
業務種別

業務の業種

1 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和５年度富山河川国道事務所河川管理施設監理検討業務 富山県中新川郡立山町～富山県小矢部市
河川管理施設等の評価案検討　１式
堤防点検の実施　１式
河川管理レポートの作成　１式

１１ヶ月 随意契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第４四半期

2 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度小矢部川事業計画検討業務 富山県高岡市～富山県南砺市 事業計画検討　一式 ７ヶ月 随意契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

3 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度常願寺川急流河川対策検討業務 富山県富山市～富山県中新川郡立山町
急流河川対策検討　一式
総合土砂管理検討　一式

７ヶ月 随意契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

4 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度庄川事業計画検討業務 富山県高岡市～富山県砺波市 事業計画検討　一式 ７ヶ月 随意契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

5 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 下新川海岸保全施設技術検討業務 富山県黒部市
本業務は、下新川海岸直轄事業における養浜等保全施
設の技術的な検討を行うものである。検討にあたって
は、委員会の運営を補助し、とりまとめるものする。

９ヶ月 随意契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第４四半期

6 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 黒部川河道計画検討業務 富山県黒部市
本業務は、黒部川における河道計画の検討を行うもの
である。

１０ヶ月 随意契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

7 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 富山地家裁（２２）敷地調査業務 富山県富山市 敷地面積：４５９９ｍ２ 敷地調査業務一式 ４ヶ月 指名競争契約 地質調査業務 第３四半期

8 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度管内用地調査等業務単価契約（建物等）その２ 富山県富山市

建物調査算定　　　　一式
営業調査算定　　　　一式
建物単価修正　　　　一式
建物工損事前調査　　一式

５ヶ月 指名競争契約 補償関係コンサルタント業務 第３四半期

9 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度８号中島本郷立体用地調査等業務（その１） 富山県富山市
土地の登記記録調査　　一式
用地測量　　　　　　　一式
建物調査算定　　　　　一式

６ヶ月 指名競争契約 補償関係コンサルタント業務 第４四半期

10 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度８号中島本郷立体用地調査等業務（その２） 富山県富山市
土地の登記記録調査　　一式
用地測量　　　　　　　一式
建物調査算定　　　　　一式

６ヶ月 指名競争契約 補償関係コンサルタント業務 第４四半期

11 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度８号裁決申請図書等作成業務 富山県富山市
裁決申請書（案）等作成　　　一式
明渡裁決申立書（案）等作成　一式

４ヶ月 指名競争契約 補償関係コンサルタント業務 第３四半期

12 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度８号豊田新屋立体土地評価業務 富山県富山市
標準地価格算定　　　一式
各画地評価格算定　　一式

３ヶ月 指名競争契約 補償関係コンサルタント業務 第３四半期

13 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４・５年度管内河川構造物設計業務 富山県富山市 河川構造物設計　一式 １２ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

14 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度管内橋梁（東部地区）詳細設計その２業務 富山県黒部市 橋梁詳細設計１式 ８ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

15 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４・５年度猪谷楡原道路他環境調査業務 富山県富山市 猪谷楡原道路等における環境調査業務 １０ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

16 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度倶利伽羅防災トンネル修正設計業務 富山県小矢部市 倶利伽羅防災におけるトンネル修正設計 １０ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第４四半期

17 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和４年度冨山管内道路地質調査その３業務 富山県富山市
富山河川国道事務所管内における道路関係の地質調
査業務

８ヶ月 指名競争契約 地質調査業務 第４四半期

国土交通省 北陸地方整備局　〔 令和 4 年 10 月 3 日　時点〕

富山県内における業務（測量、調査及び設計）の発注見通し
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18 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令４年度大沢野富山南道路トンネル修正設計業務 富山県富山市 大沢野冨山南道路におけるトンネル修正設計 １０ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第４四半期

19 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令４年度大沢野富山南道路構造物修正設計業務 富山県富山市
大沢野富山南道路における横断ＢＯＸ、橋梁の構造物
修正設計

７ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第４四半期

20 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 下新川海岸保全施設設計検討業務 富山県黒部市
本業務は、下新川海岸における海岸保全施設の設計検
討を行うものである。

６ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

21 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 下新川海岸保全施設詳細設計業務 富山県黒部市～富山県下新川郡朝日町
本業務は、下新川海岸保全施設に係る詳細設計を行う
ものである。

９ヶ月 指名競争契約
土木関係建設コンサルタント業
務

第４四半期

22 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 下新川海岸深浅測量業務 富山県黒部市～富山県下新川郡朝日町
本業務は、下新川海岸（黒部市、入善町、朝日町
）において深浅測量業務を行うものである。

５ヶ月 指名競争契約 測量 第３四半期

23 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 令和４年度宇奈月ダム貯水池地質調査他業務 富山県黒部市
機械ボーリング　８箇所
サンプリング　　１式
分析費　　　　　１式

８ヶ月 指名競争契約 地質調査業務 第３四半期

24 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港(新湊地区)整備効果資料作成業務 富山県富山市 整備効果資料作成1式 約5ヶ月 一般競争入札 建設コンサルタント等 第3四半期
総合評価落札方
式

25 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地（東江上工区）地区界測量業務

用地測量　１式 約９ヶ月
簡易公募型競争入札方
式

測量
第１四半期
（概ね４月を予定）

済み

26 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地（水橋小池工区他）地区界測量業務

用地測量　１式 約９ヶ月
簡易公募型競争入札方
式

測量
第１四半期
（概ね４月を予定）

済み

27 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地（水橋小出工区）地区界測量（その１）業務

用地測量　１式 約８ヶ月
簡易公募型競争入札方
式

測量
第１四半期
（概ね５月を予定）

済み

28 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
三郷中部団地地区界測量（その１）業務

用地測量　１式 約８ヶ月
簡易公募型競争入札方
式

測量
第１四半期
（概ね５月を予定）

済み

29 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
水橋地区環境配慮モニタリング調査業務

環境配慮調査　１式 約11ヶ月
簡易公募型プロポーザル
方式

建設コンサルタント
第１四半期
（概ね４月を予定）

済み

30 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地区画整理他基本設計業務

基本設計　１式 約９ヶ月
簡易公募型プロポーザル
方式

建設コンサルタント
第１四半期
（概ね６月を予定）

済み

31 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
現場技術（その１）業務

現場監督補助等　１式
（現場技術員　1名予定）

約11ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
令和３年度
第４四半期
（概ね３月を予定）

済み

32 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地（水橋小出工区）区画整理実施設計（その１）業
務

実施設計　１式 約９ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第１四半期
（概ね５月を予定）

済み

33 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地（水橋専光寺工区）区画整理実施設計その他業
務

実施設計　１式
用地測量　１式

約９ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第１四半期
（概ね５月を予定）

済み

34 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地（東江上工区）区画整理実施設計業務

実施設計　１式 約９ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第１四半期
（概ね５月を予定）

済み

農林水産省 北陸農政局　〔 令和 4 年 10 月 21 日　時点〕
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35 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
上条団地区画整理実施設計（その２）業務

実施設計　１式 約８ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第１四半期
（概ね５月を予定）

済み

36 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
三郷中部団地区画整理実施設計（その１）業務

実施設計　１式 約８ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第１四半期
（概ね５月を予定）

済み

37 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
地下かんがい実証調査管理検討業務

地下かんがい機能調査等
１式

約９ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第１四半期
（概ね６月を予定）

済み

38 北陸農政局 水橋農地整備事業所
水橋農地整備事業
下条上市団地（水橋狐塚工区他）区画整理実施設計業務

実施設計　１式 約３ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第３四半期
（概ね12月を予
定）

39 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

西北陸土地改良調査管理事務所
氷見地区施設長寿命化計画策定他業務

施設整備計画補足検討、施設長寿命化計画策定　１式 約８ヶ月
簡易公募型プロポーザル
方式

建設コンサルタント
第２四半期
（概ね７月を予定）

済み

40 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

西北陸土地改良調査管理事務所
氷見地区環境配慮補足検討業務

環境配慮調査　１式 約８ヶ月
簡易公募型プロポーザル
方式

建設コンサルタント
第２四半期
（概ね７月を予定）

済み

41 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

西北陸土地改良調査管理事務所
常願寺川地区河川協議資料作成補足業務

河川協議資料作成　１式 約６ヶ月
簡易公募型プロポーザル
方式

建設コンサルタント
第２四半期
（概ね８月を予定）

42 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

西北陸土地改良調査管理事務所
富山呉西地域他課題把握調査業務

水利状況調査、受益面積調査　１式 約７ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第２四半期
（概ね８月を予定）

43 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

西北陸土地改良調査管理事務所
氷見地区営農計画作成他業務

営農計画調査、総費用算定調査　１式 約７ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第２四半期
（概ね８月を予定）

済み

44 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

射水平野国営施設機能保全事業
事業成果とりまとめ他業務

事業成果資料他作成　1式 約８ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第２四半期
（概ね７月を予定）

済み

45 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

西北陸土地改良調査管理事務所
五位ダム付帯設備耐震性能照査他業務

ダム付帯設備耐震性能照査　1式
機能診断　１式

約５ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第２四半期
（概ね８月を予定）

46 北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務
所

西北陸土地改良調査管理事務所
小矢部川地区水利使用補足検討業務

管理規程等作成　１式 約７ヶ月 一般競争入札方式 建設コンサルタント
第２四半期
（概ね８月を予定）

47 財務省 北陸財務局
令和４年度高岡宿舎Ｂ１号棟ほか屋上防水改修等工事監理業
務

富山県高岡市角（青葉町）４８０番１
富山県内の国家公務員宿舎に係る屋上防水改修等工
事監理業務

4か月 一般競争入札 建築士事務所 第１四半期

48  近畿中部防衛局  調達部  石川県№6に砺波市に係る管理業務あり。  砺波市 取り止め

49 富山県 営繕課 富山県立桜井高等学校武道場改築工事実施設計業務委託 黒部市三日市
武道場（S-1、392㎡）の改築、既存武道場(S-1、392㎡）
及び器具庫（S-1、131㎡）の解体

