
番号 工事の名称 工事の場所（福島県田村市） 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札等の

方　法
入札等の

時　期
本庁・行政局 課

1 旧生きがいセンター解体工事 旧生きがいセンター 10ヶ月 建築工事 建築工事一式 一般競争 第１四半期 総務部 財政課

2 旧西向小学校プール解体工事 旧西向小学校 10ヶ月 建築工事 建築工事一式 一般競争 第１四半期 総務部 財政課

3 旧瀬川中学校プール解体工事 旧瀬川中学校 10ヶ月 建築工事 建築工事一式 一般競争 第１四半期 総務部 財政課

4 本庁舎外構等工事 田村市役所本庁舎 10ヶ月 建築工事 建築工事一式 一般競争 第１四半期 総務部 財政課

5 芦沢農業センター屋根改修工事 芦沢農業センター 8ヶ月 建築工事 建築工事一式 一般競争 第１四半期 総務部 財政課

様式第１号　（第４条関係）

令和４年度　田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（　令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の入札予定　）

【総務部】

（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万超　）



番号 工事の名称 工事の場所（福島県田村市） 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札等の

方　法
入札等の

時　期
本庁・行政局 課

1 常葉地区隊第３分団集合屯所整備敷地造成工事
田村市常葉町小檜山字梅ノ木下
地内

5ヶ月 土木一式工事 屯所敷地造成工事　一式 一般競争 第１四半期 市民部 生活環境課

2 常葉地区隊第３分団集合屯所建築工事
田村市常葉町小檜山字梅ノ木下
地内

6ヶ月 建築工事 建築工事　一式 一般競争 第２四半期 市民部 生活環境課

3 船引地区隊第４分団第１部（上移）屯所解体工事 田村市船引町上移字後田地内 4ヶ月 建築工事 解体工事　一式 一般競争 第２四半期 市民部 生活環境課

4 防災倉庫改築工事 田村市船引町船引字遠表地内 7ヶ月 建築工事 建築工事　一式 一般競争 第２四半期 市民部 生活環境課

（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万超　）

【市民部】

様式第１号　（第４条関係）

令和４年度　田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（　令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の入札予定　）



番号 工事の名称 工事の場所（福島県田村市） 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札等の

方　法
入札等の

時　期
本庁・行政局 課

1  大越デイサービスセンター 屋根塗装工事  大越町上大越字古川地内 7ヶ月  建築工事  屋根塗装工事 一般競争 第１四半期 保健福祉部 高齢福祉課

【保健福祉部】

様式第１号　（第４条関係）

令和４年度　田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（　令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の入札予定　）

