令和３年度受託営繕（土木）主要事業一覧（委託）

別紙１
（設計金額 概算３００万円以上）

No.

委託名

施工場所

委託概要

1

いわき合同庁舎本庁舎トイレ改修工事設計委託

2

新郡山合同庁舎基本設計・実施設計業務委託

3

ふくしま海洋科学館エントランス・3F南北テラス木床更新工事設計委託

4

福島県文化センター舞台モニター設備等改修工事設計委託

福島市

舞台モニター・館内監視設備更新工事設計委託

5

酸ヶ平避難小屋改修工事設計委託

福島市

改修工事（噴石対策）設計委託 N=1式

6

太陽の国給食センター設備改修工事設計委託

西郷村

給食センター調理室内設備改修工事設計委託
排気ダクト改修、殺菌照明器具取替、照明器具LED交換、重量シャッター設
置工事

7

南会津保健福祉事務所庁舎高圧受電設備改修工事設計委託

8

食肉衛生検査所機械設備工事設計委託

福島市

機械設備（ガス･給湯･冷暖房･換気）更新工事設計委託

9

総合療育センター講堂天井改修及び空調工事設計委託

郡山市

建築・電気工事設計委託（特定天井及び空調改修）

10 農業総合センター浜地域研究所水稲育種特性検定施設改修工事設計委託

相馬市

施設機械等修繕・更新工事設計委託
冷却装置、冷却水及び灌がい水用ポンプ及び管路、設備制御用コンピュー
ター等、キュービクル

11 農業短期大学校施設統合整備事業改築設計委託

矢吹町

基本･実施設計委託 木造 平屋建 3,953.8㎡

12 農業短期大学校施設統合整備事業測量・排水設計委託

矢吹町

測量･排水設計委託

13 農業短期大学校施設統合整備事業地質調査委託

矢吹町

地質調査委託

農業短期大学校施設統合整備事業・廃用施設除却事業（第1期）解体設計
14
委託

矢吹町

解体設計
RC造 2F 外8棟 2,980㎡

15 除雪車庫整備工事設計委託

三島町

設計委託 除雪車庫2棟

16 未定（車庫整備費(県単)）

下郷町

設計委託 除雪車庫1棟（規模未定）

17 宮下病院建て替え測量設計業務委託

三島町

進入路現況測量及び道路予備測量設計業務委託

いわき市
郡山市
いわき市

南会津町

18 会津自然の家 屋根防水・外壁塗装等工事設計委託

会津坂下町

19 いわき海浜自然の家 ふれあい橋補修工事設計委託

いわき市

20 福島南高等学校 グランド整備測量設計業務委託
21 安達高等学校 第一体育館屋根改修工事設計業務委託
22 小野高等学校 第一体育館大規模改修工事設計業務委託
23 会津工業高等学校 南1棟外部改修工事設計委託設計業務委託

福島市
二本松市
小野町
会津若松市

24 磐城桜が丘高等学校 グラウンド補修工事設計業務委託

いわき市

25 好間高等学校 体育館外壁改修工事設計業務委託

いわき市

26 県中地区県立学校照明改修工事設計業務委託
27 二本松工業高校第二校門設置工事設計業務委託
28 葵高校第2グラウンド管理棟移転改築等工事設計業務委託

郡山市ほか
二本松市
会津若松市

設計委託 RC造4F 5,827㎡
設計委託 S造3～6F 10,500㎡
設計委託 S･RC･SRC造4F 13,175㎡

設計委託

宿泊棟、管理棟、渡り廊下屋根防水工事、外壁塗装工事等設計委託
ふれあい橋上部工架け替え、遊歩道再整備工事設計委託
福島南高校グラウンド整備測量設計委託
測量調査及びグラウンド設計委託 N=1式
設計委託 屋根カバー工法
屋根・サッシ・外壁大規模改修工事設計委託
南1棟外壁・外部階段（東西）改修（アスベスト仕上塗材撤去共）工事設計委
託
ドレンヒーター設置、2F・3F天井劣化部改修
グラウンド補修測量設計委託
測量調査及びグラウンド設計 N=1式
体育館外壁改修工事（アスベスト除去工事含む）設計委託
銅製外壁面塗装改修 S=237㎡、コンクリート外壁面改修 S=518㎡、銅製建
具塗装改修 S=41.6㎡
照明器具LED化工事設計委託
（郡山商業、石川、船引、小野、石川支援（たまかわ校））
学校敷地出入口（第2校門）設置工事設計委託
設計委託 管理棟解体、新築、防球ネット設置、テニスコートフェンス改修
等

