡

第１四半期 環境再生推進室

25 信夫地区第４仮置場原状回復工事 一般土木 福島市信夫地区 300日
土工・水田復旧工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物
処理工N=1式 A=15,158㎡

第１四半期 環境再生推進室

26 信夫地区第５仮置場原状回復工事 一般土木 福島市信夫地区 150日
土工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物処理工N=1式
A=33,132㎡

第１四半期 環境再生推進室

27 飯野地区仮々置場原状回復工事（飯野A） 一般土木 福島市飯野地区 240日
土工・法面工・仮設構造物撤去工・産業廃棄物処理
工N=1式 A=8,600㎡

第２四半期 環境再生推進室

令和５年４月１日現在 

7



健康福祉部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1 高圧受電設備更新工事 電気設備 渡利字番匠町43 120日 高圧受電設備更新 第１四半期 長寿福祉課

2 浴槽・床修繕工事 建築
福島市南沢又字上河原25
番地の1

90日 浴槽・床修繕 第２四半期 介護保険課

3
保健福祉センター１階ロビー及び２・3階南側階空調設備
改修工事

暖冷房衛生設
備

森合町10番1号　保健福
祉センター

120日 空調設備改修 第２四半期 保健総務課

4
保健福祉センター災害復旧工事（令和４年度福島県沖地
震関連）

電気設備
森合町10番1号　保健福
祉センター

120日 ５階大会議室照明設備等改修 第１四半期 保健総務課

令和５年４月１日現在 

8



こども未来部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1 野田保育所０歳児保育室手洗い場改修工事 衛生設備 野田町七丁目12番28号 30日間 手洗い場交換 第２四半期 幼稚園・保育課

2 御山保育所０歳児クラスエアコン改修工事 空調設備 御山字一本木20番地の1 30日間 エアコン改修 第１四半期 幼稚園・保育課

3 飯野あおぞら保育所事務室エアコン工事 空調設備
飯野町大久保字上戸63番
地

30日間 エアコン改修 第１四半期 幼稚園・保育課

4 ふくしま中央認定こども園３歳児室手洗い場工事 衛生設備 春日町13番39号 90日間 手洗い場交換 第１四半期 幼稚園・保育課

5
ふくしま中央認定こども園足洗い場給湯シャワー設置工
事

衛生設備 松浪町3番46号 60日間 屋外シャワー及び給湯器設置 第１四半期 幼稚園・保育課

令和５年４月１日現在 

9



建設部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1 市道湯野・平野線道路舗装修繕工事（緊自債） 舗装 飯坂町平野字檀ノ前 120日 舗装工　L=200m　A=1400㎡ 第１四半期 道路保全課