（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万超　）



番号 工事の名称 工事の場所（福島県田村市） 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札等の

方　法
入札等の

時　期
本庁・行政局 課

1
緊急自然災害防止対策事業
船引町今泉地区水路整備工事

船引町今泉字黒助地内 6ヶ月 土木一式工事 排水路整備工事　L=300.0m　 一般競争 第２四半期 産業部 農林課

2
緊急自然災害防止対策事業
船引町遠山沢地区水路整備工事

船引町遠山沢字反田地内 6ヶ月 土木一式工事 排水路整備工事　L=140.0m　 一般競争 第２四半期 産業部 農林課

3
緊急自然災害防止対策事業
船引町葉ノ木地区水路整備工事

船引町石森字葉ノ木地内 6ヶ月 土木一式工事 排水路整備工事　L=200.0m　 一般競争 第２四半期 産業部 農林課

4
緊急自然災害防止対策事業
船引町杉ノ崎地区水路整備工事

船引町門沢字杉ノ崎地内 5ヶ月 土木一式工事 排水路整備工事　L=250.0m　 一般競争 第２四半期 産業部 農林課

5
土地改良施設維持管理適正化事業
大関頭首工扉体整備補修工事

田村市大越町上大越字水神宮地
内

5ヶ月 土木一式工事 塗装工A=80㎡　仮設工N=1式 一般競争 第２四半期 産業部 農林課

6 樋ノ口頭首工スライドゲート据付工事 常葉町久保字樋ノ口　地内 3ヶ月 土木一式工事
スライドゲート　1基
止水壁コンクリート　L=3.8ｍ*Ｈ＝1.1ｍ

一般競争 第２四半期 産業部 農林課

7 船引就業改善センター解体工事 船引町船引字石田地内 5ヶ月 解体工事 解体本体一式 一般競争 第３四半期 産業部 農林課

8
緊急自然災害防止対策事業
常葉町真上地区頭首工整備工事

常葉町堀田字真上地内 4ヶ月 土木一式工事 頭首工整備工事　N=1.0式 一般競争 第３四半期 産業部 農林課

9
緊急自然災害防止対策事業
船引町南移地区水路整備工事

船引町南移字中田地内 4ヶ月 土木一式工事 排水路整備工事　L=100.0m　 一般競争 第３四半期 産業部 農林課

10 東部産業団地　街区3号線舗装新設工事 常葉町山根字余平田　地内 6ヶ月 舗装工事 舗装　延長L=708.0m、幅員W=6.0（9.0）ｍ 一般競争 第３四半期 産業部 商工課

11 東部産業団地　街区4号線舗装新設工事 常葉町山根字余平田　地内 5ヶ月 舗装工事 舗装　延長L=335.9m、幅員W=6.0（9.0）ｍ 一般競争 第３四半期 産業部 商工課

12 船引コミュニティプラザ（船引駅）内装木質化工事 船引町船引字上田中　地内 3ヶ月 建築工事 内装木質化工事　Ｎ＝1式 一般競争 第３四半期 産業部 商工課

13 東部産業団地　街区1号線舗装新設工事 常葉町山根字余平田　地内 6ヶ月 舗装工事 舗装　延長L=696.7m、幅員W=6.0（9.0）ｍ 一般競争 第４四半期 産業部 商工課

14 東部産業団地　街区2号線舗装新設工事 常葉町山根字余平田　地内 5ヶ月 舗装工事 舗装　延長L=412.9m、幅員W=6.0（9.0）ｍ 一般競争 第４四半期 産業部 商工課

15 星の村浪漫館物置設置工事 滝根町神俣字糠塚　地内 3ヶ月 建築工事 物置設置工事 一般競争 第１四半期 産業部 観光交流課

16 カブトムシドーム・昆虫館整備造成及び建築工事 常葉町山根字殿上　地内 7ヶ月 建築工事 カブトムシドーム建築、昆虫館建築、外溝等工事 一般競争 第１四半期 産業部 観光交流課

17 グリーンパーク都路グランピング施設整備 都路町岩井沢字北向　地内 4ヶ月 建築工事 電気設備等整備工事、テント設置工事 一般競争 第１四半期 産業部 観光交流課

18 スカイパレスときわ玄関改修工事 常葉町山根字殿上　地内 3ヶ月 建築工事 風除室新設、玄関外壁改修 一般競争 第２四半期 産業部 観光交流課

19 農産物等加工場外壁塗装工事 滝根町菅谷字早風　地内 2ヶ月 建築工事 外壁塗装工事 一般競争 第３四半期 産業部 観光交流課

20 桜八十八撰看板設置工事 市内 5ヶ月 土木一式工事 看板設置工事 一般競争 第３四半期 産業部 観光交流課

様式第１号　（第４条関係）

令和４年度　田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（　令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の入札予定　）