29 福島北高等学校 校舎外壁等改修工事設計業務委託

福島市

校舎外壁及び屋上防水改修工事設計委託

30 小野高校旧平田校解体設計委託

平田村

校舎棟外解体工事設計委託
外構構造物等解体・撤去・整地

31 岩瀬農業高校大規模改修工事設計委託

鏡石町

内外部改修工事設計委託 普通教室棟等5,959㎡

32 光南高校大規模改修工事設計委託

矢吹町

内部改修工事設計委託 南校舎 RC造3F 2,858㎡

33 修明高校大規模改修工事変更設計委託

棚倉町

内外部改修工事設計委託 校舎一部 RC造3F 4,104㎡

34 喜多方・喜多方東高校再編整備工事設計委託

喜多方市

設計委託 暗渠工、グラウンド舗装ほか

35 小名浜・いわき海星高校再編整備工事設計委託

いわき市

設計委託 外壁改修、屋上防水ほか

須賀川市

設計委託 第2体育館外壁等改修工事ほか

36 須賀川・長沼高校再編整備工事設計委託
37 大沼・坂下高校再編整備工事設計委託

会津美里町ほ
設計委託 陸上フィールド改修工事ほか
か

38 湯本・遠野高校再編整備工事設計委託

いわき市

設計委託 教室間仕切り改修工事ほか

39 二本松工業・安達東高校再編整備工事設計委託

二本松市

設計委託 第2デザイン棟改修工事ほか

40 白河実業・修明高校再編整備工事設計委託

白河市ほか

設計委託 農場管理室改築工事ほか
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（設計金額 概算３００万円以上）

No.

委託名

41 会津農林・耶麻農業高校再編整備工事設計委託

施工場所

委託概要

会津坂下町ほ
設計委託 新学科実習棟新築工事ほか
か

42 田島・南会津高校再編整備工事設計委託

南会津町

設計委託 野菜栽培温室新築工事ほか

43 田島・南会津高校学生寮整備工事測量調査委託

南会津町

測量調査委託 敷地面積160,675㎡

44 梁川・保原高校再編整備工事設計委託

伊達市

設計委託 門柱・門扉改修工事ほか

45 白河実業高校実習棟改築測量調査委託

白河市

地形測量（A=0.2㎢）、路線測量（A=0.2㎢）

46 白河実業高校実習棟改築地質調査委託

白河市

地質調査委託 ボーリング（N=7本、L=150m)

47 白河実業高校実習棟改築設計委託

白河市

造成設計、基本・実施設計委託 S造 2F 7,900㎡

48 安積中高一貫校整備工事測量調査委託

郡山市

測量調査委託 面積約2,500㎡

49 安積中高一貫校整備工事地質調査委託

郡山市

地質調査委託 ボーリング（N=5本、L=30m)

50 安積中高一貫校整備工事設計委託

郡山市

基本・実施・解体設計委託 4,200㎡

51 双葉特別支援学校移転新築工事地質調査委託

楢葉町

地質調査委託 敷地面積15,418㎡

52 双葉特別支援学校移転新築工事設計委託

楢葉町

設計委託 RC造 3F 7,310㎡（造成含む）

53 双葉特別支援学校移転新築工事積算委託

楢葉町

設計委託 RC造 3F 7,310㎡ほか

54 富岡支援学校旧校舎解体設計委託

富岡町

解体設計委託 校舎3棟、屋内運動場1棟、付属施設8棟

55 二本松警察署非常用予備電源装置改修設計委託
56 福島警察署空調設備改修設計委託
57 喜多方警察署空調設備改修設計委託
58 双葉警察署川内駐在所設計委託

二本松市

非常用予備電源装置改修設計委託

福島市

空調設備改修設計委託

喜多方市

空調設備改修設計委託

川内村

設計委託 W造2F 116.62㎡

59 いわき南警察署空調設備改修設計委託

いわき市

空調設備改修設計委託

60 いわき東警察署大規模改修設計委託

いわき市

設計委託 RC造3F 2,254.15㎡
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No.

