
工  事 
（平成 30 年 3 月末現在） 

 



（対象：予定価格２５０万円以上）

番号 工 事 名 場 所 工 期 種 別 工 事 概 要
入札及び契約

の方法
入札予定時期 担当部署

1 子育て若者定住促進住宅団地造成工事 塙町大字塙字末広町地内
平成30年5月～
平成31年3月

土木 造成工事　Ａ＝9,844.11㎡ 条件付一般競争入札 平成30年5月 まち整備課

2 塙中学校野球場周辺排水工事 竹之内字草田地内
平成30年5月～
6月

土木
地下排水工L=32.2m、地下排水工
L=80.0m、地下排水工（支管）
L=356.7m、集水枡N=2基

指名競争入札 平成30年5月 学校教育課

3 町道桜木町末広線改良工事 塙町大字塙字材木町地内
平成30年6月～
10月

舗装 舗装工　Ｌ＝170.0ｍ 指名競争入札 平成30年6月 まち整備課

4 上福沢１号線舗装補修工事 上渋井地内
平成30年6月～
12月

舗装 舗装補修　L=500m 指名競争入札 平成30年6月 まち整備課

5 阿武隈２６号線舗装補修工事 那倉地内
平成30年6月～
12月

舗装 舗装補修　L=300m 指名競争入札 平成30年6月 まち整備課

6 塙勿来線舗装補修工事 田代地内
平成30年6月～
12月

舗装 舗装補修　L=100m 指名競争入札 平成30年6月 まち整備課

7 折戸西ノ内線舗装補修工事 真名畑地内
平成30年6月～
12月

舗装 舗装補修　L=100m 指名競争入札 平成30年6月 まち整備課

8
笹原小学校体育館連絡通路改築
工事

川上字馬場地内
平成30年6月～
9月

建築
S造 平屋建 ガルバリウム鋼板折
半葺き 建築面積23.79㎡ 指名競争入札 平成30年6月 学校教育課

9 塙町デイサービスセンター改修工事 塙字材木町
平成30年6月～
11月

建築 改修工事一式 指名競争入札 平成30年6月 健康福祉課

10
川上第1配水池整備工事
中央監視装置子局設置工事

大字川上地内
平成30年6月～
平成31年3月

土木
配水池整備　一式
機器設備　　一式

一般競争入札 平成30年6月 生活環境課

11 レストラン空調設備工事 大字湯岐地内
平成30年7月～
9月

空調設備 空調機器類、空調設備工事、電源工事 指名競争入札 平成30年7月 まち振興課

12 受付・ホール空調設備改修工事 大字湯岐地内
平成30年7月～
9月

空調設備 空調機器、配管工事、電源工事 指名競争入札 平成30年7月 まち振興課

13 浴室棟他屋上防水改修工事 大字湯岐地内
平成30年7月～
9月

建築 改修解体、仮設工事、防水工事 指名競争入札 平成30年7月 まち振興課

14 温泉昇温・暖房系統膨張タンク更新工事 大字湯岐地内
平成30年7月～
9月

機械設備 更新工事、撤去工事 指名競争入札 平成30年7月 まち振興課

15 温泉熱利用システム導入工事 大字湯岐地内
平成30年7月～
9月

機械設備 熱交換器設置工事 指名競争入札 平成30年7月 まち振興課

16 避難場所標識版設置工事 塙町一円
平成30年7月～
12月

土木 案内標識版設置N=18箇所 指名競争入札 平成30年7月 生活環境課

平成３０年度公共工事の発注見通しの公表（工事）
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入札及び契約