（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万超　）

【産業部】



番号 工事の名称 工事の場所（福島県田村市） 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札等の

方　法
入札等の

時　期
本庁・行政局 課

1
社会資本整備総合交付金事業
市道西向今泉線　道路改良舗装工事

船引町今泉字葉前場地内 7ヶ月 土木一式工事
改良　L=60m　W=4.0(5.0)m
舗装　L=60m　W=4.0(5.0)m

一般競争 第１四半期 建設部 建設課

2
社会資本整備総合交付金事業
市道永畑屋戸線　道路改良舗装工事

船引町春山字永畑地内 10ヶ月 土木一式工事
改良　L=120m　W=4.0(5.0)m
舗装　L=120m　W=4.0(5.0)m

一般競争 第１四半期 建設部 建設課

3
防災・安全交付金事業
市道高森線　道路改良舗装工事

常葉町鹿山字広畑地内 10ヶ月 土木一式工事
改良　L=150m　W=5.5(8.75)m
舗装　L=150m　W=5.5(8.75)m

一般競争 第１四半期 建設部 建設課

4
過疎対策事業
市道山口遠上線　道路改良舗装工事

大越町上大越字欠入地内 9ヶ月 土木一式工事
改良　L=160m　W=4.0(5.0)m
舗装　L=160m　W=4.0(5.0)m

一般競争 第１四半期 建設部 建設課

5
過疎対策事業
屋頭清水線　道路改良舗装工事（第1回工事）

船引町船引字屋頭清水地内 6ヶ月 土木一式工事
改良　L=30m　W=5.5(7.0)m
舗装　L=140m　W=5.5(7.0)m

一般競争 第１四半期 建設部 建設課

6
過疎対策事業
屋頭清水線　道路改良舗装工事（第2回工事）

船引町船引字屋頭清水地内 11ヶ月 土木一式工事
改良　L=165m　W=5.5(7.0)m
舗装　L=132m　W=5.5(7.0)m

一般競争 第１四半期 建設部 建設課

7
辺地対策事業
市道余平田田代線　道路改良工事

常葉町堀田字田代地内 6ヶ月 土木一式工事 暫定改良　L=100m　W=4.0(5.0)m 一般競争 第２四半期 建設部 建設課

8
辺地対策事業
市道井坪線　道路改良工事

常葉町常葉字下井坪地内 7ヶ月 土木一式工事 暫定改良　L=150m　W=5.5(7.0)m 一般競争 第２四半期 建設部 建設課

9
辺地対策事業
市道東向線　道路改良舗装工事

常葉町常葉字白地石地内 8ヶ月 土木一式工事
改良　L=60m　W=5.5(7.0)m
舗装　L=60m　W=5.5(7.0)m

一般競争 第２四半期 建設部 建設課

10
辺地対策事業
市道越田和線　道路改良舗装工事

船引町南移字町尻地内 8ヶ月 土木一式工事
改良　L=60m　W=4.0(5.0)m
舗装　L=60m　W=4.0(5.0)m

一般競争 第２四半期 建設部 建設課

11
過疎対策事業
中島番匠3号線　道路改良舗装工事

船引町船引字中島地内 7ヶ月 土木一式工事
改良　L=40m　W=4.0(5.0)m
舗装　L=40m　W=4.0(5.0)m

一般競争 第２四半期 建設部 建設課

12
過疎対策事業
上江入山線　道路改良工事

船引町船引字太子堂地内 7ヶ月 土木一式工事 暫定改良　L=100m　W=4.0(5.0)m 一般競争 第２四半期 建設部 建設課

13 東部台地内街路灯LED化整備工事 田村市船引町東部台　地内 4ヶ月 電気設備工事 街路灯LED化　N=５０基 一般競争 第１四半期 建設部 都市計画課

14 船引馬場団地4号棟外壁、給排水管改修工事 田村市船引町船引字馬場　地内 7ヶ月 建築工事 外壁・給排水管改修　N=一式 一般競争 第１四半期 建設部 都市計画課

15 鷹待田団地外壁・屋上防水改修工事
田村市大越町上大越字鷹待田
地内

7ヶ月 建築工事 外壁・屋上防水改修　N=一式 一般競争 第１四半期 建設部 都市計画課

16 町裏団地外部塗装修繕工事 田村市常葉町常葉字町裏　地内 5ヶ月 建築工事 屋根・外壁塗装改修　N=8棟 一般競争 第１四半期 建設部 都市計画課

17 下川原団地屋根塗装等改修工事
田村市船引町船引字下川原　地
内

4ヶ月 建築工事 屋根塗装改修　A=144㎡ 一般競争 第２四半期 建設部 都市計画課

18 空家解体工事
田村市船引町船引字砂子田　地
内外

3ヶ月 建築工事 市営住宅解体　N=１０棟 一般競争 第２四半期 建設部 都市計画課

19 舘公園給水管改修工事 常葉町常葉字舘　地内 4ヶ月 衛生設備工事 給水管改修　500ｍ 一般競争 第２四半期 建設部 都市計画課

様式第１号　（第４条関係）

令和４年度　田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（　令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の入札予定　）

（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万超　）

【建設部】



番号 工事の名称 工事の場所（福島県田村市） 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札等の

方　法
入札等の

時　期
本庁・行政局 課

1 船引中学校　プール改修工事 田村市船引町東部台地内 7ヶ月 建築工事 プール改修 一般競争 第１四半期 教育部 教育総務課

2 パークゴルフ場案内看板設置工事 田村市 5ヶ月 土木工事 案内看板の設置 一般競争 第１四半期 教育部 生涯学習課

3 陸上競技場１階北面外壁塗装修繕工事 田村市船引町遠表 3ヶ月 改修工事 外壁塗装工事 一般競争 第１四半期 教育部 生涯学習課

4 滝根公民館菅谷分館　トイレ洋式化改修工事 滝根町菅谷字沖田393 4ヶ月 改修工事 トイレ洋式化及びユニバーサルトイレ新設工事 一般競争 第１四半期 教育部 生涯学習課