2
防災・安全交付金事業　市道下染屋・大沢線道路舗装修
繕工事

舗装 大波字岡谷地　外　地内 150日 舗装工　L=200m　A=1400㎡ 第１四半期 道路保全課

3
防災・安全交付金事業　市道金沢・立子山線道路舗装修
繕工事

舗装 立子山字仲森　外地内 150日 舗装工　L=200m　A=1400㎡ 第２四半期 道路保全課

4
防災・安全交付金事業　市道南向台・黒岩線　道路舗装
修繕工事

舗装 黒岩字田部谷　地内 150日 舗装工　L=82m　A=1154.9㎡ 第１四半期 道路保全課

5 防災・安全交付金事業(飯坂地区)生活道路安全対策工事 一般土木 飯坂町字桜下　地内 120日 薄層カラー舗装　A=300.0ｍ2 第３四半期 道路保全課

6 防災・安全交付金事業　清明小学校通学路安全対策工事 一般土木 矢剣町　地内 90日 薄層カラー舗装　A=127.2ｍ2 第２四半期 道路保全課

7 防災・安全交付金事業　森合小学校通学路安全対策工事 一般土木 森合字東上古屋　地内 120日 側溝入替工　L=84.0ｍ 第１四半期 道路保全課

8 防災・安全交付金事業　第三小学校通学路安全対策工事 一般土木 春日町　地内 90日 防護柵設置工　L=30.0ｍ 第１四半期 道路保全課

9 通学路等安全対策事業　庭坂小学校通学路安全対策工事 一般土木 町庭坂字一本杉　地内 120日 薄層カラー舗装　A=270ｍ2 第１四半期 道路保全課

10 通学路等安全対策事業　飯野小学校通学路安全対策工事 一般土木
飯野町字西志保井外　地
内

120日 薄層カラー舗装　A=150ｍ3 第１四半期 道路保全課

11 市道入江町・桜木町線　誘導表示設置工事 一般土木 入江町　外　地内 120日 誘導標示設置工　L=230.0ｍ 第２四半期 道路保全課

12 市道 清水内・浅川線道路舗装修繕工事（除染輸送関連） 舗装 田沢字戸ノ内　外　地内 120日 舗装工　L=346m A=1614㎡ 第１四半期 道路保全課

13 市道太平寺・山口線　道路舗装修繕工事 舗装 春日町　地内 120日 舗装工　L=100m A=900㎡ 第１四半期 道路保全課

14 市道鎌田・笹谷線道路舗装修繕工事（緊自債） 舗装 本内字東慶二　外　地内 110日 舗装工　L=180m　A=1200㎡ 第１四半期 道路保全課

15 市道鎌田・笹谷線道路舗装修繕工事（緊自債） 舗装 笹谷字桜水外地内 110日 舗装工　L=231m  A=794㎡ 第１四半期 道路保全課

令和５年４月１日現在 

10



建設部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

16 市道泉・萱場線道路舗装修繕工事（緊自債） 舗装 南沢又字高木　外　地内 120日 舗装工　L=200m　A=1400㎡ 第１四半期 道路保全課

17 市道鳥川・大笹生線道路舗装修繕工事（緊自債） 舗装 下野寺字遠原　外　地内 110日 舗装工　L=200m　A=1200㎡ 第１四半期 道路保全課

18
市道下染屋・大沢線道路法面修繕工事（緊自債）染屋脇
地区

法面処理 大波字染屋脇地内 220日 法面修繕工　A=900㎡ 第１四半期 道路保全課

19
市道下染屋・大沢線道路法面修繕工事（緊自債）下萩田
地区

法面処理 大波字下萩田地内 190日 法面修繕工　A=700㎡ 第２四半期 道路保全課

20
市道金沢・立子山線道路法面修繕工事（緊自債）大道地
区

法面処理 立子山字大道地内 220日 法面修繕工　A=1300㎡ 第１四半期 道路保全課

21
市道金沢・立子山線道路法面修繕工事（緊自債）岩ノ入
地区

法面処理 立子山字岩ノ入地内 210日 法面修繕工　A=1100㎡ 第２四半期 道路保全課

22
人にやさしい道づくり事業　市道南町・佐倉下線歩道整
備工事

一般土木 方木田字吉ノ内地内 180日 歩道修繕 L=60.0m 第１四半期 道路保全課

23
人にやさしい道づくり事業　市道大蔵・南慶二線道路舗
装修繕工事

舗装 岡部字大旦地内 120日 舗装工　L=150m　A=1200㎡ 第２四半期 道路保全課

24 森合地下歩道回転灯設置工事 電気設備 森合字台外地内 150日 警告回転灯設置　N=3.0箇所 第２四半期 道路保全課

25 市道笹谷・南矢野目線道路舗装修繕工事 舗装
南矢野目字中谷地 外
地内

150日 舗装工 L=87.0ｍ A=697.0㎡ 第１四半期 道路保全課

26 市道南町・稲場線道路舗装修繕工事 舗装 鳥谷野字舘　外地内 150日 舗装工　L=200m  A=1700㎡ 第１四半期 道路保全課

27 市道市道足王前・地蔵原線道路舗装修繕工事 舗装 荒井字地蔵原丙外地内 110日 舗装工　L=80m  A=638㎡ 第１四半期 道路保全課

28 市道方木田・太田町線道路舗装修繕工事 舗装 方木田字前川原　外地内 110日 舗装工　L=160m　A=1601㎡ 第１四半期 道路保全課

29 市道中島・堂ノ裏線道路舗装修繕工事 舗装 八木田字並柳　外地内 110日
舗装工　L=150m　A=1000㎡
（予定）

第１四半期 道路保全課

30 市道野田町8号線道路舗装修繕工事 舗装 野田町三丁目　地内 90日
舗装工　L=50m　A=150㎡
（予定）

第１四半期 道路保全課

令和５年４月１日現在 
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建設部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