の方法
入札予定時期 担当部署

平成３０年度公共工事の発注見通しの公表（工事）

17 防火水槽設置工事 台宿字大久保地内
平成30年7月～
平成31年1月

土木 防火水槽(100t)N=１基 指名競争入札 平成30年7月 生活環境課

18 松岡棚倉線舗装補修工事 上渋井地内
平成30年8月～
12月

舗装 舗装補修　L=300m 指名競争入札 平成30年8月 まち整備課

19 落合殿畑線舗装補修工事 片貝地内
平成30年8月～
12月

舗装 舗装補修　L=400m 指名競争入札 平成30年8月 まち整備課

20 日向松塚矢塚線舗装補修工事 那倉地内
平成30年8月～
12月

舗装 舗装補修　L=300m 指名競争入札 平成30年8月 まち整備課

21 塙棚倉線側溝改良工事 上渋井地内
平成30年8月～
12月

土木 側溝改良　L=200m 指名競争入札 平成30年8月 まち整備課

22 材木町寄居線舗装補修工事 塙字材木町地内
平成30年8月～
12月

舗装 舗装補修　L=100m 指名競争入札 平成30年8月 まち整備課

23 道の駅駐車場舗装工事 大字塙地内
平成30年10月～
12月

土木 1,500㎡舗装改修 指名競争入札 平成30年9月 まち振興課

24 折篭２号橋補修工事 木野反地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 橋梁補修工　１式 指名競争入札 平成30年9月 まち整備課

25 佐ヶ草橋補修工事 真名畑地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 橋梁補修工　１式 指名競争入札 平成30年9月 まち整備課

26 相生橋補修工事 西河内地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 橋梁補修工　１式 指名競争入札 平成30年9月 まち整備課

27 馬橋補修工事 川上地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 橋梁補修　１式 指名競争入札 平成30年9月 まち整備課

28 三百目橋補修工事 川上地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 橋梁補修　１式 指名競争入札 平成30年9月 まち整備課

29 中塚橋補修工事 中塚地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 橋梁補修　１式 指名競争入札 平成30年9月 まち整備課

30 松田川改修工事 西河内地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 橋梁補修　１式 指名競争入札 平成30年9月 まち整備課

31 老朽管路更新工事 大字植田地内
平成30年9月～
平成31年3月

土木 管路整備　一式 指名競争入札 平成30年9月 生活環境課

32 町営住宅屋根塗装工事 塙町大字台宿字北原地内
平成30年10月～
平成30年12月

建築 屋根塗装　Ａ＝747.48㎡ 指名競争入札 平成30年10月 まち整備課
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33
はなわこども園（仮称）建設事
業 建築本体工事

塙字材木町地内
平成30年10月～
平成31年9月

建築･電気設
備･機械設備

S造一部WRC造 平屋建 ステンレス
鋼板葺き(ステンレスシート防水
工法)建築面積3403.31㎡

一般競争入札 平成30年10月 学校教育課

34 林業専用道(白石沢線）開設工事 田代地内
平成30年11月～
平成31年3月

土木 林道開設　L=100m　W=4.0m 指名競争入札 平成30年11月 まち整備課



委託関係 
（平成 30 年 3 月末現在） 



（対象：予定価格１００万円以上）

番号 委 託 業 務 名 場 所 契 約 期 間 種 別 委 託 業 務 概 要
入札及び契約
の 方 法

入札予定時期 担当部署

1 終末処理場施設管理委託業務 大字上石井地内
平成30年4月～
平成33年3月

管理 維持管理業務　一式 指名競争入札 平成30年3月 生活環境課

2 塙町地域資源活用総合交流促進施設管理委託 大字湯岐地内
平成30年4月～
平成31年3月

管理 古民家、ダリア園管理 指定管理契約 平成30年4月 まち振興課

3
はなわこども園（仮称）建設事
業 建築確認申請業務委託

塙字材木町地内
平成30年4月～
10月

建築確認申請 建築確認申請業務 随 意 契 約 平成30年4月 学校教育課

4 ふくしま森林再生事業森林整備事業業務委託 町内
平成30年6月～
平成31年3月

その他 町内民有林森林整備100ha 指名競争入札 平成30年5月 まち振興課

5 ふくしま森林再生事業森林整備設計業務委託 町内
平成30年6月～
平成31年3月

調査・設計 森林整備実施地区の調査・設計 指名競争入札 平成30年5月 まち振興課

6 塙町空き家対策計画策定業務委託 塙町一円
平成30年5月～
平成31年3月

1.対象地区、対象とする空家等の種類、基本
的な方針　2.計画期間　3.空家等の調査　4.
適切な管理の促進　5.空き家等及び空き家等
の跡地の活用促進　6.特定空き家等に対する
措置その他の対処　7.住民等からの空き家等
に関する相談への対応　8.空き家等に関する
対策の実施体制　9.その他空き家等に関する
対策の実施に関し必要な事項