5 つつじヶ丘公園高圧機器更新工事 大越町下大越字大荷場地内 10ヶ月 電気工事 高圧機器更新工事一式 一般競争 第１四半期 教育部 生涯学習課

6 文化の舘エレベーター既存不適格解消工事 常葉町常葉字町裏地内 4ヶ月 修繕工事
戸開走行保護装置（ＵＣＭＰ）
Ｐ波感知型地震時管制運転（予備電源付）
主要機器の耐震対策

一般競争 第１四半期 教育部 生涯学習課

7 滝根B&G海洋センター　プール循環ろ過機装置改修工事 滝根町神俣字河原100 6ヶ月 改修工事
水泳プール循環ろ過装置
全自動型可逆式珪藻土ろ過装置設置工事

一般競争 第２四半期 教育部 生涯学習課

8 常葉体育館バスケットゴール改修工事 常葉町常葉字宮川地内 5ヶ月 改修工事 バスケットゴール2対(4基)改修 一般競争 第３四半期 教育部 生涯学習課

令和４年度　田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（　令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の入札予定　）

（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万超　）

【教育部】

様式第１号　（第４条関係）



番号 工事の名称 工事の場所（福島県田村市） 工事の期間 工事の種別 工事の概要
入札等の

方　法
入札等の

時　期
本庁・行政局 課

1 水道施設保全改修　船引浄水場送水流量計更新工事 船引町船引字上川原地内 7ヶ月 電気設備工事 船引第2配水池送水流量計　N=1基 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

2 水道施設保全改修　船引浄水場薬液注入ポンプ更新工事 船引町船引字上川原地内 6ヶ月
暖冷房衛生設
備工事

薬液注入ポンプ　N=6基 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

3 水道施設保全改修　今泉字砂田地内配水管布設工事 船引町今泉字砂田地内 6ヶ月 上水道工事 配水管布設　L=80m 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

4 水道施設保全改修　常葉浄水場舘配水池配水管布設替工事 常葉町常葉字舘地内 9ヶ月 上水道工事 配水管布設　L=100m 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

5 水道施設保全改修　常葉浄水場第８水源滅菌機更新工事 常葉町常葉字前田地内 6ヶ月 電気設備工事 滅菌機　N=2基 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

6 道路改良関連　市道屋頭清水線配水管布設工事 船引町船引字屋頭清水地内 11ヶ月 上水道工事 配水管布設　L=327m 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

7 道路改良関連　市道山口遠上線配水管布設替工事 大越町上大越字大日前地内 7ヶ月 上水道工事 配水管布設替　L=110m 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

8 消火栓関連　船引字扇田地内消火栓設置工事 船引町船引字扇田地内 6ヶ月 上水道工事 地下式消火栓設置　N=1基 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

9 公共下水道事業管渠布設工事（船引字屋頭清水地内） 船引町船引字屋頭清水地内 6ヶ月 下水道工事 VUφ150 L=225.0m 開削工法 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

10 公共下水道事業管渠布設工事（春山字上ノ台地内） 船引町春山字上ノ台地内 3ヶ月 下水道工事 VUφ150 L=51.0m 開削工法 一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

11 公共下水道事業管渠布設工事（下大越字上田地内） 大越町下大越字上田地内 3ヶ月 下水道工事
VPφ150 L=41.0m 推進工法
Vuφ150　L=10.0m 開削工法

一般競争 第１四半期 上下水道局 上下水道課

12 国道２８８号バイパス関連　配水管布設替工事 船引町船引字堰田地内 6ヶ月 上水道工事 配水管布設替　L=300m 一般競争 第２四半期 上下水道局 上下水道課

13 消火栓関連　常葉字猿子田地内消火栓設置工事 常葉町常葉字猿子田地内 4ヶ月 上水道工事 地上式消火栓設置　N=1基 一般競争 第２四半期 上下水道局 上下水道課

14 道路改良関連　市道高森線配水管布設工事 常葉町西向字堂ヶ入地内 5ヶ月 上水道工事 配水管布設　L=150m 一般競争 第３四半期 上下水道局 上下水道課

15 道路改良関連　市道中島番匠３号線配水管布設工事 船引町船引字中島地内 5ヶ月 上水道工事 配水管布設　L=40m 一般競争 第３四半期 上下水道局 上下水道課

（　令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の入札予定　）

（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万超　）

【上下水道局】

様式第１号　（第４条関係）

令和４年度　田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表