工事名

施工場所

工事概要

1

棚倉合同庁舎外壁改修工事

2

いわき合同庁舎本庁舎外壁改修工事

いわき市

改修工事 RC造4F 5,827㎡

3

いわき合同庁舎本庁舎トイレ改修工事

いわき市

改修工事 RC造4F 5,827㎡

4

旧自然保護官事務所改修工事

桧枝岐村

施設改修工事N=1式

5

保健衛生合同庁舎空調設備改修工事

福島市

改修工事

6

太陽の国障がい者支援施設整備事業けやき荘建築工事

西郷村

建築工事 S・RC造 平屋建 3,500㎡程度

7

助産師養成施設新築工事（建築）

福島市

新築工事 RC造2F 約2,050㎡

8

助産師養成施設新築工事（電気）

福島市

新築工事 RC造2F 約2,050㎡

9

助産師養成施設新築工事（機械）

福島市

新築工事 RC造2F 約2,050㎡

10 林業研修拠点施設建築工事

郡山市

建築工事 W造1F 2棟 1,300㎡

11 トンネル設備更新工事

福島市

絵馬平トンネル外 遠隔監視操作制御装置更新工事

12 トンネル照明施設LED化工事

福島市

絵馬平トンネル 既存照明施設更新工事

13 トンネル照明施設LED化工事

福島市

渡利トンネル 既存照明施設更新工事

棚倉町

改修工事 RC造2F 288㎡

14 道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）

いわき市

15 道路橋りょう整備（再復）工事（防災設備）

天栄村

16 道路橋りょう整備（再復）工事（融雪設備）

南会津町

無散水消雪施設 ボイラー方式融雪施設設置工事

17 道路橋りょう整備（再復）工事（融雪設備）

下郷町

無散水消雪施設 ヒートポンプ式融雪施設設置工事

18 小名浜道路 管理棟 新築工事

いわき市

19 博物館空調自動制御機器更新工事

会津若松市

20 若松商業高等学校 体育館屋根改修工事

会津若松市

21 磐城高等学校 南体育館屋根改修工事

いわき市

中之作北トンネル照明更新工事（LED化）
鳳坂トンネル防災設備工事 一式（トンネル延長2,538m）
非常用設備・注意喚起・無線通信補助設備・道路情報板・CCTV等

管理事務所新築工事：RC造 約700㎡
中央監視制御装置システム全更新工事
第一体育館・第二体育館屋根改修工事
カバー工法、アルミ屋根材使用
屋根改修（カバー工法）、樋改修、外壁改修、外壁アスベスト除去、玄関屋根
屋上防水改修工事

22 伊達地区特別支援学校グラウンド整備工事

伊達市

グラウンド整備及び排水設備等設置工事 一式

23 相馬東高等学校 防水板設置工事

相馬市

校舎、体育館出入口等着脱式防水板設置工事

24 郡山北工業高校大規模改修工事（Ⅲ期）

郡山市

内外部改修工事 一般校舎

25 白河実業高校大規模改修工事（Ⅲ期）

白河市

内外部改修工事 北校舎西側 RC造3F

26 修明高等学校大規模改修工事（Ⅲ期）

棚倉町

27 大笹生支援学校大規模改修工事（Ⅲ期）

福島市

28 須賀川支援学校大規模改修工事（Ⅰ期）

須賀川市

29 猪苗代支援学校大規模改修工事（Ⅲ期）

猪苗代町

30 山下庁舎解体工事

福島市

内外部改修及び空調工事
校舎 一部RC造3F
内外部改修及び空調工事
北校舎 RC造3F
内外部改修工事
管理教室棟等 RC造2F
内外部改修及び空調工事
教室棟 RC造2F
庁舎：RC造5F
別棟：RC造2F
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別紙３
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No.