約５ヶ月 建築関係建設コンサルタント
第２四半期
 第１四半期

入札予定時期の
訂正

50 富山県 営繕課 旧富山県立泊高等学校校舎等解体工事実施設計委託業務 下新川郡朝日町道下
校舎（RC-3、延べ6,746㎡）、第一体育館（S-2、延べ
1,495㎡）、第二体育館（SRC-2、延べ1,930㎡）他の解体

約５ヶ月 建築関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済み

防衛省 近畿中部防衛局　〔 令和 4 年 10 月 1 日　時点〕

富山県　〔 令和 4 年 10 月 3 日　時点〕

財務省 北陸財務局　〔 令和 4 年 4 月 1 日　時点〕
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51 富山県 営繕課
富山県立富山いずみ高等学校長寿命化改修（第１期）工事実
施設計委託業務

富山市
堀川小泉町

特別教室棟（RC-4、延べ2,594㎡）の長寿命化改修 約８ヶ月 建築関係建設コンサルタント
第２四半期
 第１四半期

入札予定時期の
訂正

52 富山県 営繕課 富山県警察本部庁舎非常用発電機室新築工事実施設計委託 富山市新総曲輪
非常用発電機室（S-2、延べ308㎡）の新築工事及び地
下トレンチの設置

約６ヶ月 建築関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済み

53 富山県 営繕課 富山県立高岡支援学校小学部棟増築工事実施設計業務委託 高岡市東海老坂
小学部棟（RC-2、延べ1,050869 ㎡）の増築、仮設渡り廊
 下の新築等

約６ヶ月 建築関係建設コンサルタント
第２四半期
 第１四半期

委託業務の概
要、入札予定時
期の訂正

54 富山県 営繕課
富山県立砺波工業高等学校長寿命化改修（第２期）工事実施
設計業務委託

砺波市鷹栖 実習棟（RC-3、延べ2,236㎡）の長寿命化改修 約８ヶ月 建築関係建設コンサルタント
第２四半期
 第１四半期

入札予定時期の
訂正

55 富山県 営繕課
富山県立高岡工芸高等学校体育館及び高岡商業高等学校屋
内運動場照明器具更新工事外３件実施設計業務

高岡市中川高岡市横田外３ヶ所

・富山県立高岡工芸高等学校体育館及び高岡商業高等
学校屋内運動場照明器具LED化
・富山県立伏木高等学校体育館照明器具LED化
・富山県立南砺平高等学校体育館照明器具LED化
・富山県福光射撃場10ｍ射場等照明器具LED化

約３ヶ月 建築関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済み

56 富山県 営繕課 富山県衛生研究所非常用発電機更新工事実施設計業務 射水市中太閤山 非常用発電機（320kVA）及び地下タンク（6,000L）の更新 約４ヶ月 建築関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済み

57 富山県 営繕課
富山県立雄山高等学校特別教室棟蒸気配管改修工事外１件
実施設計業務

中新川郡立山町前沢外１ヶ所

・富山県立雄山高等学校特別教室棟の蒸気配管改修
・富山県農林水産総合技術センター農業研究所の受水
槽、高置水槽、深井戸水中ポンプ更新及び消火栓配管
改修

約３ヶ月 建築関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済み

58 富山県 営繕課
蓮花寺県営住宅３・４号棟排水管改善工事外２件実施設計業
務

高岡市蓮花寺外２ヶ所

・蓮花寺県営住宅３・４号棟の排水管改修及びライニン
グ
・富山県高岡総合庁舎別館の給水管改修
・富山県立高岡支援学校管理教室棟のエレベーター改
修

約３ヶ月 建築関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済み

59 富山県 営繕課
富山県富山総合庁舎トイレ排水管更新工事外２件実施設計業
務

富山市舟橋北町外２ヶ所
・富山県富山総合庁舎のトイレ排水管更新
・富山県立中央農業高等学校の給湯用貯湯槽更新
・富山県中央植物園管理研修棟のエレベーター改修

約３ヶ月 建築関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済み

60 富山県 営繕課 富山県立桜井高等学校武道場改築工事地質調査業務委託 黒部市三日市 地質調査  N＝１本 約３ヶ月 地質調査
第２四半期
 第１四半期

61 富山県 営繕課 富山県立氷見高等学校艇庫改築工事地質調査業務委託 氷見市鞍川 地質調査  N＝１本 約３ヶ月 地質調査
第２四半期
 第１四半期

62 富山県 新川土木センター
一般県道小川寺木下新線  県単道路改良  道路詳細設計委
託

魚津市天神新 道路詳細設計  １式 約4ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済み

63 富山県 新川土木センター 一般県道三箇吉島線  県単独道路改良  現地測量委託 魚津市横枕外 平板測量  １式 約4ヶ月 測量 第２四半期 発注済み

64 富山県 新川土木センター 一般県道三箇吉島線  県単独道路改良  測量設計委託 魚津市横枕外 路線測量  １式 道路詳細設計  １式 約4ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

65 富山県 新川土木センター
主要地方道金山谷田方町線  県単独道路改良  現地測量委
託

魚津市湯上外 平板測量  １式 約3ヶ月 測量 第２四半期 発注済み

66 富山県 新川土木センター
主要地方道金山谷田方町線  県単独道路改良  道路予備設
計委託

魚津市湯上外 道路予備設計  １式 約4ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

67 富山県 新川土木センター
主要地方道黒部宇奈月線  県単独道路改良  道路修正設計
委託

黒部市荻生 道路修正設計  １式 約4ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み
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68 富山県 新川土木センター 一般県道黒川滑川線  県単独道路改良  現地測量委託 滑川市小林外 平板測量  １式 約3ヶ月 測量 第２四半期 発注済み

69 富山県 新川土木センター 一般県道黒川滑川線  県単独道路改良  道路予備設計委託 滑川市小林外 道路予備設計  １式交差点予備設計  １式 約5ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

70 富山県 新川土木センター （主）魚津生地入善線  道路総合交付金  道路修正設計委託 黒部市石田 道路修正設計  １式 約5ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期 追加

71 富山県 新川土木センター
 主要地方道宇奈月大沢野線   県単独道路改良   道路修正設
 計委託

 滑川市蓑輪  道路修正設計   １式  約3ヶ月
 土木関係
 建設コンサルタント業務

 第３四半期 削除

72 富山県 新川土木センター
（一）三箇吉島線外 道路橋りょう改築 橋梁定期点検（レベル１
点検）

魚津市三ケ外 橋梁点検（レベル１点検） N=1式 約５ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済み

73 富山県 新川土木センター
（一）富山滑川魚津線外 道路橋りょう改築 橋梁定期点検（レベ
ル１点検）

滑川市大島外 橋梁点検（レベル１点検） N=1式 約５ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済み

74 富山県 新川土木センター (主)宇奈月大沢野線外 道路橋りょう改築 トンネル定期点検 魚津市天神新外 トンネル点検  N=1式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済み

75 富山県 新川土木センター (一)三箇吉島線 県単独災害防除 測量設計 魚津市黒谷 測量設計  N=1式 約４ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

76 富山県 新川土木センター (一)古鹿熊滑川線 道路総合交付金（防災・災防） 測量設計 魚津市古鹿熊 測量設計  N=1式 約４ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

77 富山県 新川土木センター
中川水系沖田川県単独河川維持修繕河川整備計画検討その
２

滑川市下島
～宮窪

河道計画検討  一式 約５ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期 追加

78 富山県 新川土木センター 布施川ダム県単独維持管理ダム総合点検 黒部市福平 ダム総合点検  1式 約8ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

79 富山県 新川土木センター 角川ダムダムメンテナンス洪水吐補修設計 魚津市鹿熊 詳細設計一式 約7ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

80 富山県 新川土木センター
角川水系角川外砂防関係施設整備（砂防）砂防設備長寿命化
計画改定

魚津市金山谷外 点検・計画一式 約９カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済み

81 富山県 新川土木センター
片貝川水系布施川外砂防関係施設整備（砂防）砂防設備長寿
命化計画改定

魚津市布施爪外 点検・計画一式 約６カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済み

82 富山県 新川土木センター
本江地区外砂防関係施設整備急傾斜地崩壊防止施設
長寿命化計画改定

滑川市本江外 点検・計画一式 約６カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済み

83 富山県 新川土木センター 角川水系石坂谷砂防総合交付金（砂防）測量 魚津市鹿熊 測量一式 約４カ月 測量 第２四半期 発注済み

84 富山県 新川土木センター
片貝川水系片貝川砂防関係施設整備（砂防）奥平沢堰堤対策
工法検討詳細設計

魚津市奥平沢
砂防堰堤補修 対策工法検討一式
詳細設計一式

約９カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み
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85 富山県 新川土木センター
上市川水系高知川砂防関係施設整備（砂防）堰堤対策工法検
討詳細設計

滑川市東福寺
砂防堰堤補修 対策工法検討一式
詳細設計一式

約９カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

86 富山県 新川土木センター 片貝川水系片貝川砂防関係施設整備（砂防）奥平沢堰堤測量 魚津市奥平沢 測量一式 約５カ月 測量 第２四半期 発注済み

87 富山県 新川土木センター
湯上地区砂防関係施設整備地すべり防止施設長寿命化計画
改定

魚津市湯上 点検・計画一式 約６カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期 修正

88 富山県 新川土木センター 角川水系石坂谷砂防総合交付金（砂防）地質調査 魚津市鹿熊 地質調査  N=５本 約５カ月 地質調査 第３四半期 修正

89 富山県 新川土木センター
片貝川水系片貝川砂防関係施設整備（砂防）奥平沢堰堤地質
調査

魚津市奥平沢 地質調査  N=６本 約５カ月 地質調査 第３四半期

90 富山県 新川土木センター 上市川水系高知川砂防関係施設整備（砂防）測量 滑川市東福寺 測量一式 約５カ月 測量 第３四半期

91 富山県 新川土木センター 上市川水系高知川砂防関係施設整備（砂防）地質調査 滑川市東福寺 地質調査  N=５本 約５カ月 地質調査 第３四半期

92 富山県 新川土木センター
魚津港港湾総合交付金臨港道路南線（新角川橋）耐震補強詳
細設計

魚津市上口～新角川 耐震詳細設計1式 約8ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 修正

93 富山県 新川土木センター 魚津港（南地区）港湾総合交付金2号、3号岸壁詳細設計 魚津市上口 岸壁補修詳細設計1式 約8ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済み