指名競争入札 平成30年5月 まち振興課

7 林業専用道(白石沢線)測量設計業務委託 田代地内
平成30年5月～
11月

測量設計 測量設計業務　L=1,000m 指名競争入札 平成30年5月 まち整備課

8 道路修繕(舗装補修)業務委託 塙町一円
平成30年5月～
8月

測量設計 測量設計業務　１式 指名競争入札 平成30年5月 まち整備課

9 道路維持管理業務委託 塙町一円
平成30年5月～
11月

草刈り業務　１式 指名競争入札 平成30年5月 まち整備課

10 川上谷川線測量設計業務委託 川上地内
平成30年5月～
11月

測量設計 測量設計業務　１式 指名競争入札 平成30年5月 まち整備課

11
B&G塙海洋センタープール設備
等改修工事設計業務

台宿字下川原
平成30年5月～
７月

設計積算
ろ過機・加温設備・配管
改修・建屋塗装等

指名競争入札 平成30年5月 生涯学習課

12 木育キャラバンinはなわ開催業務 塙町営体育館柔剣道場
平成30年5月～
平成30年6月

委託 木育イベント開催業務 随 意 契 約 平成30年5月 健康福祉課

13 福島県風評対策市町村支援事業委託 首都圏、町内
平成30年4月～
平成31年3月

風評払拭PR モニターツアー、新米フェアー 随 意 契 約 平成30年6月 まち振興課

14 全体計画及び測量設計委託業務 大字塙地内
平成30年6月～
平成31年3月

測量設計 調査計画業務　一式 指名競争入札 平成30年6月 生活環境課

平成３０年度公共工事の発注見通しの公表（委託関係）
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15 施設調査委託業務 大字塙地内
平成30年6月～
平成31年3月

調査 施設調査業務　一式 指名競争入札 平成30年6月 生活環境課

16 配水管布設工事測量設計業務 大字塙地内
平成30年6月～
平成31年1月

測量設計 設計業務（推進工法）一式 指名競争入札 平成30年6月 生活環境課

17 温泉熱利用システム測量設計業務委託 大字湯岐地内
平成30年7月～
9月

測量設計 排湯利用システムの設計 指名競争入札 平成30年7月 まち振興課

18 北野松岡線概略設計業務委託 塙・上渋井地内
平成30年7月～
平成31年3月

測量設計 概略設計業務　１式 指名競争入札 平成30年7月 まち整備課

19 湯船山形大畑線測量設計業務委託 山形地内
平成30年8月～
平成31年2月

測量設計 測量設計業務　１式 指名競争入札 平成30年8月 まち整備課

20
塙中学校体育館天井窓枠耐震化
工事設計業務委託

竹之内字草田地内
平成30年9月～
平成30年12月

設計･積算 対策検討、設計、積算 指名競争入札 平成30年9月 学校教育課

21 道路台帳修正業務委託 塙町一円
平成30年10月～
平成31年2月

道路台帳修正業務　１式 指名競争入札 平成30年10月 まち整備課

22 国有林野貸付測量業務委託 塙町一円
平成30年10月～
平成31年2月

測量 測量業務　１式 指名競争入札 平成30年10月 まち整備課

23
はなわこども園（仮称）建設事
業 工事等監理業務委託

塙字材木町地内
平成30年10月～
平成32年3月

監理
建築本体工事、屋外整備
工事等監理業務委託

随 意 契 約 平成30年10月 学校教育課
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