工事名

施工場所

工事概要

1

南会津合同庁舎トイレ改修工事

2

羅漢前職員公舎A棟解体工事

3

花見ケ丘職員公舎解体工事

会津若松市

解体工事 RC造3F 364.5㎡

4

錦町職員公舎2号棟外壁改修工事

会津若松市

改修工事 RC造4F 1,585.14㎡

5

日吉職員公舎解体工事

会津若松市

解体工事 RC造3F 1,257㎡

6

宮床反射板撤去工事

7

消防学校冷温水発生機（2号機）更新工事

8

アクアマリン濾過送水棟電動弁更新・本館ブロワー更新工事

いわき市

更新工事 S･RC･SRC造4F 13,175㎡

9

アクアマリン照明器具更新工事

いわき市

更新工事 S･RC･SRC造4F 13,175㎡

10 鉄山避難小屋改修工事

猪苗代町

施設改修（噴石対策）工事N=1式

11 裏磐梯野営場施設新築・改修工事

北塩原村

デッキ工事N=1式
公衆便所解体・新築工事（木造）40㎡

12 尾瀬沼第二公衆便所改修工事

桧枝岐村

施設改修工事N=1式

13 尾瀬沼博物展示施設外構工事

桧枝岐村

排水工事L=300m

14 県南保健福祉事務所庁舎外壁塗装工事
15 ハイテクプラザ会津若松技術支援センター空調設備改修工事
16 テクノアカデミー郡山管理棟屋上防水工事
17 須賀川農業普及所解体工事