31 市道御山町・杉妻町線道路舗装修繕工事 舗装 新浜町　外地内 120日
舗装工　L=30m　A=300㎡
（予定）

第１四半期 道路保全課

32 市道南町・浅川線道路舗装修繕工事 舗装 伏拝字行人森　外地内 120日
舗装工　L=40m　A=200㎡
（予定）

第１四半期 道路保全課

33 市道蓬莱町92号線道路側溝修繕工事 一般土木 蓬莱町六丁目　外地内 220日 道路側溝修繕　L=200.0m 第２四半期 道路保全課

34 市道清水内・西原前線　道路側溝修繕工事 一般土木 南沢又字中條地内 150日 道路側溝修繕　L=60.0m 第２四半期 道路保全課

35 法定外道路法面修繕工事 一般土木 南沢又字下番匠田地内 150日 法面修繕工　A=50㎡ 第３四半期 道路保全課

36 市道小浜線道路路肩修繕工事 一般土木
飯野町字西志保井外　地
内

150日 コンクリートブロック積工　A=13.1㎡ 第１四半期 道路保全課

37 市道田尻・大屋敷線道路側溝修繕工事 一般土木 宮代字前田　外地内 150日 道路側溝修繕　L=30.0m 第２四半期 道路保全課

38 市道下岩谷・清水線道路路肩修繕工事 一般土木 渡利字臼巻地内 150日 路肩修繕　L=21.5m 第３四半期 道路保全課

39 法定外道路側溝修繕工事（清水支所関連） 一般土木  泉字扇田地内 120日 道路側溝修繕　L=30.0m 第３四半期 道路保全課

40 市道続堀・城ノ内線道路側溝修繕工事 一般土木 鳥谷野字一本柳　外地内 220日 道路側溝修繕　L=100m 第２四半期 道路保全課

41 市道長畑・黄金坂線側溝修繕工事 一般土木 笹木野字笹木野原地内 130日 道路側溝修繕　L=120m 第２四半期 吾妻支所

42 市道南向台・黒岩線（蓬莱橋）橋梁補修工事 塗装 小倉寺字加登内　地内 180日 橋梁塗装工　N=1式 第１四半期 道路保全課

43 市道土船・庭塚線（日照沢橋）橋梁補修工事
ＰＣ橋上部工

事
桜本字川原　地内 180日

橋梁補修工　N=1式
耐震補強工　N=1式

第２四半期 道路保全課

44 市道野地・東吾妻線（野地橋）橋梁補修工事 鋼橋上部工事 土湯温泉町　地内 180日 橋梁補修工　N=1式 第１四半期 道路保全課

45 市道坂下・増沢線（高田前橋）橋梁撤去工事 鋼橋上部工事 飯坂町字中野　地内 160日 橋梁撤去工　N=1式 第２四半期 道路保全課

令和５年４月１日現在 
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建設部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

46 市道八剣町・鳥谷下町線（天神橋）橋梁補修工事 鋼橋上部工事 御倉町　地内 180日
伸縮装置補修工　N=1式
舗装補修工　N=1式

第２四半期 道路保全課

47
市道佐原・水保線（東橋）
橋梁補修工事

鋼橋上部工事 土船字東　地内 180日 橋梁補修工　N=1式 第２四半期 道路保全課

48 市道しのぶ台１１号線（鳥川橋）橋梁補修工事 鋼橋上部工事 上鳥渡字猪田　地内 180日 橋梁補修工　N=1式 第１四半期 道路保全課

49
市道関根・素利町線（関根橋）
橋梁補修工事

ＰＣ橋上部工
事

黒岩字関根　地内 160日 橋梁補修工　N=1式 第２四半期 道路保全課

50 市道宮ノ下・壇ノ腰線（西光寺橋）橋梁補修工事 鋼橋上部工事 永井川字壇ノ腰　地内 160日 橋梁補修工　N=1式 第２四半期 道路保全課

51 市道長根・西新田線（女神橋）橋梁補修工事 鋼橋上部工事 飯野町明治字長根　地内 120日 橋梁補修工　N=1式 第２四半期 道路保全課

52 市道土合前線（土合前橋）橋梁撤去工事 木橋上部工事 松川町字土合前　地内 120日 橋梁撤去工　N=1式 第２四半期 道路保全課

53 市道石方原・水沢前線（水沢橋）橋梁撤去工事
ＰＣ橋上部工

事
在庭坂字水沢前　地内 120日 橋梁撤去工　N=1式 第１四半期 道路保全課

54 市道仲ノ内・地蔵前線（向谷地２号橋）橋梁補修工事 一般土木 大森字向谷地　地内 120日 橋梁補修工　N=1式 第２四半期 道路保全課

55 市道西滝ノ町・小滝線（落合橋）橋梁撤去工事 鋼橋上部工事 飯坂町字小滝　地内 120日 橋梁撤去工　N=1式 第２四半期 道路保全課

56 社総金 市道浜田町・春日町線道路改良工事 一般土木 五老内町地内 210日
道路改良工 L=73.0m
           W=11.0m

第２四半期 道路建設課

57 社総金　市道鳥川・大笹生線道路改良工事 舗装 大笹生字柳町外地内 210日
道路改良工 L=45.0m
　　　　　 W=12.5m

第１四半期 道路建設課

58 社総金（都）曽根田町桜木町線（宮下町工区）道路改良工事 一般土木 宮下町地内 250日
道路改良工 L=100.0m
　　　　　 W=15.0m

第１四半期 道路建設課

59 社総金 市道杉妻町・御山線（霞町工区）道路改良工事 一般土木 霞町外地内 250日
道路改良工 L=200.0m
　　　　　 W=18.0m

第２四半期 道路建設課

60 （都）曽根田町桜木町線（宮下町工区）関連造成工事 一般土木 宮下町地内 210日 造成工事　A=1,084㎡ 第２四半期 道路建設課

令和５年４月１日現在 
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建設部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

61
社総金 都市計画道路太平寺岡部線線（御山町工区）道路
改良工事（その２）

一般土木 御山町　地内 220日 道路改良工L=40m、W=25m 第１四半期 道路建設課

62 社総金 市道鳥川・大笹生線(２工区)道路改良工事 一般土木
大笹生字北鬼渕　外　地
内

200日 道路改良工L=100m、W=12.5m 第１四半期 道路建設課

63 社総金 市道鳥川・大笹生線(２工区)歩道橋下部工工事 一般土木 大笹生字兎橋　外　地内 220日 下部工N=2基 第２四半期 道路建設課

64 市道絵馬平４号線道路改良工事 一般土木 渡利字絵馬平地内 90日
道路改良工 L=30.0m
           W=7.5m

第１四半期 道路建設課

65 市道沖町・椚町線道路舗装工事 舗装 渡利字椚町地内 90日
道路改良工 L=40.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

66 市道北沢又８号線道路改良工事 一般土木 南沢又字上番匠田地内 140日
道路改良工 L=60.0m
           W=4.0m

第１四半期 道路建設課

67 市道東町・御成線道路改良工事 一般土木 岡部字中条外地内 140日
道路改良工 L=111.0m
           W=6.0m

第１四半期 道路建設課

68 市道山口・宮沢線道路改良工事 一般土木 山口字文知摺前地内 100日
道路改良工 L=40.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