94 富山県 新川土木センター 滑川漁港海岸農山漁村地域整備交付金深浅測量 滑川市高塚 深浅測量1式現地測量1式 約3ヶ月 測量 第２四半期 発注済み

95 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(主)魚津生地入善線道路橋りょう改築下黒部橋（ランガー部）
橋梁補修設計委託

黒部市荒俣外 補修設計  一式 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

96 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）黒部朝日公園線道路橋りょう改築打谷その２スノーシェッ
ド補修設計委託

朝日町山崎 補修設計  一式 9ヶ月
土木関係
建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務

第１四半期 発注済

97 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(主)朝日宇奈月線道路橋りょう改築愛本橋C6ケーブル耐力照
査委託

黒部市宇奈月町中ノ口外 補修設計  一式 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期 修正

98 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(一)魚津入善線道路橋りょう改築黒部大橋（支承部）橋梁補修
設計委託

黒部市沓掛外 補修設計  一式 5ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

99 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(一)石田前沢線道路橋りょう改築堀切跨線橋（下部工）橋梁補
修設計委託

黒部市堀切 補修設計  一式 5ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

100 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(主)魚津生地入善線道路橋りょう改築下黒部橋外橋梁定期点
検（レベル１点検）委託

黒部市荒俣外
レベル1点検
N=２橋（歩道橋含む）

6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

101 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(一)魚津入善線外道路橋りょう改築前沢橋外橋梁定期点検（レ
ベル１点検）委託

黒部市前沢外 レベル1点検 N=８橋 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済
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102 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(一)福平石田線外道路橋りょう改築池吉橋外橋梁定期点検（レ
ベル１点検）委託

黒部市福平外 レベル1点検 N=１３橋 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

103 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）黒部朝日公園線道路橋りょう改築朝日小川トンネル点検
委託

朝日町山崎 トンネル点検 1基 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期 修正

104 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）黒部宇奈月線道路橋りょう改築宇奈月トンネル点検委託 黒部市宇奈月温泉 トンネル点検 1基 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期 修正

105 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）朝日宇奈月線外道路橋りょう改築愛本トンネル外点検委
託

黒部市下立外 トンネル点検 2基 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期 修正

106 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（一）舟見入膳線道路総合交付金（交安）橋梁詳細設計委託 入善町小杉
橋梁詳細設計  一式
（L=7ｍ）

5ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期 修正

107 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）黒部宇奈月線県単独道路改良測量設計委託 黒部市宇奈月温泉 詳細設計、路線測量 L=360m 9ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

108 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）入善宇奈月線県単独道路改良道路詳細設計委託 入善町上田～神林 測量、設計  L=1300m 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期

109 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）入善宇奈月線県単独道路改良路線測量委託 入善町上田～神林 測量、設計  L=1300m 6ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期

110 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）黒部朝日公園線県単独道路改良詳細設計委託 入善町野中外 詳細設計  L=960m 6カ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第３四半期 修正

111 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（主）黒部朝日公園線道路橋りょう改築打谷その１スノーシェッ
ド補修設計委託

朝日町山崎 補修設計  一式 9ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

112 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（一）田中横尾線県単独災害防除測量委託 朝日町笹川 現地測量  一式 4か月 測量 第１四半期 発注済

113 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（都）三日市新光寺線県単街路用地測量委託 黒部市三日市 用地測量  L=110m 7か月 測量 第１四半期 発注済

114 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(一)沓掛生地線県単独道路改良用地測量委託 黒部市沓掛 用地測量  L=630m 8ヶ月 測量 第１四半期 発注済

115 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(一)大家庄上飯野線県単独橋りょう維持修繕照川橋外橋梁補
修設計委託

入善町新屋外 補修設計  N=2橋 8ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第２四半期 発注済

116 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（一）舟見入膳線道路橋りょう改築消雪工設計委託 入善町小杉
消雪工設計  一式
（L=520ｍ）

4ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

117 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（一）舟見入膳線道路総合交付金（交安）地質調査委託 入善町小杉 地質調査 L=9m×2本 5ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

118 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

（一）中山田家新線県単独道路改良現地測量委託 黒部市鏡野 測量  L=700m 3ヶ月 測量 第２四半期 発注済
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119 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(一)吉原入膳線県単独道路改良田中踏切工法検討委託 入善町田中～入膳 踏切概略設計  一式 6ヶ月 設計 第２四半期

120 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(主)朝日宇奈月線外道路台帳修正委託 黒部市宇奈月町内山外 道路台帳修正  1式 5ヶ月 測量 第3四半期 追加

121 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

(主)魚津生地入善線外道路台帳修正委託 入善町目川外 道路台帳修正  1式 5ヶ月 測量 第3四半期 追加

122 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

朝日海岸海岸総合交付金深浅測量その１委託 朝日町宮崎外 深浅測量  １式 約5ケ月 測量 第１四半期 発注済

123 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

朝日海岸海岸総合交付金深浅測量その２委託 朝日町元屋敷外 深浅測量  １式 約5ケ月 測量 第１四半期 発注済

124 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

境海岸海岸保全測量設計委託 朝日町境 測量設計  １式 約6ケ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

125 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

宮崎海岸外海岸総合交付金高潮浸水シミュレーション委託 朝日町宮崎外 高潮浸水シミュレーション  1式 約10ケ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

126 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

大谷ダム県営ダム管理費堆砂測量外委託 黒部市吉城寺 堆砂測量外  1式 約11ケ月 測量 第１四半期 発注済

127 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

舟川ダム県営ダム管理費堆砂測量委託 入善町舟見 堆砂測量  1式 約6ケ月 測量 第2四半期 発注済

128 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

笹川水系七重谷川砂防関係施設整備
（砂防）七重谷第１号堰堤地形測量委託

朝日町笹川 地形測量  １式 約４ヶ月 測量 第１四半期 発注済

129 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

小川水系小川外砂防関係施設整備
（砂防）砂防設備長寿命化計画改定委託

朝日町湯ノ瀬外 砂防設備点検等  １式 約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

130 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

黒部川水系宇奈月谷川外砂防関係施設整備（砂防）砂防設備
長寿命化計画改定委託

黒部市宇奈月町宇奈月外 砂防設備点検等  １式 約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

131 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

境川水系境川外砂防関係施設整備
（砂防）砂防設備長寿命化計画改定委託

朝日町大平外 砂防設備点検等  １式 約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第１四半期 発注済

132 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

境川砂防関係施設整備（砂防）境川第 ４号堰堤対策工法検討
詳細設計委託

朝日町大平 既存堰堤の補強詳細設計  １式 約９ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第２四半期 発注済

133 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

金剛谷川砂防基礎調査（土石流）再調査委託 朝日町境 砂防基礎調査（再調査）点検等 約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第２四半期 発注済

134 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

笹川砂防関係施設整備（砂防）笹川枠工堰堤地形測量委託 朝日町笹川 地形測量  １式 約４ヶ月 測量 第２四半期 発注済

135 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

岩崎地区砂防関係施設整備（地すべ
り）地すべり防止施設長寿命化計画改定委託

朝日町岩崎 地すべり設備点検等 １式 約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第２四半期 発注済
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136 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

境（２）地区外砂防関係施設整備（急傾斜）急傾斜地崩壊防止
施設長寿命化
計画改定委託

朝日町境外 急傾斜設備点検等  １式 約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第２四半期 発注済

137 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

境川砂防関係施設整備（砂防）境川第 ４号堰堤地質調査委託 朝日町大平
ボーリング調査  N=２箇所
標準貫入試験N=２箇所

約４ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

138 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

境川砂防関係施設整備（砂防）境川第 ４号堰堤地形測量委託 朝日町大平 地形測量  １式 約４ヶ月 測量 第２四半期 発注済

139 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

入善土木事務所管内砂防関係施設整備（砂防）砂防堰堤工長
寿命化計画改定委託

朝日町笹川外
長寿命化計画策定
（砂防堰堤工ほか）  １式

約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第２四半期 発注済

140 富山県
新川土木センター
入善土木事務所

入善土木事務所管内砂防関係施設整備（砂防）渓流保全工長
命化計画改定
委託

朝日町石谷外
長寿命化計画策定
（渓流保全工ほか）  １式

約６ヶ月
土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務

第２四半期 発注済

141 富山県 富山土木センター (都)牛島蜷川線道路改築電線共同溝台帳整備 富山市牛島本町一丁目外 電線共同溝台帳整備  N=１式 約９ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

142 富山県 富山土木センター (主)富山魚津線道路橋りょう改築今川橋修正設計 富山市辻ヶ堂～水橋辻ヶ堂 上部工設計検討  N=１式 約９ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

143 富山県 富山土木センター 富山駅付近連続立体交差事業に係る費用便益分析
富山市明輪町
～曙町

費用便益分析  Ｎ＝１式 約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第４四半期 追加

144 富山県 富山土木センター 富山空港県単独空港整備定期点検測量 富山市秋ヶ島 測量  N=1式 約３ヶ月 測量業務 第２四半期 発注済

145 富山県 富山土木センター 富山空港県単独空港整備滑走路等路面性状調査 富山市秋ヶ島 滑走路等路面性状調査 N=１式 約４ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

146 富山県 富山土木センター
(主)富山上滝立山線道路総合交付金
（防災・災防）測量設計

富山市和田 道路法線変更測量設計 N=1式 約５ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

147 富山県 富山土木センター (主)砺波細入線道路総合交付金（防災・災防）地質調査 富山市長川原 地質調査  N=1式 約３ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

148 富山県 富山土木センター (一)荒屋敷月岡町線県単独災害防除落石対策測量設計 富山市下双嶺 落石対策  測量設計  N=1式 約５ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

149 富山県 富山土木センター (主)富山上市線道路橋りょう改築地質調査 富山市向新庄町 地質調査  N=1式 約３ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

