様式第１号 （第４条関係）

令和3年度 田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（ 令和３年４月から令和４年３月までの入札予定 ）
（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万以上 ）
【総務部】
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 入札等の
方 法
時 期

本庁・行政局

課

1

滝根行政局改修工事 トイレ改修工事

滝根町神俣字関場地内

2カ月 建築工事

トイレ改修

一般競争 第１四半期 総務部

財政課

2

滝根行政局改修工事 窓口及び事務室改修工事

滝根町神俣字関場地内

2カ月 建築工事

窓口・事務室改修

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3年度 田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（ 令和３年４月から令和４年３月までの入札予定 ）
（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万以上 ）
【市民部】
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 入札等の
方 法
時 期

本庁・行政局

課

1

防犯灯ＬＥＤ化工事

船引町の一部

9カ月 電気設備工事 ＬＥＤ防犯灯設置 1,200基船引町（船引・美山・文珠）

一般競争 第１四半期 市民部

生活環境課

2

常葉地区隊第１分団（山根）集合屯所建築工事

常葉町山根 地内

4カ月 建築工事

建築工事 一式

一般競争 第１四半期 市民部

生活環境課

3

常葉地区隊第２分団（西向）集合屯所建築工事

常葉町西向 地内

4カ月 建築工事

建築工事 一式

一般競争 第１四半期 市民部

生活環境課

4

船引地区隊第5分団（芦沢）地下式防火水槽設置工事

船引町芦沢 地内

3カ月 土木一式工事 地下式防火水槽設置 一式

一般競争 第１四半期 市民部

生活環境課

5

船引地区隊第１分団旧２部（栄町）屯所解体工事

船引町船引 地内

2カ月 建築工事

屯所解体工事 一式

一般競争 第２四半期 市民部

生活環境課

6

船引地区隊第５分団（芦沢）今坂内屯所解体工事

船引町芦沢 地内

2カ月 建築工事

屯所解体工事 一式

一般競争 第２四半期 市民部

生活環境課

様式第１号 （第４条関係）

令和3年度 田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（ 令和３年４月から令和４年３月までの入札予定 ）
（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万以上 ）
【保健福祉部】
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 入札等の
方 法
時 期

本庁・行政局

課

1

天地人大学 屋根雨漏り修繕工事

滝根町広瀬字針湯地内

2カ月 建築工事

屋根修繕

一般競争 第３四半期 保健福祉部

高齢福祉課

2

広瀬ゲートボール場 屋根雨漏り及び破損個所修繕工事

滝根町広瀬字針湯地内

1カ月 建築工事

屋根修繕

一般競争 第１四半期 保健福祉部

高齢福祉課

3

福祉の森既存歌碑移設工事

船引町船引字鐙ケ池地内

1カ月 土木一式工事 歌碑移設工事

一般競争 第１四半期 保健福祉部

高齢福祉課

4

常葉老人福祉センター屋根ほか塗装工事

常葉町常葉字備前作地内

1カ月 建築工事

一般競争 第２四半期 保健福祉部

高齢福祉課

5

常葉デイサービスセンター駐車場舗装工事

常葉町常葉字備前作地内

2カ月 土木一式工事 駐車場舗装修繕工事

一般競争 第１四半期 保健福祉部

高齢福祉課

屋根・破風・風呂場・脱衣所BOX塗装工事

様式第１号 （第４条関係）

令和3年度 田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（ 令和３年４月から令和４年３月までの入札予定 ）
（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万以上 ）
【建設部】
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
社会資本整備総合交付金事業
市道井堀光大寺線 道路改良工事
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
社会資本整備総合交付金事業
市道越田和線 道路改良舗装工事
社会資本整備総合交付金事業
市道東向線 道路改良舗装工事
防災・安全交付金事業
市道高森線 舗装新設工事