69 市道上屋敷・向小屋線道路改良工事 一般土木 大波字上屋敷地内 90日
道路改良工 L=20.0m
           W=4.0m

第１四半期 道路建設課

70 市道上屋敷前・古内線道路改良工事 一般土木 大波字古内地内 60日
道路改良工 L=15.0m
           W=3.5m

第１四半期 道路建設課

71 市道中町裏・上戸ノ内線道路改良工事 一般土木 丸子字芳堀地内 60日
道路改良工 L=15.0m
           W=4.0m

第１四半期 道路建設課

72 市道上原・町仁井田線道路舗装工事 舗装 仁井田字鎧塚地内 90日
道路改良工 L=130.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

73 市道桜内・北高野線道路改良工事 一般土木 仁井田字上台地内 60日
道路改良工 L=40.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

74 市道竹ノ森１号線道路改良工事 一般土木 佐原字竹ノ森地内 60日
道路改良工 L=40.0m
           W=6.5m

第１四半期 道路建設課

75 市道久保線道路改良工事 一般土木 荒井字久保地内 120日
道路改良工 L=50.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

令和５年４月１日現在 
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76 市道加藤９号線道路舗装工事 舗装 佐倉下字浜田外地内 80日
道路改良工 L=100.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

77 市道中寺・中村線道路改良工事 一般土木 大笹生字中寺外地内 90日
道路改良工 L=40.0m
           W=5.0m

第２四半期 道路建設課

78 市道平野７号線道路舗装工事 舗装 大笹生字的場外地内 60日
道路改良工 L=50.0m
           W=4.5m

第２四半期 道路建設課

79 市道三本松線道路改良工事 一般土木 笹谷字三本松地内 90日
道路改良工 L=40.0m
           W=5.0m

第２四半期 道路建設課

80 市道足替田線道路改良工事 一般土木 立子山字釜屋敷地内 100日
道路改良工 L=50.0m
           W=6.0m

第１四半期 道路建設課

81 市道白山線道路改良工事 一般土木 飯野町字相模取場地内 130日
道路改良工 L=28.0m
           W=6.0m

第１四半期 道路建設課

82 市道戸ノ内・田端線道路改良工事 一般土木 飯野町大久保字田端地内 90日
道路改良工 L=70.0m
           W=6.5m

第１四半期 道路建設課

83 市道鍜治合内線道路改良工事 一般土木 飯野町明治字蛭田地内 90日
道路改良工 L=30.0m
           W=8.0m

第１四半期 道路建設課

84 市道穴田・大舘線道路改良工事 一般土木 飯坂町平野字檀ノ脇外地内 90日
道路改良工 L=30.0m
           W=6.0m

第２四半期 道路建設課

85 市道洞下・新古屋前線道路改良工事 一般土木 飯坂町湯野字新古屋地内 90日
道路改良工 L=29.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

86 市道平野８号線道路舗装工事 舗装 飯坂町平野字西中ノ内外地内 90日
道路改良工 L=57.0m
           W=4.0m

第２四半期 道路建設課

87 市道道下・峯道線道路改良工事 一般土木 松川町浅川字台地内 180日
道路改良工 L=110.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

88 市道滝ノ前・東ノ内線道路改良工事 一般土木 山田字笠松外地内 60日
道路改良工 L=50.0m
           W=5.0m

第２四半期 道路建設課

89 市道荒井・太平寺線道路改良工事 一般土木 下鳥渡字稲荷塚地内 60日
道路改良工 L=13.0m
           W=7.0m

第２四半期 道路建設課

90 市道中谷地前・石方原線工事 一般土木 在庭坂字上屋敷地内 90日
道路改良工 L=35.0m
           W=5.0m

第１四半期 道路建設課

令和５年４月１日現在 
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91 市道遠原一・松ノ下線道路改良工事 一般土木 町庭坂字松ノ下地内 90日
道路改良工 L=30.0m
           W=4.0m

第１四半期 道路建設課

92 市道笹木野原・遠原三線道路改良工事 一般土木 町庭坂字遠原三地内 100日
道路改良工 L=7.2m
 （暗渠工) φ600

第２四半期 道路建設課

93 市道上古屋・雌立線道路改良工事 一般土木 土船字雌立地内 100日
道路改良工 L=70.0m
           W=6.0m

第１四半期 道路建設課

94 まるごとまちごとハザードマップ看板設置工事 一般土木 松川町 外地内 180日 浸水深等標識設置 第２四半期 河川課

95 箱石樋門修繕工事 一般土木 瀬上町字向川原 地内 90日 開閉器連結軸修繕 第１四半期 河川課

96 普通河川小舟入川改修工事 一般土木 渡利字大豆塚　外地内 150日 大型ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝56ｍ 第２四半期 河川課

97 普通河川検田川改修工事 一般土木 御山字検田　地内 210日 大型ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝180ｍ 第１四半期 河川課

98 普通河川辰巳沢改良工事 一般土木 荒井字横塚　地内 90日 根固め工 Ｌ＝55ｍ 第２四半期 河川課

99 普通河川大滝川改良工事 一般土木 大波字小滝ノ入 地内 120日 排水ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝38ｍ 第２四半期 河川課