150 富山県 富山土木センター
(主)富山上滝立山線道路総合交付金
（防災・災防）地質調査

富山市和田 地質調査  N=1式 約３ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

151 富山県 富山土木センター (一)東猪谷富山線外道路台帳修正 富山市寺津外 道路台帳修正  N=1式 約５ヶ月 測量 第３四半期 追加

152 富山県 富山土木センター （一）島地新名線道路総合交付金（防災・災防）地質調査 富山市八尾町島地 地質調査  N=1式 約2ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済
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153 富山県 富山土木センター (一）上笹原東町線外道路台帳修正 八尾町上笹原外 道路台帳修正  N=1式 約５ヶ月 測量 第３四半期 追加

154 富山県 富山土木センター (主)富山小杉線道路橋りょう改築有沢橋（新）補修設計 富山市有沢 上部工  下部工  補修設計 約10ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第４四半期 修正

155 富山県 富山土木センター (主)富山高岡線道路橋りょう改築新堀川橋補修設計 富山市野口 上部工  下部工  補修設計 約８ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

156 富山県 富山土木センター (主)富山小杉線道路橋りょう改築有沢橋（旧）補修設計 富山市有沢 上部工  下部工  補修設計 約８ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第４四半期 修正

157 富山県 富山土木センター
一般国道359号外道路橋りょう改築萩原高架橋（Aﾗｲﾝ）外橋梁
定期点検（ﾚ ﾍﾞﾙ1点検）

富山市萩原外 レベル１点検  N=8橋 約８ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

158 富山県 富山土木センター
主要地方道富山小杉線外道路橋りょう改築有沢橋（新）外橋梁
定期点検（ﾚﾍﾞ ﾙ1点検）

富山市有沢外 レベル１点検  N=8橋 約８ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

159 富山県 富山土木センター
一般国道359号外道路橋りょう改築黒瀬大橋（上流）外橋梁定
期点検（ﾚﾍﾞﾙ1点検）

富山市黒瀬外 レベル１点検  N=5橋 約８ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

160 富山県 富山土木センター
主要地方道富山上滝立山線外道路橋りょう改築霞橋外橋梁定
期点検（ﾚﾍﾞﾙ 1点検）

富山市小見外 レベル１点検  N=14橋 約８ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

161 富山県 富山土木センター
主要地方道砺波細入線外道路橋りょう改築清水大橋外橋梁定
期点検（ﾚﾍﾞﾙ1点検）

富山市山田清水外 レベル１点検  N=6橋 約８ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

162 富山県 富山土木センター
主要地方道砺波細入線県単独雪寒対策施設維持修繕雪崩対
策施設設計

富山市 山田中村 雪崩対策施設検討・設計 L=45m 約６ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第２四半期 発注済

163 富山県 富山土木センター 主要地方道富山高岡線道路総合交付金消雪施設設計
富山市丸の内
～安野屋町

消雪配管・設備設計 L=400m 約６ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第２四半期 発注済

164 富山県 富山土木センター 一般国道472号県単独道路改良路肩拡幅測量設計 富山市八尾町上高善寺 路肩拡幅（側溝工）設計 L=180m 約５ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

165 富山県 富山土木センター 一般県道宮ヶ谷北押川線県単独道路改良路肩拡幅測量設計 富山市三熊 路肩拡幅（側溝工）設計 L=190m 約５ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

166 富山県 富山土木センター
一般県道三室荒屋富山線県単独道路改良路肩拡幅（善名工
区）測量設計

富山市善名 路肩拡幅（側溝工）設計 L=600m 約５ヶ月
土木関係設計コンサル
タント業務

第１四半期 発注済

167 富山県 富山土木センター （主）砺波細入線県単独道路改良測量設計
富山市西笹津
～長川原

測量  L=30ｍ
道路設計  L=30m

約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第３四半期 修正

168 富山県 富山土木センター （主）富山魚津線県単独道路改良道路詳細設計 富山市浜黒崎 道路詳細設計  L=600m 約７ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第３四半期

169 富山県 富山土木センター （主）富山環状線道路橋りょう改築太田橋消雪施設設計 富山市太田南町～本郷町 消雪配管・設備設計 L=200m 約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第３四半期 追加
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170 富山県 富山土木センター （国）471号県単独道路改良測量設計 富山市八尾町内名 測量設計  L=400m 約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

171 富山県 富山土木センター 神通川水系太田川河川総合交付金市道橋詳細設計 富山市赤田 橋梁詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係 建設コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

172 富山県 富山土木センター 富山海岸海岸総合交付金深浅測量
富山市
海岸通～横越

深浅測量  N=1式 約７ヶ月 測量業務 第１四半期 発注済

173 富山県 富山土木センター 富山海岸海岸総合交付金三次元点群測量 富山市浜黒崎 UAVレーザ測量  N=1式図面作成 N=１式 約３ヶ月 測量業務 第３四半期

174 富山県 富山土木センター 神通川水系松川河川総合交付金松川排水門耐震詳細設計
富山市
磯部町二丁目

排水門詳細設計 N=1式 約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

175 富山県 富山土木センター 神通川水系松川河川改修松川制水門耐震性能照査
富山市
磯部町二丁目

制水門耐震性能照査 N=1式 約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

176 富山県 富山土木センター
神通川水系西谷川砂防総合交付金
（砂防）測量

富山市山田中村 地形測量  A=0.2km2 約５ケ月 測量 第２四半期 発注済

177 富山県 富山土木センター
神通川水系西谷川砂防総合交付金
（砂防）地質調査

富山市山田中村 地質調査  N=１式 約４ケ月 地質調査 第２四半期 発注済

178 富山県 富山土木センター
神通川水系西谷川砂防総合交付金
（砂防）堰堤詳細設計

富山市山田中村 詳細設計  N=１式 約８ケ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

179 富山県 富山土木センター
神通川水系羅子谷砂防総合交付金
（砂防緊急改築）羅子谷５号堰堤ソイルセメント配合試験

富山市八尾町田頭 配合試験  N=１式 約５ケ月 地質調査 第２四半期 発注済

180 富山県 富山土木センター
富山土木センター管内砂防総合交付金急傾斜地崩壊防止施
設長寿命化計画改定

富山市八木山外 長寿命化計画改定とりまとめ  N=１式 約８カ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

181 富山県 富山土木センター 東町地区砂防関係施設整備（急傾斜）斜面対策測量設計 富山市八尾町東町 地形測量  A=0.001k㎡詳細設計  N=１式 約６ケ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

182 富山県 富山土木センター 東町地区砂防関係施設整備（急傾斜）斜面対策地質調査 富山市八尾町東町 地質調査  N=１式 約６ケ月 地質調査 第３四半期

183 富山県 富山土木センター 神通川水系峠谷県単独砂防改良（砂防）設備計画策定 富山市庵谷 概略設計  N=１式 約８カ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

184 富山県 富山土木センター
常願寺川水系和田川砂防総合交付金
（砂防）堰堤詳細設計修正

富山市有峰 修正設計  N=１式 約７ケ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

185 富山県 富山土木センター
富山土木センター管内砂防関係施設整備（地すべり）長寿命化
計画策定

富山市八尾町桐谷外 地すべり防止施設長寿命化計画とりまとめ  N=１式 約６ケ月 地質調査 第３四半期 追加

186 富山県 富山土木センター
神通川水系野積川県単独砂防改良
（砂防）縦横断測量

富山市八尾町東布谷 縦横断測量  L=350m 約４ケ月 測量 第３四半期 追加
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187 富山県 富山土木センター （都）大泉線県単独街路予備設計 富山市本郷町外
予備設計  L=610ｍ
事業認可資料作成外N=１式

約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

188 富山県 富山土木センター
総合運動公園県単独都市公園施設整備照明設備更新詳細設
計

富山市南中田外 照明設備（LED化）設計 N＝１式 約６ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第３四半期 追加

189 富山県 富山土木センター (一)練合宮尾線道路総合交付金道路詳細設計 富山市打出 道路詳細設計  N=1式 約５ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第１四半期 発注済

190 富山県 富山土木センター （一)練合宮尾線道路総合交付金道路台帳作成 富山市打出外 道路台帳作成  N=1式 約３ヶ月 測量 第２四半期 発注済

191 富山県 富山土木センター 神通川左岸流域下水道西本郷ポンプ場耐水化設計 富山市婦中町西本郷 西本郷ポンプ場耐水化設計 N=1式 約５ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第３四半期

192 富山県 富山土木センター 神通川左岸流域下水道マンホール更生設計 富山市婦中町安田 マンホール更生設計  N=1式 約５ヶ月
土木関係 設計コンサルタ
ント業務

第２四半期 発注済

193 富山県 富山土木センター 神通川左岸流域下水道富山婦負幹線管渠・マンホール点検 富山市八尾町井田外 管渠マンホール点検  N=1式 約３ヶ月 測量 第３四半期 修正

194 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線県単独道路改良用地測量委託 立山町  坂井沢 用地測量  81500㎡ 約９ヶ月 測量 第２四半期 発注済

195 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)宇奈月大沢野線県単独道路改良道路詳細設計委託 上市町  中村 道路詳細設計  L=740ｍ 約８ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

196 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)寺坪上市線県単独道路改良用地測量委託 上市町  稗田 用地測量  A=3000㎡ 約４ヶ月 測量 第３四半期 修正

197 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)岩峅寺大石原水橋線県単独道路改良用地測量委託 立山町  蔵本新 用地測量  A=8000㎡ 約５ヶ月 測量 第３四半期

198 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)辻ヶ堂市田袋線県単独道路改良道路測量設計委託
富山市  水橋中村
～水橋市田袋

道路概略設計  L=520ｍ現地測量  A=0.02k㎡ 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

199 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)上市北馬場線線県単独道路改良（フレッシュアップ）道路
詳細設計

上市町  法音寺 道路詳細設計  １式測量  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

200 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)五位尾上中町線外道路橋りょう改築（メンテ・橋梁）東橋外
橋梁定期点検（レベル１）

管内 橋梁点検 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

201 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山上滝立山線外道路橋りょう改築（メンテ・橋梁）藤橋外
橋梁定期点検（レベル１）

管内 橋梁点検 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

202 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)富山滑川魚津線外道路橋りょう改築（メンテ・橋梁）池田橋
外橋梁定期点検（レベル１）