南会津町
白河市

南会津町
福島市

白河市
会津若松市
郡山市
須賀川市

改修工事 RC造4F 3,278.99㎡
解体工事 RC造3F 613㎡

反射板撤去工事N=1式
冷温水発生機更新工事（2号機）

塗装工事
改修工事 吸収式冷温水機からEHP（電気式）へ空調方式変更
管理棟屋上防水工事
解体工事

18 畜産研究所乳牛飼養関連施設整備事業 造成工事

福島市

造成工事(用地測量含む) 試験牛舎(S造平屋建、2,041㎡) 他関連3施設建
設

19 防災ダム0303工事 龍生地区

天栄村

管理棟新築工事 RC造2F 72㎡

20 トンネル照明施設LED化工事

柳津町

獅子落洞門 既存照明施設更新工事

21 トンネル照明施設LED化工事

柳津町

松倉トンネル 既存照明施設更新工事

22 トンネル照明施設LED化工事

柳津町

早戸温泉郷トンネル 既存照明施設更新

23 トンネル照明施設LED化工事

北塩原村

野鳥の森トンネル 既存照明施設更新

24 道路橋りょう整備（補助）工事（建築）

喜多方市

大峠道路管理所外全3棟 外壁改修工事

25 道路橋りょう維持(維持)工事（照明設備）

下郷町

トンネル照明LED化工事

26 道路橋りょう維持(維持)工事（照明設備）

下郷町

トンネル照明更新工事（LED化）

27 道路橋りょう維持（維補）工事（トンネル照明）

川内村

割山トンネル照明更新工事（LED化）

28 道路橋りょう維持（維補）工事（トンネル照明）

富岡町

大倉トンネル照明更新工事（LED化）

29 道路橋りょう維持（維補）工事（トンネル照明）

富岡町

麓山トンネル照明更新工事（LED化）

30 道路橋りょう維持（維補）工事（トンネル照明）

富岡町

ちゅうかトンネル照明更新工事（LED化）

31 道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル防災設備）

浪江町

昼曽根トンネル防災設備更新工事

32 道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル防災設備）

大熊町

望洋平トンネル防災設備更新工事

89灯

33 道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）

いわき市

34 道路橋りょう整備（再復）工事（照明設備）

田村市

吉間田滝根線広瀬工区 トンネル照明設備工事 L=218m W=7.0(9.5)m

35 道路橋りょう整備（再復）工事（）

平田村

吉間田滝根線広瀬工区 凍結防止剤資材倉庫新設工事

36 道路橋りょう整備（交付）工事（照明設備）

白河市

南湖トンネル照明設備工事 N=74灯

37 道路橋りょう整備（交付）工事（防災設備）

白河市

南湖トンネル防災設備工事 L=474ｍ、W=6.5（14.5）ｍ

合磯トンネル照明更新工事（LED化）

38 市町村合併支援道路整備工事（通信設備）

南会津町

光ケーブル敷設工事 L=2,000ｍ

39 小名浜ポンプ場外壁屋上防水修繕工事（１期）

いわき市

SRC造 2F 1,048㎡

40 郡山自然の家 ロッジ体育館等屋根修繕工事

郡山市

41 いわき海浜自然の家 空調設備更新工事
42 福島県文化財センター白河館一般展示室・特別展示室空調設備修繕工事

いわき市
白河市

ロッジ、総合活動館、体育館等屋根改修工事
3F会議室・講師控室系統客室空調機改修工事
ガスヒートポンプ空調機設置工事N=3台

令和３年度受託営繕（土木）主要事業一覧（工事）

別紙３
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No.

工事名

施工場所

工事概要

43 郡山商業高等学校 外壁改修工事

郡山市

北校舎外壁改修、体育館パラペット改修工事

44 郡山高等学校 外壁修繕工事

郡山市

修繕工事 クラック補修、モルタル浮き補修、仮設工事（足場設置、養生シー
ト、高所作業車）

45 会津高等学校 正門側通路の擁壁、フェンス等改修工事

会津若松市

46 大沼高等学校 暖房機入替・灯油配管塗装工事

会津美里町

47 大沼高等学校 第一体育館床改修工事

会津美里町

48 只見高等学校 校舎東・南側外壁等補修工事

只見町

会津高校北・西・南面フェンス、門、擁壁改修工事
暖房機制御ユニット更新工事 N=1式
暖房機更新 N=100台 油配管塗装
第一体育館アリーナ及びステージ床改修工事
ステージ下収納台車設置
外壁等補修（東・南側）
東南面外壁補修、本体及び玄関屋根東南面軒裏補修・軒先防水補修、玄関
エントランス屋外階段補修、屋根アルミ傘置補修、外壁軒裏アスベスト除去
擁壁改修工事
体育館横 L型擁壁 H=1,900 L=21.2ｍ
プール横 重力式擁壁 H=1800 L=39.3ｍ

49 平工業高等学校 体育館横擁壁及びプール横擁壁改修工事

いわき市

50 いわき翠の杜高等学校 教室棟屋上防水改修工事

いわき市

屋上防水改修工事 S=1,136㎡

郡山市

聴覚支援学校プール改修工事

51 聴覚支援学校 プール改修工事
52 湯本高等学校 第一・第二体育館及び武道場照明改修工事

いわき市

高天井照明器具 計75台、その他サブフロア照明器具等 LED化工事

53 須賀川桐陽高等学校 地下オイルタンク更新等工事

須賀川市

地下オイルタンク（重油）交換等工事

54 南沢又教職員公舎解体工事
55 須賀川・長沼高校再編整備工事
56 大沼・坂下高校再編整備工事
57 湯本・遠野高校再編整備工事
58 ふたば未来学園駐車場整備工事
59 二本松警察署非常用予備電源装置改修工事
60 郡山運転免許ｾﾝﾀｰ天井改修工事
61 須賀川警察署空調設備改修1期工事
62 白河警察署西郷駐在所改築工事

福島市
須賀川市

公舎等解体工事 RC造4F 1,198.64㎡
第3体育館外壁等改修工事ほか

会津美里町ほ
陸上フィールド改修工事ほか
か
いわき市
広野町
二本松市
郡山市
須賀川市
西郷村

教室間仕切り改修工事ほか
整備工事 事業面積 2,651㎡（アスファルト舗装等）
非常用予備電源装置改修工事
天井改修工事
空調設備改修工事
改築工事 W造2F 150.96㎡

63 会津若松警察署空調設備改修1期工事

会津若松市

空調設備改修工事

64 会津若松警察署本町待機宿舎解体工事

会津若松市

解体工事 RC造3F 602㎡

65 喜多方警察署空調設備改修1期工事

喜多方市

空調設備改修工事

66 いわき中央警察署常磐分庁舎空調設備改修工事

いわき市

空調設備改修工事

67 いわき中央警察署南白土待機宿舎解体工事

いわき市

解体工事 RC造3F 500.40㎡

68 いわき東警察署岡小名待機宿舎解体工事

いわき市

解体工事 RC造3F 669.68㎡