100 準用河川胡桃川堤防舗装工事 一般土木 鎌田字新割　外地内 180日 堤防舗装 Ｌ＝1,000ｍ 第２四半期 河川課

101
瀬上工業団地調整池
（普通河川下新田川護岸改修工事）

一般土木 瀬上町字下新田　地内 240日 調整池改修 Ｌ＝117ｍ 第１四半期 河川課

102 普通河川旧耳取川 一般土木 南矢野目字中島 外地内 120日 大型ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝58ｍ 第２四半期 河川課

103 普通河川立田川 一般土木 立子山字石高　地内 150日 護岸改修 Ｌ＝87ｍ 第２四半期 河川課

104 準用河川　境川河川改良工事 一般土木
飯野町大久保字境川 地
内

150日 護岸改修 Ｌ＝35ｍ 第２四半期 河川課

105 普通河川　宮川河川改良工事 一般土木 飯野町字宮川　外地内 150日 護岸改修 Ｌ＝37ｍ 第２四半期 河川課

令和５年４月１日現在 
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106 普通河川蛭川改修工事 一般土木 成川字鍋谷地　外地内 150日 大型ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝47ｍ 第２四半期 河川課

107 普通河川八貫川改修工事 一般土木 大森字高田　外地内 180日 大型ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝66ｍ 第２四半期 河川課

108 普通河川大堀川護岸改修工事 一般土木 町庭坂字宮前　地内 120日 護岸改修 Ｌ＝20ｍ 第２四半期 河川課

109 普通河川内川改修工事 一般土木 庄野字地武下 地内 90日 大型ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝20ｍ 第２四半期 河川課

110 普通河川浜子川改修工事 一般土木 松川町沼袋字椚林　地内 120日 大型ﾌﾘｭｰﾑ Ｌ＝22ｍ 第２四半期 河川課

令和５年４月１日現在 
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1 旧市民ギャラリー　解体工事 建築 置賜町　地内 180日 解体工事　一式 第１四半期 公共建築課

2 公園施設長寿命化対策支援事業 弁天山公園 造園 渡利字弁天山　地内 170日
四阿撤去工　N＝2基
四阿設置工　N＝1基

第１四半期 公園緑地課

3 公園施設長寿命化対策支援事業 蓬莱中央公園 造園 蓬莱町四丁目　地内 130日
園路撤去工　A=500㎡（インターロッキング）園路
設置工　A=500㎡（アスファルト舗装）

第１四半期 公園緑地課

4 公園施設長寿命化対策支援事業 舘ノ山公園 造園 飯坂町字舘ノ山　地内 140日
施設撤去工　N=3基（四阿2基、パーゴラ1基）
施設設置工　N=1基（四阿）

第１四半期 公園緑地課

5 公園施設長寿命化対策支援事業 原際公園 造園 鎌田字原際　地内 100日
施設撤去工　N=1基（複合遊具）
施設設置工　N=2基（すべり台、２連ブランコ） 第２四半期 公園緑地課

6 公園施設長寿命化対策支援事業 橋本公園 造園 鎌田字橋本　地内 90日
施設撤去工　N=1基（複合遊具）
施設設置工　N=2基（すべり台、鉄棒）

第２四半期 公園緑地課

7 公園施設長寿命化対策支援事業 南田公園 造園 笹谷字南田　地内 100日
施設撤去工　N=3基（築山、ブランコ、スプリング
遊具）施設設置工　N=2基（すべり台、2連ブラン
コ）

第２四半期 公園緑地課

8 公園施設長寿命化対策支援事業 堰田公園 造園 蓬莱町三丁目　地内 140日
施設撤去工　N=1基（複合遊具）
施設設置工　N=2基（すべり台、4連ブランコ）

第２四半期 公園緑地課

9 福島駅西口土地区画整理　ポプラ伐採工事 一般土木 三河南町地内 90日 伐根、歩道復旧 第１四半期 市街地整備課

10 福島北土地区画整理　倉庫解体撤去工事 一般土木 南矢野目字中谷地地内 120日 軽量鉄骨造平屋　延べ床面積197.51㎡ 第１四半期 市街地整備課

11 蓬莱第一団地高架水槽改修工事 設備 蓬莱町二丁目５ 150日 高架水槽改修 第１四半期 住宅政策課

12 蓬莱第四団地22・23号棟給水方式変更工事 設備 蓬莱町四丁目１２ 180日 給水方式変更 第１四半期 住宅政策課

13 令和5年度笹谷団地下水道接続等工事 設備・建築 笹谷字南田１０ 300日 下水道接続 第１四半期 住宅政策課

14 所窪団地1号棟外壁改修等工事 建築 所窪１ー１ 180日 外壁改修、屋上防水改修 第３四半期 住宅政策課

15 入江町1・2号棟外壁改修工事 建築 入江町１０ー２７ 180日 外壁改修 第１四半期 住宅政策課

令和５年４月１日現在 
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16 令和5年度市営住宅除却工事 建築 春日町１－３ 120日 建物解体 第３四半期 住宅政策課