管内 橋梁点検 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

203 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山外郭環状線外道路橋りょう改築（メンテ・橋梁）新常願
寺橋外橋梁定期点検（レベル１）

管内 橋梁点検 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正
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204 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)五位尾上中町線外道路橋りょう改築（メンテ・橋梁）山見橋
外補修詳細設計委託

管内 橋梁補修設計  1式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

205 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)寺坪上市線外道路橋りょう改築（メンテ・橋梁）新藤塚橋外
補修詳細設計委託

管内 橋梁補修設計  1式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

206 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線道路橋りょう改築（メンテ・橋梁）荒谷橋外
補修詳細設計委託

管内 橋梁補修設計  1式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

207 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)宇奈月大沢野線外県単独橋りょう維持修繕浅生橋外補修
詳細設計委託

管内 橋梁補修設計  1式 約７ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期

208 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線県単独橋りょう維持修繕富立大橋外詳細
設計委託

立山町  利田 取付道路設計  １式 橋梁付属物設計  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 追加

209 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

立山土木管内道路橋りょう改築（メンテ・付属物）シェッド点検
委託

管内 ロックシェッド点検  １式スノーシェッド点検  １式 約７ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

210 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線道路橋りょう改築（メンテ・付属物）千垣ト
ンネル点検委託

立山町  千垣 トンネル点検  １式 約４ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

211 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

立山土木管内県単独災害防除防災点検委託 管内 道路防災点検  １式 約12ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第４四半期

212 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)寺坪上市線県単独雪寒対策施設維持修繕消雪配管設計
委託

上市町  横法音寺 消雪配管設計  １式 約３ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

213 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山上市線県単独道路改良（フレッシュアップ）測量設計
委託

立山町  泉 道路詳細設計  １式測量  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

214 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)滑川上市線県単独道路改良（フレッシュアップ）測量設計
委託

上市町  大永田 道路詳細設計  １式測量  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

215 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)上市北馬場線県単独災害防除法面工詳細設計委託 上市町  釈泉寺 法面工詳細設計  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期

216 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線外道路台帳修正委託 管内 道路台帳修正  １式 約４ヶ月 測量 第３四半期 追加

217 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)極楽寺郷柿沢線外道路台帳修正委託 管内 道路台帳修正  １式 約４ヶ月 測量 第３四半期 追加

218 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(都)前沢中央線県単独都市計画街路推進測量委託 立山町  前沢 現地測量  A=0.01k㎡ 約４ヶ月 測量 第１四半期 発注済

219 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(都)前沢中央線県単独都市計画街路推進設計委託 立山町  前沢 道路概略設計  L=430ｍ 約７ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

220 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

白岩川水系栃津川  県単独河川維持修繕  地下水位観測 上市町新村 堤防地下水位観測  2孔 約７ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済
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221 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

白岩川  河川改修（水橋大橋）  下部工修正設計 富山市水橋畠等 下部工修正設計  1式施工計画検討  1式 約11ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

222 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

常願寺川外  県単独河川維持修繕  河川台帳電子化委託 管内 河川台帳電子化  1式 約５ヶ月 測量 第１四半期 発注済

223 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

白岩川外  県単独河川維持修繕  河川現況台帳作成委託 管内 河川台帳作成  1式 約３ヶ月 測量 第３四半期 追加

224 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

白岩川水系蛇沢堂谷砂防総合交付金地質調査委託 立山町芦見 地質調査  １式 約４ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

225 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

常願寺川圏域砂防設備緊急改築大岩２号堰堤対策工法検討
委託

上市町大岩
石積堰堤
対策工法検討  １式

約８ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

226 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

東種地区砂防総合交付金地すべり調査解析委託 上市町西種 地すべり調査解析  １式 約11ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

227 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

上市川水系郷川県単独砂防維持修繕砂防施設詳細設計委託 上市町黒川 詳細設計  １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

228 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

常願寺川圏域砂防関係施設整備大岩２号堰堤測量委託 上市町大岩 測量  １式 約４ヶ月 測量 第２四半期 発注済

229 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

常願寺川圏域砂防関係施設整備大岩２号堰堤地質調査委託 上市町大岩 地質調査  １式 約４ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

230 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

黒部川圏域砂防関係施設整備大熊第１号堰堤測量委託 上市町伊折 測量  １式 約４ヶ月 測量 第１四半期 発注済

231 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

黒部川圏域砂防関係施設整備大熊第１号堰堤地質調査委託 上市町伊折 地質調査  １式 約４ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

232 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

立山土木事務所管内砂防総合交付金砂防堰堤工長寿命化計
画策定委託

立山土木管内 長寿命化計画策定（砂防堰堤工ほか）  １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

233 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

立山土木事務所管内砂防関係施設整備渓流保全工長寿命化
計画策定委託

立山土木管内 長寿命化計画策定（渓流保全工ほか）  １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

234 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

早月川流域砂防総合交付金土砂洪水氾濫対策検討委託 上市町伊折外 土砂洪水氾濫対策検討 １式 約８ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

235 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

大松地区外砂防関係施設整備急傾斜地崩壊防止施設長寿命
化計画策定委託

上市町大松外 長寿命化計画策定  １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

236 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

上市川水系岩蔵谷砂防関係施設整備地質調査委託 上市町稲村 地質調査  １式 約３ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

237 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

上市川水系岩蔵谷砂防関係施設整備測量委託 上市町稲村 測量  １式 約３ヶ月 測量 第２四半期 発注済
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238 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

上市川水系滝谷川砂防関係施設整備地質調査委託 上市町西種 地質調査  １式 約３ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

239 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

上市川水系滝谷川砂防関係施設整備測量委託 上市町西種 測量  １式 約３ヶ月 測量 第２四半期 発注済

240 富山県 高岡土木センター (主)高岡環状線道路改築地質調査その１３委託業務 高岡市下島町
地質調査
ボーリング  N=3本

約７ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

241 富山県 高岡土木センター
(主)高岡環状線道路改築道路台帳作成委託業
務

高岡市
上伏間江～二塚

道路台帳修正  L=1.1km 約３ヶ月 測量 第１四半期 発注済

242 富山県 高岡土木センター (主)高岡環状線道路改築平面図作成委託業務
高岡市下島町～
佐野

現地測量A=0.13km2 約４ヶ月 測量 第１四半期 発注済

243 富山県 高岡土木センター (主)立野鴨島線道路測量設計委託業務 高岡市六家 現地測量A=0.001Km2道路設計1式 約４ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第１四半期 発注済

244 富山県 高岡土木センター
(主)高岡環状線道路改築地質調査その１４委託
業務

高岡市
下島町～佐野

地質調査
ボーリング  N=7本

約５ヶ月 地質調査 第３四半期

245 富山県 高岡土木センター
(主)小矢部伏木港線道路総合交付金水道管移設設計委託業
務

高岡市福岡町上野 水道管移設設計  1式 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第１四半期 発注済

246 富山県 高岡土木センター （一）練合宮尾線道路総合交付金道路詳細設計委託業務 射水市本江北外 道路詳細設計  N=１式 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第１四半期 発注済

247 富山県 高岡土木センター （一）小杉大門線県単独道路改良道路詳細設計委託業務 射水市堀内 道路詳細設計  N=１式 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

248 富山県 高岡土木センター
（国）415号県単独橋梁維持修繕新庄川橋関連旧橋撤去設計
委託業務

射水市庄西町～庄川本町 旧橋撤去設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

249 富山県 高岡土木センター （一）本保福岡線県単独道路改良道路概略検討委託業務 高岡市福岡町下蓑新～一歩二歩 道路概略検討  N=1式 約５ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

250 富山県 高岡土木センター （主）新湊庄川線道路総合交付金測量設計委託業務 射水市下条 測量設計  L=400m 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

251 富山県 高岡土木センター
県民公園太閤山ランド都市公園総合交付金照明設備更新詳
細設計その３委託業務

射水市黒河 園路照明灯更新設計 １式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

252 富山県 高岡土木センター (国)４１５号外道路橋りょう改築トンネル点検委託業務 高岡市雨晴外 トンネル点検  N=４箇所 約４ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

253 富山県 高岡土木センター
(一)小野上渡線県単独災害防除法面対策測量設計検委託業
務

高岡市福岡町五位 測量設計  １式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

254 富山県 高岡土木センター
(一)小野上渡線県単独災害防除地質調査委託
業務

高岡市福岡町五
位

地質調査  １式 約３ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

15 / 44 



業務種別

業務の業種

富山県内における業務（測量、調査及び設計）の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 業務名 履行場所 業務概要 履行期間 入札契約方式 備考入札予定時期

255 富山県 高岡土木センター 県単独道路台帳修正委託業務 管内 道路台帳修正  １式 約４ヶ月 測量 第３四半期 分割検討中

256 富山県 高岡土木センター
(国）４１５号道路橋りょう改築（新庄川橋下り）橋
梁定期点検（レベル１点検）委託業務

射水市庄川本町 橋梁定期点検  N=1橋 約７か月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第２四半期 発注済

257 富山県 高岡土木センター
(主）小杉婦中線外道路橋りょう改築（戸破高架
橋上り外２橋）橋梁定期点検（レベル１点検）委託業務

射水市戸破外 橋梁定期点検  N=3橋 約７か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

258 富山県 高岡土木センター
(主）高岡環状線外道路橋りょう改築（二上大橋外３橋）橋梁定
期点検（レベル１点検）委託業務

高岡市長慶寺外 橋梁定期点検  N=4橋 約７か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

259 富山県 高岡土木センター
(一）守山向野線外道路橋りょう改築（二上橋外 ２橋）橋梁定期
点検（レベル１点検）委託業務

高岡市守護町外 橋梁定期点検  N=3橋 約７か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期

260 富山県 高岡土木センター
(一）松木鷲塚線外道路橋りょう改築（大江橋外
８橋）橋梁定期点検（レベル１点検）委託業務

射水市稲積外 橋梁定期点検  N=9橋 約７か月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第１四半期 発注済