一般競争 第１四半期 建設部

建設課

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

舗装 L=100m W=4.0(5.0)m

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

舗装 L=120m W=4.0(5.0)m

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

6カ月 土木一式工事 改良 L=180m W=5.5(7.0)m

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

常葉町鹿山字広畑地内

5カ月 土木一式工事 舗装 L=280m W=5.5(8.75)m

一般競争 第１四半期 建設部

建設課

常葉町常葉字目石沢地内

8カ月 土木一式工事 舗装 L=80m W=5.5(7.0)m

一般競争 第１四半期 建設部

建設課

船引町北鹿又字高橋地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

船引町堀越字宮林地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

船引町春山字明堂地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

船引町門沢字宮ノ脇地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

滝根町広瀬字針生地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

滝根町神俣字河原地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

滝根町神俣字和貢地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

滝根町菅谷字矢立末地内

6カ月 土木一式工事 補修工事 N=1式

一般競争 第２四半期 建設部

建設課

16 鷹待田団地駐車場整備工事

大越町上大越字鷹待田地内

6カ月 土木一式工事 駐車場整備

一般競争 第２四半期 建設部

都市計画課

17 船引馬場団地3号棟外壁、給排水管改修工事

船引町船引字馬場地内

7カ月 建築工事

外壁・給排水管改修

一般競争 第１四半期 建設部

都市計画課

18 町裏団地外部塗装修繕工事

常葉町常葉字町裏地内

5カ月 建築工事

外部塗装工事

一般競争 第２四半期 建設部

都市計画課

19 下川原団地屋根塗装等改修工事

船引町船引字下川原地内

4カ月 建築工事

屋根塗装工事

一般競争 第２四半期 建設部

都市計画課

20 下扇田団地屋上防水工事

船引町船引字下扇田地内

4カ月 建築工事

屋上防水工事

一般競争 第２四半期 建設部

都市計画課

21 空家解体工事

市内全域

4カ月 建築工事

空家解体 N=5戸

一般競争 第１四半期 建設部

都市計画課

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

市道四重城堀田線 道路改良舗装工事
道路メンテナンス事業
髙橋橋修繕工事
道路メンテナンス事業
宮林1号橋修繕工事
道路メンテナンス事業
明堂中の橋修繕工事
道路メンテナンス事業
獺田1号橋修繕工事
道路メンテナンス事業
蟹内橋修繕工事
道路メンテナンス事業
あたご山橋修繕工事
道路メンテナンス事業
大平4号橋修繕工事
道路メンテナンス事業
枯木作橋修繕工事

船引町今泉字葉前場地内

7カ月 土木一式工事 改良 L=190m W=4.0(5.0)m

船引町芦沢字下関地内

7カ月 土木一式工事 改良 L=160m W=5.5(7.0)m

船引町春山字永畑地内

7カ月 土木一式工事 改良 L=100m W=4.0(5.0)m

船引町南移字町尻地内

6カ月 土木一式工事 改良 L=120m W=4.0(5.0)m

常葉町常葉字白地石地内

舗装 L=190m W=4.0(5.0)m

様式第１号 （第４条関係）

令和3年度 田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（ 令和３年４月から令和４年３月までの入札予定 ）
（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万以上 ）
【産業部】
1