17 川前第二団地屋上防水改修工事 建築 北沢又字川原１－１ 120日 屋上防水改修 第２四半期 住宅政策課

18 ふくしま☆スタイル住宅リノベーション事業 建築・設備 泉字清水が丘地内 180日 住戸内改良 第３四半期 住宅政策課

19 若草荘団地給水ポンプ更新工事 設備 春日町１４－１４ 120日 ポンプ更新 第１四半期 住宅政策課

20 信夫山茶屋撤去工事 建築 信夫山地内 120日
茶屋撤去工　1式
修景施設工　1式

第１四半期 住宅政策課

21 穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第1工区） 下水道 飯坂町字西堀切地内 240日 φ200（開削）L=54ｍ 第２四半期 下水道建設課

22 岡部岡島汚水幹線管渠布設工事（第2工区） 下水道 岡部字大旦地内 240日 φ200（開削）L=259ｍ 第１四半期 下水道建設課

23 岡部第二号汚水幹線管渠布設工事（第3工区） 下水道 岡部字内川原外地内 210日 φ200～250（推進）L=135ｍ 第１四半期 下水道建設課

24 岡部岡島汚水幹線管渠布設工事（第4工区） 下水道 岡部字東町地内 210日 φ200（開削）L=136ｍ 第１四半期 下水道建設課

25 町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事（第5工区） 下水道 町庭坂字遠原二地内 180日 φ200（開削）L=144ｍ 第１四半期 下水道建設課

26 町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第6工区） 下水道 町庭坂字内町地内 180日 φ200（開削）L=104ｍ 第２四半期 下水道建設課

27 町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第7工区） 下水道 町庭坂字内町外地内 180日 φ200（開削）L=98ｍ 第１四半期 下水道建設課

28 町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第8工区） 下水道 町庭坂字新町地内 240日 φ200（開削）L=237ｍ 第１四半期 下水道建設課

29 永井川沢田汚水準幹線管渠布設工事（第9工区） 下水道 永井川字土橋地内 180日 φ100（開削）L=55ｍ 第２四半期 下水道建設課

30 永井川沢田汚水準幹線管渠布設工事（第10工区） 下水道 永井川字土橋外地内 240日 φ200（開削）L=171ｍ 第１四半期 下水道建設課

令和５年４月１日現在 
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31 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（第11工区） 下水道 永井川字古寺外地内 210日 φ200（開削）L=171ｍ 第１四半期 下水道建設課

32 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（第12工区） 下水道 永井川字大釜外地内 240日 φ200（開削）L=292ｍ 第１四半期 下水道建設課

33 飯坂町平野壇ノ越汚水準幹線管渠布設工事（市単1号） 下水道 沖高字東原地内 180日 φ200（開削）L=100ｍ 第２四半期 下水道建設課

34 町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（市単2号） 下水道 町庭坂字小峠地内 150日 φ200（開削）L=60ｍ 第１四半期 下水道建設課

35 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（市単3号） 下水道 永井川字榎内地内 150日 φ200（開削）L=70ｍ 第１四半期 下水道建設課

36 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-1） 下水道 泉字二斗蒔地内 150日 φ200（開削）L=80ｍ 第２四半期 下水道建設課

37 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-2） 下水道 飯坂町字東坂下地内 240日 φ200（開削）L=100ｍ 第１四半期 下水道建設課

38 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-3） 下水道 南沢又字石橋地内 120日 φ200（開削）L=60ｍ 第２四半期 下水道建設課

39 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-4） 下水道 町庭坂字新町地内 120日 φ200（開削）L=55ｍ 第２四半期 下水道建設課

40 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-5） 下水道 大森字久保内地内 150日 φ200（開削）L=115ｍ 第２四半期 下水道建設課

41 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-6） 下水道 大森字唐橋地内 180日 φ200（開削）L=100ｍ 第１四半期 下水道建設課

42 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-7） 下水道 永井川字光白地内 150日 φ200（開削）L=150ｍ 第２四半期 下水道建設課

43 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-8） 下水道 永井川字五治郎内地内 150日 φ200（開削）L=69ｍ 第２四半期 下水道建設課

44 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-9） 下水道 永井川字内町地内 120日 φ200（開削）L=55ｍ 第２四半期 下水道建設課

45 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-10） 下水道 永井川字古内地内 120日 φ200（開削）L=28ｍ 第２四半期 下水道建設課

令和５年４月１日現在 
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46 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-11） 下水道 永井川字古内地内 120日 φ200（開削）L=13ｍ 第１四半期 下水道建設課

47 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-12） 下水道 松川町関谷字高並地内 180日 φ200（開削）L=15ｍ 第１四半期 下水道建設課