261 富山県 高岡土木センター
(主）高岡羽咋線外道路橋りょう改築（新北島橋
外７橋）橋梁定期点検（レベル１点検）委託業務

高岡市北島外 橋梁定期点検  N=8橋 約７か月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第１四半期 発注済

262 富山県 高岡土木センター
(国）４１５号道路橋りょう改築（対港橋その１外１
橋）橋梁定期点検（レベル１点検）委託業務

高岡市米島 橋梁定期点検  N=2橋 約７か月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第２四半期 発注済

263 富山県 高岡土木センター
(国）４１５号道路橋りょう改築（対港橋歩道橋）橋
梁定期点検（レベル１点検）委託業務

高岡市米島 橋梁定期点検  N=1橋 約７か月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第２四半期 発注済

264 富山県 高岡土木センター
（国）４１５号県単独橋りょう維持修繕（新庄川橋
上り）計測調査委託業務

射水市庄川本町 橋梁計測調査  N=1橋 約６か月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第２四半期 発注済

265 富山県 高岡土木センター
（主）押水福岡線県単独雪寒維持修繕（土屋橋
歩道橋）消雪配管更新詳細設計委託業務

高岡市福岡町土
屋～福岡新

消雪配管詳細設計  N=1式 約５ヶ月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第３四半期

266 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系黒石川河川総合交付金用水路詳
細設計委託業務

高岡市福岡町本
領

用水路詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第２四半期 発注済

267 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系黒石川河川総合交付金護岸詳細設計その２委
託業務

高岡市福岡町荒屋敷 護岸詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

268 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系黒石川河川総合交付金地質調査その４委託業
務

高岡市福岡町本領
地質調査
ボーリング  N=1本

約４ヶ月 地質調査 第３四半期 修正

269 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系黒石川河川総合交付金２号橋詳細設計委託業
務

高岡市福岡町荒屋敷～本領 橋梁詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

270 富山県 高岡土木センター 庄川水系地久子川河川改修地質調査委託業務 高岡市赤祖父
地質調査
ボーリング  N=5本

約４ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

271 富山県 高岡土木センター 庄川水系地久子川河川改修３号橋詳細設計委託業務 高岡市赤祖父～井口本江 橋梁詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済
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272 富山県 高岡土木センター 庄川水系地久子川河川改修４号橋詳細設計委託業務 高岡市赤祖父 橋梁詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

273 富山県 高岡土木センター 庄川水系地久子川河川改修護岸等設計（施工計画）委託業務 高岡市野村～赤祖父 護岸施工計画  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

274 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系谷内川河川改修地質調査委託業務 高岡市麻生谷
地質調査
ボーリング  N=3本

約４ヶ月 地質調査 第３四半期

275 富山県 高岡土木センター
小矢部川圏域子撫川砂防総合交付金（砂防）緊急改築沢川３
号堰堤詳細設計委託業務

高岡市福岡町沢川 堰堤工  N=1基 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第１四半期 発注済

276 富山県 高岡土木センター
小矢部川圏域子撫川砂防総合交付金（砂防）緊急改築沢川４
号堰堤詳細設計委託業務

高岡市福岡町沢川 堰堤工  N=1基 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第１四半期 発注済

277 富山県 高岡土木センター
小矢部川圏域子撫川砂防総合交付金（砂防）緊急改築沢川２
号堰堤測量委託業務

高岡市福岡町沢川 現地測量  A=0.019km2 約４ヶ月 測量 第１四半期 発注済

278 富山県 高岡土木センター
五位（１)地区砂防関係施設整備（急傾斜）擁壁工設計委託業
務

高岡市福岡町五位 擁壁工設計  N=1式 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

279 富山県 高岡土木センター 五位（１)地区砂防関係施設整備（急傾斜）測量委託業務 高岡市福岡町五位 現地測量  N=1式 約４ヶ月 測量 第２四半期 発注済

280 富山県 高岡土木センター
高岡土木センター管内砂防総合交付金（砂防）長寿命化計画
年次計画改定委託

高岡市福岡町沢川外地内 長寿命化計画年次計画改定 N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

281 富山県 高岡土木センター 千保川外河川台帳図面電子化委託業務 高岡市四屋外 河川台帳平面図電子化  N=1式 約４ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第１四半期 発注済

282 富山県 高岡土木センター 下条川水系前田川県単独河川改良函渠工詳細設計委託 射水市上野地内 函渠工詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

283 富山県 高岡土木センター 雨晴海岸 海岸総合交付金 深浅測量委託業務 高岡市太田 深浅測量  １式 約９ヶ月 測量 第１四半期 発注済

284 富山県 高岡土木センター 雨晴海岸   海岸保全施設健全度評価委託業務 高岡市太田 健全度評価  １式 約７ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

285 富山県 高岡土木センター
伏木富山港海岸（新湊地区） 港湾海岸総合交付金 海老江海
浜公園測量詳細設計委託業務

射水市海老江 測量・詳細設計  １式 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

286 富山県 高岡土木センター
伏木富山港海岸（新湊地区） 港湾海岸保全 老朽化対策測量
設計委託業務

射水市海老江外 調査・計画策定  １式 約７ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

287 富山県 高岡土木センター
新湊漁港 水産物供給基盤機能保全 機能保全計画更新委託
業務

射水市八幡町外 調査・計画策定  １式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

288 富山県 高岡土木センター
新湊漁港 水産物供給基盤機能保全 機能保全計画更新測量
委託業務

射水市八幡町外 深浅測量  １式 約３ヶ月 測量 第３四半期 修正
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289 富山県 高岡土木センター
新湊漁港 農山漁村地域整備交付金 -3.0m岸壁背後地詳細設
計委託業務

射水市八幡町 詳細設計  １式 約４ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

290 富山県 高岡土木センター 小矢部川流域下水道高岡庄川幹線測量その１委託業務 高岡市中田 現地測量  1式 約８ヶ月 測量 第２四半期 発注済

291 富山県 高岡土木センター
小矢部川流域下水道高岡庄川幹線測量その２
委託業務

高岡市中田 現地測量  1式 約８ヶ月 測量 第２四半期 発注済

292 富山県 高岡土木センター
小矢部川流域下水道高岡庄川幹線地質調査委
託業務

高岡市中田
地質調査
ボーリング  Ｎ＝３本

約８ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

293 富山県 高岡土木センター 小矢部川流域下水道高岡庄川幹線基本設計委託業務 高岡市中田 基本設計  1式 約８ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

294 富山県 高岡土木センター
小矢部川流域下水道二上浄化センター水処理
設備外更新詳細設計委託業務

高岡市二上 詳細設計  1式 約６ヶ月
土木関係建設コ
ンサルタント業務

第２四半期 発注済

295 富山県 高岡土木センター
神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センター計装設備外
更新詳細設計委託業務

射水市海竜町 詳細設計  1式 約４ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

296 富山県 高岡土木センター
小矢部川流域下水道二上浄化センター水処理設備外更新詳
細設計その２委託業務

高岡市二上 詳細設計  1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

297 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般県道氷見志雄線県単独道路改良測量設計委託 氷見市小久米～日名田 路線測量  L=250m、道路詳細設計  L=250m 約７ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

298 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

主要地方道万尾脇方線県単独道路改良（中谷内橋）橋梁詳細
設計委託

氷見市中谷内 橋梁詳細設計 １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期

299 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般国道415号道路橋りょう改築橋梁定期点検（レベル１点検）
委託

氷見市窪外 橋梁定期点検 N=７基 約８ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

300 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般国道415号道路橋りょう改築上庄橋（仮称）側方移動調査
委託

氷見市泉外 側方移動調査 １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

301 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般国道415号道路橋りょう改築軟弱地盤沈下量解析委託 氷見市谷屋外 軟弱地盤沈下量解析 １式 約１２ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第４四半期

302 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

主要地方道氷見惣領志雄線道路橋りょう改築道路修正設計委
託

氷見市川尻～飯久保 道路修正設計 １式 約８ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

303 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般県道平阿尾線県単独橋りょう維持修繕（稲積橋）橋梁補修
設計委託

氷見市阿尾 橋梁補修設計  １式 約７ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

304 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般国道415号道路橋りょう改築ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ定期点検委託 氷見市熊無 スノーシェルター定期点検 N=１基 約３ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

305 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般県道氷見志雄線外県単独道路改良（下久津呂外）測量設
計委託

氷見市下久津呂外 測量設計 １式 約４ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期
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306 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般国道415号外県単独道路台帳修正委託 氷見市熊無外 台帳修正 １式 約５ヶ月 測量 第３四半期 分割検討中

307 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般国道415号外県単独交通安全施設交通量調査 氷見市 交通量調査 １式 約２ヶ月 測量 第２四半期 追加発注済

308 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一般国道415号道路橋りょう改築地質調査委託 氷見市泉 地質調査  1式 約３ヶ月 地質調査 第３四半期 追加

309 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

氷見漁港機能保全護岸補修設計委託 氷見市比美町 護岸補修設計  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

310 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小境海岸海岸総合交付金深浅測量委託 氷見市小境 深浅測量  １式 約７ヶ月 測量 第１四半期 発注済

311 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

湊川県単独河川維持修繕測量設計委託 氷見市比美町外 測量、護岸設計  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

312 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

仏生寺川河川総合交付金市道橋架替道路予備設計委託 氷見市園外 道路予備設計（市道法線検討等）  １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

313 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

仏生寺川河川総合交付金水門等逆流防止施設予備設計委託 氷見市園外 水門等逆流防止施設予備設計  １式 約８ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

314 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

園(3)地区砂防総合交付金（急傾斜）詳細設計委託 氷見市園 詳細設計  １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

315 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

国見地区砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設長
寿命化計画改定委託

氷見市国見 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

316 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

胡桃地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市胡桃外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

317 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

長坂地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市長坂外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

318 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小滝地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市小滝外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

319 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

一刎地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市一刎外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

320 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

熊無地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市熊無外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

321 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

論田地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市論田外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

322 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

坪池地区砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設長
寿命化計画改定委託

氷見市坪池 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済
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323 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

三尾地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市三尾外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

324 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

土倉地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市土倉外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

325 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小竹地区外砂防関係施設整備（地すべり）地すべり防止施設
長寿命化計画改定委託