移ヶ岳瑞峰平公衆トイレ給水管布設工事

田村市船引町北鹿又字移ヶ岳地内

4カ月 上水道工事

給水管布設 L=166.0m

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

2

林業専用道整備事業 宮ノ前裾ヲ田線 舗装新設工事

田村市大越町早稲川字宮ノ前地内

7カ月 舗装工事

舗装新設 L=2,000.0m

一般競争 第２四半期 産業部

農林課

3

林業専用道整備事業 古屋敷深山線 舗装新設工事

田村市船引町堀越字深山地内

7カ月 舗装工事

舗装新設 L=1,033.0m

一般競争 第２四半期 産業部

農林課

4

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

5カ月 土木一式工事 水路整備 L=100.0m

一般競争 第３四半期 産業部

農林課

5

被災地域農業復興総合支援事業米流通合理化施設建設工事

都路町古道字芹ケ沢地内

9カ月 建築工事

建築工事業務

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

6

被災地域農業復興総合支援事業古道ライスセンター建設工事

都路町古道字芹ケ沢地内

9カ月 建築工事

建築工事業務

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

7

被災地域農業復興総合支援事業地見城ライスセンター建設工事 都路町古道字前田地内

4カ月 建築工事

建築工事業務

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

8

被災地域農業復興総合支援事業サツマイモ貯蔵施設建設工事

船引町門沢字直道地内

4カ月 建築工事

建築工事業務

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

9

米流通合理化施設・古道ライスセンター 外構工事

都路町古道字芹ケ沢地内

9カ月 建築工事

フェンス設置工事

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

10 地見城ライスセンター 外構工事

都路町古道字前田地内

7カ月 建築工事

フェンス設置工事

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

11 サツマイモ貯蔵施設 外構工事

船引町門沢字直道地内

7カ月 建築工事

フェンス設置等工事

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

12 サツマイモ貯蔵施設 接続道路修繕工事

船引町門沢字直道地内

6カ月 土木一式工事 直道1号線、2号線修繕工事

一般競争 第１四半期 産業部

農林課

13 田村市東部産業団地 街区１号線舗装新設工事

常葉町山根字宇藤 地内

7カ月 舗装工事

舗装延長L=696.7m 幅員W=6.0(９.0ｍ)

一般競争 第２四半期 産業部

商工課

14 田村市東部産業団地 街区２号線舗装新設工事

常葉町山根字余平田 地内

6カ月 舗装工事

舗装延長L=412.9m 幅員W=6.0(９.0ｍ)

一般競争 第２四半期 産業部

商工課

15 田村市東部産業団地 街区３号線舗装新設工事

常葉町山根字池ノ畑 地内

7カ月 舗装工事

舗装延長L=708.0m 幅員W=6.0(９.0ｍ)

一般競争 第２四半期 産業部

商工課

16 田村市東部産業団地 街区４号線舗装新設工事

常葉町山根字宇藤 地内

7カ月 舗装工事

舗装延長L=335.9m 幅員W=6.0(９.0ｍ)

一般競争 第２四半期 産業部

商工課

17 田村市東部産業団地 案内看板設置工事

常葉町山根字余平田 地内

5カ月 土木一式工事 看板設置N=1.0式

一般競争 第２四半期 産業部

商工課

18 都路町複合商業施設 敷地造成工事

都路町岩井沢字楢梨子 地内

11カ月 土木一式工事 造成工事Ａ=1.3ha

一般競争 第３四半期 産業部

商工課

19 船引コミュニティプラザ 内装木質化工事

船引町船引字上田中 地内

4カ月 建築工事

内装木質化工事N=1.0式

一般競争 第３四半期 産業部

商工課

20 都路町仮設商業施設（古道店）解体撤去工事

都路町古道字遠下前 地内

3カ月 建築工事

解体撤去工事N=1.0式

一般競争 第２四半期 産業部

商工課

21 船引第２工業団地案内看板設置工事

船引町船引字卯田ヶ作 地内

5カ月 土木一式工事 看板設置N=1.0式

一般競争 第２四半期 産業部

商工課

様式第１号 （第４条関係）

令和3年度 田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（ 令和３年４月から令和４年３月までの入札予定 ）
（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万以上 ）
【教育部】
1