48 南部排水区準幹線管渠改築工事（改築第1工区） 下水道 舟場町地内 180日 φ1000（管更生）L=60.5ｍ外 第２四半期 下水道建設課

49 堀河町終末処理場改造工事（土木2期工事） 下水道 東浜町地内 330日 土木工事　N=1式 第１四半期 下水道建設課

50 流域関連公共下水道マンホールポンプ設置工事（起-2） 下水道 飯坂町字東坂下地内 240日 マンホールポンプ　N=1基 第１四半期 下水道建設課

51 汚泥処理破砕機修繕工事 機械設備 堀河町９－２０地内 180日 消耗部品交換 第２四半期 下水道管理センター

52 前処理設備修繕工事 機械設備 堀河町９－２０地内 180日 消耗部品交換 第３四半期 下水道管理センター

53 原汚泥供給ポンプ修繕 機械設備 土湯温泉町見附６０地内 180日 消耗部品交換 第２四半期 下水道管理センター

54 蓬莱町管内本管布設替工事 下水道 蓬莱町二丁目 180日 L＝９５．０ｍ 第２四半期 下水道管理センター

55 下水道本管布設替工事 下水道 鎌田字新町地内 180日 L＝６４．５ｍ 第２四半期 下水道管理センター

56 下水道本管布設替工事 下水道 渡利字舟場町地内 180日 L＝４０．０ｍ 第２四半期 下水道管理センター

57 マンホールポンプ通報装置更新工事 電気設備 下水道区域内各所 300日 通報装置更新 第１四半期 下水道管理センター

58 福島西道路南伸事業　下水道本管移設工事 下水道 大森字街道端　地内 180日 L＝１６．７ｍ 第１四半期 下水道管理センター

59 蛭川河川改修事業　圧送管移設工事 下水道 宮代字宝田前　地内 240日 L＝４７．０ｍ 第１四半期 下水道管理センター

60 市道　入江町・桜木町線道路改良事業　取付管移設工事 下水道 入江町　外　地内 180日 ９箇所、L＝５０．４ｍ 第２四半期 下水道管理センター

令和５年４月１日現在 
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61 （都）太平寺岡部線道路改良事業　取付管移設工事 下水道 御山町　地内 180日 ３箇所、L＝２８．２ｍ 第１四半期 下水道管理センター

62 （都）曽根田町桜木町線道路改良事業　取付管移設工事 下水道 宮下町　外　地内 180日 １３箇所、L＝１１０．０ｍ 第１四半期 下水道管理センター

63
市道　杉妻町・御山町線外１路線道路改良事業　取付管
移設工事

下水道 霞町　外　地内 180日 １９箇所、L＝１３６．８ｍ 第１四半期 下水道管理センター

64 市道　浜田町・春日町線道路改良事業　取付管移設工事 下水道 五老内町　地内 180日 ８箇所、L＝２８．８ｍ 第２四半期 下水道管理センター

65 下梁汚水中継ポンプ場汚水ポンプ電動仕切弁更新工事 機械設備 飯坂町湯野字下梁地内 240日 電動仕切弁更新 第１四半期 下水道管理センター

66 下水道管理センター真空遮断器取替工事 電気設備 東浜町９－１１地内 240日 遮断器更新 第１四半期 下水道管理センター

67 山口地区農業集落排水処理施設　汚泥引抜ポンプ修繕 機械設備 岡島字中原地内 180日 消耗部品交換 第２四半期 下水道管理センター

68
山口地区農業集落排水処理施設　ばっ気攪拌装置更新工
事

機械設備 岡島字中原地内 300日 ばっ気撹拌装置更新 第１四半期 下水道管理センター

令和５年４月１日現在 
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教育委員会

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1
瀬上小学校屋内運動場改築事業
既存屋内運動場解体工事

建築
瀬上町字一ノ坪２８　地
内

160日 既存屋内運動場解体工事 第１四半期 教育施設管理課

2
瀬上小学校屋内運動場改築事業
図工室等建築工事

建築
瀬上町字一ノ坪２８　地
内

210日
図工室建築工事、渡り廊下本設工事、既存建具改修
工事、外構工事

第２四半期 教育施設管理課

3
余目小学校屋内運動場改築事業
既存屋内運動場等解体その他工事

建築 宮代字瘤石４５　地内 210日 屋内運動場解体工事、渡り廊下等建築工事 第２四半期 教育施設管理課

4 杉妻小学校南校舎外壁改修工事 建築 伏拝字沢口１８　地内 270日 南校舎外壁改修工事 第２四半期 教育施設管理課

5 清水小学校南校舎外壁改修工事 建築
南沢又字柳清水２０　地
内

270日 南校舎外壁改修工事 第１四半期 教育施設管理課

6 平野小学校管理棟予防改修工事 建築
飯坂町平野字石堂１０
地内

180日 外壁、屋上防水改修工事 第１四半期 教育施設管理課

7 大森小学校自動火災報知設備・非常放送設備改修工事 電気設備 大森字南中道４　地内 150日 自動火災報知設備・非常放送設備改修工事 第１四半期 教育施設管理課

8 福島第一小学校他３校トイレ出入口改修工事 建築
杉妻町１－２４　地内ほ
か

150日 トイレ出入口改修工事 第１四半期 教育施設管理課

9 福島第二小学校他２校トイレ出入口改修工事 建築 浜田町２－１　地内ほか 150日 トイレ出入口改修工事 第１四半期 教育施設管理課

10 福島第三小学校他５校トイレ出入口改修工事 建築
松浪町３－４６　地内ほ
か

150日 トイレ出入口改修工事 第２四半期 教育施設管理課

11
西信中学校屋内運動場改築事業
本設渡り廊下等設置工事

建築 上名倉字道上６　地内 150日
渡り廊下本設工事・仮設渡り廊下解体工事・外構工
事

第２四半期 教育施設管理課

12
西信中学校屋内運動場改築事業
既存屋内運動場解体工事

建築 上名倉字道上６　地内 180日 既存屋内運動場解体工事 第１四半期 教育施設管理課

13
渡利中学校屋内運動場改築事業
既存屋内運動場等解体その他工事

建築
渡利字平内町１０６　地
内

210日 屋内運動場解体工事、渡り廊下等建築工事 第２四半期 教育施設管理課

14 福島第四中学校屋内消火栓配管改修工事
暖冷房衛生設

備
南平５－８　地内 150日 消火栓配管改修工事 第１四半期 教育施設管理課

15 松陵中学校校舎等改築事業　既存校舎改修工事 建築
松川町字上桜内３－４
地内

270日 既存校舎改修工事、プール改修工事 第３四半期 教育施設管理課

令和５年４月１日現在 
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16
ふくしま支援学校校舎等改築事業
既存管理棟・屋内運動場解体工事