氷見市小竹外 長寿命化計画改定  １式 約６ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

326 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

上庄水系坪池川外砂防関係施設整備（砂防）砂防設備長寿命
化計画改定委託

氷見市坪池外 長寿命化計画改定  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

327 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

桑の院地区外砂防関係施設整備（急傾斜）急傾斜地崩壊防止
施設長寿命化計画改定委託

氷見市桑院外 長寿命化計画改定  １式 約５ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

328 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小杉（１）地区砂防関係施設整備(急傾斜）施設補修設計委託 氷見市小杉 補修設計  １式 約６ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

329 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

阿尾水系胡桃川外砂防関係施設整備（砂防）砂防設備長寿命
化計画改定委託

氷見市胡桃外 長寿命化計画改定  １式 約４ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

330 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

坪池地区砂防総合交付金（地すべり）調査委託 氷見市坪池 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

331 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

論田熊無地区砂防総合交付金（地すべり）調査委託 氷見市論田外 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

332 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

懸札地区砂防総合交付金（地すべり）調査委託 氷見市懸札 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

333 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

胡桃地区砂防総合交付金（地すべり）調査委託 氷見市胡桃 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

334 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

柿谷地区砂防総合交付金（地すべり）調査委託 氷見市柿谷 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

335 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

上庄川水系石戸前谷砂防関係施設整備（砂防）調査委託 氷見市柿谷 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

336 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小矢部川圏域国見地区砂防関係施設整備（地すべり）調査委
託

氷見市国見 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

337 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

鞍骨地区砂防総合交付金（地すべり）調査委託 氷見市鞍骨 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

338 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

長坂地区砂防関係施設整備（地すべり）調査委託 氷見市長坂 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

339 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小矢部川圏域一刎地区砂防関係施設整備（地すべり）調査委
託

氷見市一刎 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期
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340 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小矢部川圏域馬場出地区砂防関係施設整備（地すべり）調査
委託

氷見市長坂 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

341 富山県
高岡土木センター
氷見土木事務所

小矢部川圏域一の瀬地区砂防関係施設整備（地すべり）調査
委託

氷見市上余川 地すべり観測  １式 約１２ヶ月 地質調査 第４四半期

342 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)砺波小矢部線県単独雪寒対策施設消雪工詳細設計委託 小矢部市野寺
消雪設備       N=1式
交差点修正設計  N=1式

約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

343 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(国)359号道路橋りょう改築橋梁定期点検（レベル１点検）委託 小矢部市蓑輪外 橋梁点検  N=6橋 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

344 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(国)471号道路橋りょう改築橋梁定期点検（レベル１点検）委託 小矢部市泉町外 橋梁点検  N=3橋 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

345 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)小矢部福光線道路橋りょう改築野端跨線橋補修設計委託 小矢部市野端 補修設計  N=1式 約５ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

346 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)富山戸出小矢部線道路橋りょう改築芹川高架線橋補修設
計委託

小矢部市芹川 補修設計  N=1式 約５ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

347 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(国)359号道路橋りょう改築新津沢大橋2号橋補修設計委託 小矢部市蓑輪 補修設計  N=1式 約７ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

348 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)小矢部津幡線道路橋りょう改築宮島橋補修設計委託 小矢部市岩崎 補修設計  N=1式 約７ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

349 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)小矢部伏木港線県単独橋りょう維持修繕子撫橋補修設計
委託

小矢部市田川 補修設計  N=1式 約５ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

350 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)小矢部福光線道路橋りょう改築野端跨線橋（跨線部）補修
設計委託

小矢部市野端 補修設計  N=1式 約５ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期 追加

351 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)富山戸出小矢部線道路橋りょう改築芹川高架線橋（跨線
部）補修設計委託

小矢部市芹川 補修設計  N=1式 約５ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期 追加

352 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)小矢部津幡線県単独災害防除詳細設計委託 小矢部市菅ヶ原 詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

353 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(一)谷坪野芹川線県単独災害防除詳細設計委託 小矢部市谷坪野 詳細設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

354 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

（主）小矢部福光線道路総合交付金（防災・災防・修繕）修正設
計委託業務

小矢部市小森谷 修正設計  N=1式 約４ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

355 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

（主）小矢部福光線道路総合交付金（防災・災防・修繕）地質調
査業務

小矢部市小森谷 ボーリング調査 N=1式 約３ケ月 地質調査 第３四半期

356 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)小矢部津幡線県単独災害防除地質調査委託 小矢部市菅ヶ原 ボーリング調査   N=1式 約２ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

21 / 44 



業務種別

業務の業種

富山県内における業務（測量、調査及び設計）の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 業務名 履行場所 業務概要 履行期間 入札契約方式 備考入札予定時期

357 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)福光福岡線県単独道路改良測量その１委託 小矢部市興法寺 三次元測量  N=1式 測量  N=1 式 約５ケ月 測量 第３四半期
修正
（名称、概要）

358 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)福光福岡線県単独道路改良測量その２委託 小矢部市興法寺 三次元測量  N=1式 約５ケ月 測量 第３四半期 追加

359 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

(主)富山戸出小矢部線県単独道路台帳修正委託 小矢部市芹川 道路台帳修正  N=1式 約５ケ月 測量 第３四半期 追加

360 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

（主）小矢部福光線外道路総合交付金（防災・補修・点検）トン
ネル点検委託業務

小矢部市小森谷外 トンネル点検    N=1式 約４ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

361 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

（国）359号外道路総合交付金（防災・補修・点検）シェルター等
点検委託業務

小矢部市内山外 シェルター等点検  N=1式 約４ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

362 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

（国）471号外県単独交通安全施設整備
（２種）交通量調査委託業務

小矢部市嘉例谷外 交通量調査  N=1式 約２ヶ月 測量 第２四半期 発注済

363 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

小矢部川水系黒石川外県単独河川維持修繕河川台帳電子化
委託業務

小矢部市岡外 河川台帳電子化 N=1式 約5ヶ月 測量 第１四半期 発注済

364 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

小矢部川水系合又川県単独河川維持修繕河川整備計画策定
委託業務

小矢部島外 河川整備計画策定 N=１式 約8ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

365 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

八講田地区砂防総合交付金（地すべり）緊急改築地すべり防
止調査委託業務

小矢部市八講田 地滑り調査  N=1式 約11ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

366 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

小矢部土木事務所管内砂防関係施設整備砂防設備長寿命化
計画改定委託業務

小矢部土木事務所管内 長寿命化計画改定 N=1式 約8ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

367 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

内山地区砂防関係施設整備地すべり防止施設長寿命化計画
改定委託業務

小矢部市内山 施設点検調査  N=1式 約6ヶ月 地質調査 第３四半期

368 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

道坪野堂ノ前地区外砂防関係施設整備地すべり防止施設長
寿命化計画改定委託業務

小矢部市道坪野外 施設点検調査  N=1式 約6ヶ月 地質調査 第３四半期

369 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

峰坪野地区砂防関係施設整備地すべり防止施設長寿命化計
画改定委託業務

小矢部市峰坪野 施設点検調査  N=1式 約6ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

370 富山県
高岡土木センター
小矢部土木事務所

岩崎地区外砂防関係施設整備地すべり防止施設長寿命化計
画改定委託業務

小矢部市岩崎外 施設点検調査  N=1式 約6ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

371 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号道路総合交付金
（防災・災防・修繕）法面工設計新屋G201工区

南砺市新屋 法面工詳細設計  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

372 富山県 砺波土木センター
一般国道４７１号外道路橋りょう改築新楢尾トンネル外照明設
計

南砺市利賀村外 トンネル照明設計  １式 約４ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

373 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号県単独道路改良
（フレッシュアップ）歩道測量設計皆葎工区

南砺市皆葎 歩道測量設計  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済
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374 富山県 砺波土木センター
主要地方道福光上平線外道路橋りょう改築滝谷トンネル外点
検

南砺市刀利外 トンネル点検  １式 約４ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

375 富山県 砺波土木センター 一般国道３５９号県単独道路維持修繕太田橋活用検討 砺波市太田外
交通量調査  １式
橋梁活用方法の検討  １式

約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

376 富山県 砺波土木センター
主要地方道新湊庄川線県単独道路改良（フレッシュアップ）歩
道測量設計

砺波市庄川町庄 歩道測量設計  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

377 富山県 砺波土木センター 一般国道３５９号外県単独道路台帳修正 砺波市正権寺外 道路台帳修正  １式 約５ヶ月 測量 第３四半期 追加

378 富山県 砺波土木センター 一般国道３０４号外県単独道路台帳修正 南砺市大鋸屋外 道路台帳修正  １式 約５ヶ月 測量 第３四半期 追加

379 富山県 砺波土木センター 一般国道１５６号外県単独道路台帳修正 南砺市利賀村下原外 道路台帳修正  １式 約５ヶ月 測量 第３四半期 追加

380 富山県 砺波土木センター 一般国道１５６号道路橋りょう改築地質調査新山Ｅ０１３工区 南砺市利賀村新山 調査ボーリング  １式 約３ヶ月 地質調査 第３四半期 追加

381 富山県 砺波土木センター
一般国道４７１号道路総合交付金
（防災・防雪）雪崩対策施設測量設計利賀D200工区

南砺市利賀村 雪崩予防柵設計  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

382 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号道路橋りょう改築宮川原橋外橋梁定期点検
（レベル １点検）

南砺市楮外 橋梁定期点検（レベル１点検）N＝3橋 約10ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

383 富山県 砺波土木センター
主要地方道坪野小矢部線外道路橋りょう改築砺波大橋外橋梁
定期点検（レベル１点検）

砺波市権正寺外 橋梁定期点検（レベル１点検）N＝2橋 約10ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

384 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号外道路橋りょう改築小谷川橋外橋梁定期点
検（レベル１点検）

南砺市下出外 橋梁定期点検（レベル１点検）N＝12橋 約10ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

385 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号道路橋りょう改築下原３Ｄスノーシェッド補修
設計

南砺市利賀村下原 スノーシェッド補修設計  １式 約５ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

386 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号道路橋りょう改築菅沼２Ａ１スノーシェッド外補
修設計