船引南小学校トイレ洋式化工事

船引町堀越字丸森2

4カ月 建築工事

便器洋式化 Ｎ=４

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

2

常葉小学校体育館外壁修繕工事

常葉町常葉字上野130

4カ月 建築工事

外壁修繕

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

3

常葉小学校高圧引込設備・変圧器改修工事

常葉町常葉字上野130

4カ月 建築工事

気中開閉器、高圧ケーブル、変圧器×２

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

4

大越小学校法面防草シート設置工事

大越町上大越字元池70

4カ月 土木一式工事 防草シート設置 Ａ=797㎡

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

5

船引小学校プール循環浄化装置改修工事

船引町船引字南町通1

6カ月 建築工事

循環浄化装置改修 Ｎ=一式

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

6

大越中学校教室照明設備改修工事

大越町上大越字古町230

4カ月 建築工事

照明改修 Ｎ=133台

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

7

船引中学校排水管切替工事

船引町東部台二丁目1

4カ月 建築工事

排水管切替 Ｌ=80ｍ

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

8

船引中学校格技場屋根修繕工事

船引町東部台二丁目1

4カ月 建築工事

屋根修繕 Ａ=446㎡

一般競争 第１四半期 教育部

教育総務課

9

つつじヶ丘公園管理棟西側屋根修理

大越町下大越字大荷場１番地内

2カ月 建築工事

防水工事

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

10 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カ月 建築工事

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

11 文化センター舞台機構設備改修工事

船引町船引字南元町地内

8カ月 設備工事

舞台機構設備の改修

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

12 文化センター舞台照明設備改修工事

船引町船引字南元町地内

8カ月 電気設備工事 舞台照明設備の改修

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

13 文化センター舞台音響設備改修工事

船引町船引字南元町地内

8カ月 設備工事

舞台音響設備の改修

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

14 文化センター各室冷暖房機改修工事

船引町船引字南元町地内

4カ月 設備工事

冷暖房機の改修

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

15 文化センター冷温水発生器オーバーホール修繕

船引町船引字南元町地内

4カ月 設備工事

冷温水発生器のオーバーホール

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

16 文化センター発電装置冷却水タンク改修工事

船引町船引字南元町地内

4カ月 設備工事

冷却水タンクの改修

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

17 文化センター電気設備機器更新工事

船引町船引字南元町地内

5カ月 電気設備工事 電気設備の更新

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

18 旧大越公民館解体工事（アスベスト除去含む）

大越町上大越字元池地内

一般競争 第１四半期 教育部

生涯学習課

11カ月 土木一式工事 旧大越公民館解体工事一式

様式第１号 （第４条関係）

令和3年度 田村市の公共工事発注見通しの公表一覧表
（ 令和３年４月から令和４年３月までの入札予定 ）
（公共工事発注見通しの告示は工事２５０万以上 ）
【上下水道局】
1

駅前馬場線仮設配水管撤去工事

船引町船引字上大平地内

4カ月 上水道工事

配水用ポリエチレン管 φ200㎜ L=175ｍ

一般競争 第２四半期 上下水道局

上下水道課

2

船引字馬場川原地内水管橋塗装工事

船引町船引字馬場川原地内

4カ月 建築工事

水管橋塗装工 一式

一般競争 第３四半期 上下水道局

上下水道課

3

船引字堰田地内配水管布設工事

船引町船引字堰田地内

4カ月 上水道工事

配水用ポリエチレン管 φ150㎜ L=90ｍ

一般競争 第２四半期 上下水道局

上下水道課

4

水道施設監視設備増設工事

船引町船引字畑添地内

5カ月 電気設備工事 水道施設監視システム 一式

一般競争 第１四半期 上下水道局

上下水道課

5

大越沈砂池土砂撤去・バイパス管布設工事

大越町早稲川字鬼五郎地内

4カ月 上水道工事

沈砂池土砂撤去 一式、配水用ポリエチレン管 φ100㎜ L=50m

一般競争 第２四半期 上下水道局

上下水道課

6

市道山口遠上線道路改良に伴う仮設配水管布設工事

大越町上大越字大日前地内

6カ月 上水道工事

配水用ポリエチレン管 φ200㎜ L=100m

一般競争 第２四半期 上下水道局

上下水道課

7

市道高森線配水管布設工事

常葉町鹿山字広畑地内

3カ月 上水道工事

配水用ポリエチレン管 φ75㎜ L=150m

一般競争 第３四半期 上下水道局

上下水道課

8

産業団地関連 東部産業団地送配水管布設替工事

常葉町山根字宇藤地内外

4カ月 上水道工事

配水用ポリエチレン管 φ100㎜ L=494m φ75㎜ L=366m φ50㎜ L=1,216m 一般競争 第３四半期 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

5カ月 下水道工事

管渠布設工 VU φ150 L=89m

一般競争 第１四半期 上下水道局

上下水道課

10 公共下水道事業マンホールポンプ設置工事（船引字屋頭清水地内）
船引町船引字屋頭清水地内

5カ月 下水道工事

マンホールポンプ設置 N=１箇所

一般競争 第１四半期 上下水道局

上下水道課

11 公共下水道事業舗装復旧工事（船引字堰田地内）

船引町船引字堰田地内

3カ月 舗装工事

舗装復旧工 A=450㎡

一般競争 第２四半期 上下水道局

上下水道課

12 公共下水道事業舗装復旧工事（東部台二丁目地内外）

船引町東部台二丁目地内外

3カ月 舗装工事

舗装復旧工 A=500㎡

一般競争 第２四半期 上下水道局

上下水道課