建築 山居１４６－１　地内 150日 既存管理棟・屋内運動場解体工事 第１四半期 教育施設管理課

17
ふくしま支援学校校舎等改築事業
家具・サイン工事

建築 山居１４６－１　地内 60日 家具・サイン工事 第１四半期 教育施設管理課

18
ふくしま支援学校校舎等改築事業
グラウンド整備等工事

一般土木 山居１４６－１　地内 290日 グラウンド整備工事、囲障工事 第１四半期 教育施設管理課

19
ふくしま支援学校校舎等改築事業
構内舗装工事

舗装 山居１４６－１　地内 260日 構内舗装工事 第１四半期 教育施設管理課

20 公立夜間中学整備工事 建築 天神町１１－３１　地内 180日 校舎改修工事 第２四半期 教育施設管理課

21
南部学校給食センター
ボイラー更新設置工事

建築 松川町字土腐１６－１ 25日 ボイラー撤去・設置 第１四半期
南部学校給食セン

ター

22
東部学校給食センター
調理室・洗浄室照明改修工事

電気設備 岡部字根深地内 150日 照明設備の改修 第１四半期
東部学校給食セン

ター

23 三河台学習センター解体及び駐輪場新設工事 建築 野田町七丁目地内 120日
解体工　延床面積670.37㎡
駐輪場新設　延床面積22.96㎡

第１四半期 生涯学習課

24 吾妻支所・学習センター空調改修工事
暖冷房衛生設

備
笹木野字折杉地内 270日

空調工事
延床面積（学セ分）1,561㎡

第１四半期 生涯学習課・管財課

25 立子山自然の家テニスコート改修工事 一般土木 立子山字金井作地内 270日
土工　168.0ｍ3
撤去工、舗装工2,102.0㎡

第１四半期 生涯学習課

26 こむこむ館中央監視装置無停電電源装置（UPS）改修工事 電気設備 早稲町地内 120日 ＵＰＳ交換　１式 第１四半期 生涯学習課

27 西支所・西学習センター照明器具ＬＥＤ化工事 電気設備 上名倉字妻下地内 270日 施設内照明のLED化工事　１式 第１四半期 生涯学習課・管財課

28 信陵支所・信陵学習センター照明器具ＬＥＤ化工事 電気設備 笹谷字才ノ神地内 270日 施設内照明のLED化工事　１式 第１四半期 生涯学習課・管財課

29 北信学習センター多目的ホール照明器具改修工事 電気設備 鎌田字中江地内 150日 多目的ホールの照明改修工事　１式 第１四半期 生涯学習課

30 飯坂学習センター多目的ホール照明器具改修工事 電気設備 飯坂町字銀杏地内 150日 多目的ホールの照明改修工事　１式 第１四半期 生涯学習課

令和５年４月１日現在 
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31 蓬莱学習センター高圧機器更新工事 電気設備 蓬莱町四丁目地内 150日 キュービクル改修工事　１式 第１四半期 生涯学習課

32 蓬莱学習センター分館２階トイレ洋式化工事
暖冷房衛生設

備
蓬莱町四丁目地内 150日 和式トイレ洋式化工事（２基） 第１四半期 生涯学習課

令和５年４月１日現在 

25



消防本部

公共工事の発注見通し

№ 工　　事　　名　　称 工事種別 工 事 場 所 期　間 工 事 概 要 発注時期 発注課

1
消防本部・福島消防署新消防庁舎整備事業　基本設計業
務委託

建築 霞町1-3地内 270日 新消防庁舎基本設計 第１四半期 消防総務課

2
消防本部・福島消防署新消防庁舎整備事業　地質調査業
務委託

建築 霞町1-3地内 270日 新消防庁舎地質調査 第１四半期 消防総務課

3
福島市消防団第24分団（平野）1部　万代置場解体撤去工
事

一般土木
飯坂町平野字万代33-1地
内

90日 解体撤去工事 第１四半期 消防総務課

4
福島市消防団第39分団（水保）4部　相沢置場解体撤去工
事

一般土木 桜本字相沢75-1地内 90日 解体撤去工事 第２四半期 消防総務課

5 福島市消防団第8分団（杉妻）館防火水槽解体撤去工事 一般土木 鳥谷野字館6地内 90日 解体撤去工事 第１四半期 消防総務課

6
福島市消防団第32分団（下川崎）上ノ内防火水槽有蓋化
工事

一般土木
松川町下川崎字上ノ内地
内

150日
無蓋防火水槽（40㎥）
コンクリート蓋掛け

第１四半期 消防総務課

令和５年４月１日現在 
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