南砺市菅沼 スノーシェッド補修設計  １式 約５ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

387 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号道路橋りょう改築大島橋外橋梁定期点検（レ
ベル１点検）

南砺市大島外 橋梁定期点検（レベル１点検）N＝3橋 約10ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

388 富山県 砺波土木センター
一般国道４７１号外道路橋りょう改築脇山大橋外橋梁定期点
検（レベル１点検）

南砺市利賀村栗当外 橋梁定期点検（レベル１点検）N＝2橋 約10ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

389 富山県 砺波土木センター
一般国道１５６号道路橋りょう改築平橋外橋梁定期点検（レベ
ル１点検）

南砺市下梨 橋梁定期点検（レベル１点検）N＝2橋 約10ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

390 富山県 砺波土木センター 一般国道４７１号道路橋りょう改築スノーシェッド等定期点検 南砺市利賀村高沼外 スノーシェッド等定期点検 １式 約８ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済
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391 富山県 砺波土木センター
主要地方道利賀河合線外道路橋りょう改築スノーシェッド等定
期点検

南砺市利賀村北島外 スノーシェッド等定期点検 １式 約８ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

392 富山県 砺波土木センター
一般国道４７１号道路総合交付金
（防災・防雪）雪崩対策施設地質調査利賀D200工区

南砺市利賀村 地質調査  １式 約３ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

393 富山県 砺波土木センター 一般国道１５６号外県単独雪寒維持修繕防災カルテ点検 南砺市菅沼外 防災カルテ点検 １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

394 富山県 砺波土木センター
一般国道３０４号外県単独雪寒維持修繕防災カルテ点検委託
業務

南砺市砂子谷外 防災カルテ点検 １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

395 富山県 砺波土木センター 一般国道１５６号県単独雪寒維持修繕栃原地質調査 南砺市利賀村栃原 地質調査  N=１式 約３ヶ月 地質調査 第２四半期 追加発注済

396 富山県 砺波土木センター 一般国道１５６号県単独橋りょう維持修繕平橋補修設計 南砺市下梨～大島 橋梁補修設計  １式 約５ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期

397 富山県 砺波土木センター 一般県道井栗谷大門線県単独道路改良道路予備設計 砺波市芹谷 道路予備設計  L=200m 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

398 富山県 砺波土木センター 主要地方道金沢湯涌福光線県単独道路改良地質調査 南砺市立野脇 調査ボーリング  ２孔 約４ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

399 富山県 砺波土木センター 一般国道３０４号道路総合交付金 (広域)道路台帳修正 南砺市荒木～吉江野 道路台帳修正  L=1.7km 約５ヶ月 測量 第２四半期 発注済

400 富山県 砺波土木センター 主要地方道金沢湯涌福光線県単独道路改良地形等現地調査 南砺市刀利外 雪崩・落石調査  1式地すべり踏査  1式 約６ヶ月 地質調査 第３四半期

401 富山県 砺波土木センター 主要地方道金沢湯涌福光線県単独道路改良調査検討 南砺市刀利外
雪崩･落石対策工の精度向上  1式
バイパス整備案の精査  1式

約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期

402 富山県 砺波土木センター 都市計画道路百町二日町線街路事業推進道路概略検討 南砺市寺家外 道路概略検討  L=0.7ｋｍ交通量推計  1式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期

403 富山県 砺波土木センター 小矢部川流域下水道高岡庄川幹線測量基本設計 砺波市東保外 下水道基本設計  １式基準点測量  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

404 富山県 砺波土木センター 小矢部川流域下水道高岡庄川幹線測量その１ 砺波市東保外 基準点測量、平面測量、路線測量  １式 約３ヶ月 測量 第３四半期

405 富山県 砺波土木センター 小矢部川流域下水道高岡庄川幹線測量その２ 砺波市権正寺外 基準点測量、平面測量、路線測量  １式 約３ヶ月 測量 第３四半期

406 富山県 砺波土木センター 小矢部川流域下水道高岡庄川幹線地質調査 砺波市東保外 調査ボーリング、 標準貫入試験  １式 約３ヶ月 地質調査 第３四半期

407 富山県 砺波土木センター
小矢部川水系小矢部川外砂防総合交付金砂防設備長寿命化
計画改定

南砺市下小屋外 砂防設備の点検調査  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済
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408 富山県 砺波土木センター
前山地区外砂防関係施設整備地すべり防止施設長寿命化計
画改定

砺波市庄川町前山外 地すべり防止施設の点検結果の取りまとめ  １式 約８ヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

409 富山県 砺波土木センター 神通川水系百瀬川砂防関係施設整備（砂防）堰堤工修正設計 南砺市利賀村上百瀬 掘削断面（右岸側）の見直し １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

410 富山県 砺波土木センター 庄川水系和田川砂防関係施設整備（砂防）流路工測量その１ 砺波市東別所外 砂防設備（流路工）の縦横断測量  １式 約５ヶ月 測量 第２四半期 発注済

411 富山県 砺波土木センター 庄川水系和田川砂防関係施設整備（砂防）流路工測量その２ 砺波市栃上外 砂防設備（流路工）の縦横断測量  １式 約５ヶ月 測量 第２四半期 発注済

412 富山県 砺波土木センター 庄川水系和田川砂防関係施設整備（砂防）流路工修繕設計 砺波市東別所外 砂防設備（流路工）の修繕設計  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

413 富山県 砺波土木センター 砂防基礎調査（急傾斜・土石流）再調査 南砺市利賀村上百瀬外 警戒区域の見直し  １式 約６ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

414 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系正谷砂防総合交付金（砂防）地質調査 南砺市大谷 ボーリング調査  N=2本 約３ヶ月 地質調査 第２四半期 発注済

415 富山県 砺波土木センター
庄川水系和田川外砂防関係施設整備砂防設備長寿命化計画
改定

砺波市東別所外 砂防設備の点検結果の取りまとめ（渓流保全工）  １式 約７ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

416 富山県 砺波土木センター
神通川水系百瀬川外砂防関係施設整備砂防設備長寿命化計
画改定

南砺市利賀村上百瀬外 砂防設備の点検結果の取りまとめ（堰堤・床固工）  １式 約７ヶ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第３四半期

417 富山県 室牧ダム管理事務所 室牧ダム河川総合交付金貯水池測量委託業務 富山市八尾町蒲谷 貯水池測量１式 約6ヶ月 測量 第２四半期 追加

418 富山県 上市川ダム管理事務所 上市川第二ダム河川総合交付金測量委託業務 上市町千石 地形測量  1式 約４カ月 測量 第１四半期 発注済

419 富山県 上市川ダム管理事務所 上市川第二ダム河川総合交付金地質調査委託業務 上市町千石 調査ボーリング  3本 約４カ月 地質調査 第１四半期 発注済

420 富山県 上市川ダム管理事務所
上市川第二ダム河川総合交付金ダム管理用制御処理設備修
正設計委託業務

上市町千石 ダム管理用制御処理設備修正設計  一式 約８カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

421 富山県 上市川ダム管理事務所
上市川ダム・上市川第二ダム県単独ダム維持管理貯水池堆砂
測量委託業務

上市町東種外 堆砂測量  一式 約７カ月 測量 第２四半期 発注済

422 富山県 上市川ダム管理事務所
上市川ダム・上市川第二ダム河川改修ダム管理用制御処理設
備改良工事用資材単価調査委託業務

上市町東種外 工事用資材単価調査  一式 約５カ月 その他委託 第３四半期

423 富山県 利賀川ダム管理事務所
利賀川ダム河川総合交付金ダム管理用電気設備詳細設計委
託業務

南砺市利賀村水無外 ダム管理用電気設備詳細設計１式 約10カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第１四半期 発注済

424 富山県 白岩川ダム管理事務所 白岩川ダム県単独ダム維持管理貯水池堆砂測量委託業務 立山町白岩 貯水池堆砂測量  １式 堤体外部変形測量  １式 約８カ月 測量 第１四半期 発注済
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425 富山県 白岩川ダム管理事務所
白岩川ダム河川総合交付金非常用放流設備扉体補強修繕設
計委託業務

立山町白岩 放流設備扉体補強修繕設計  １式 約６カ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第２四半期 発注済

426 富山県 子撫川統合ダム管理事務所
子撫川ダム河川総合交付金管理用 水力発電 設備 機更新基本
 設計委託

小矢部市宮中 管理用 水力発電 設備 機更新基本設計  1 式 約6ヶ月 建設コンサルタント 第2四半期 修正

427 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム県単独ダム維持管理堆砂測量委託業務 南砺市桂 堆砂測量  1式 約5ヶ月 測量 第2四半期

428 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金海王ドルフィン補修調
査設計委託業務

射水市海王町 ドルフィン補修設計  1式 約6ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第2四半期 修正

429 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金南1号物揚場外護岸
概略設計委託業務

射水市奈呉の江 概略設計  1式 約6ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第2四半期

430 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金南1号物揚場外地質
調査委託業務

射水市奈呉の江 地質調査  1式 約4ケ月 地質調査 第2四半期

431 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾運河維持修繕維持管理計
画一般定期点検委託業務

射水市奈呉の江 定期点検  1式 約6ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第2四半期

432 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金東埋立地緑地通路測
量設計委託業務

射水市海竜町 測量設計  1式 約6ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第2四半期

433 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾運河維持修繕東水路護岸
補修調査設計委託業務

射水市片口 補修設計  1式 約7ケ月
土木関係
建設コンサルタント業務

第2四半期 修正

434 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）県単独港湾運河維持修繕港湾施設定
期点検委託業務

高岡市伏木国分外地内 港湾施設定期点検  １式 約４ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第１四半期 発注済

435 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金左岸５号岸壁外補修
設計委託業務

高岡市伏木古国府外地内 補修設計  １式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期

436 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）県単独港湾運河維持修繕深浅測量委
託業務

高岡市伏木湊町外地内 深浅測量（内港、国分港）  １式 約９ヶ月 測量 第１四半期 発注済

437 富山県 伏木港事務所 伏木富山港海岸（伏木地区）港湾海岸保全補修設計委託業務 射水市六渡寺地内 補修設計  １式 約６ヶ月
土木関係建設
コンサルタント業務

第３四半期

438 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金伏木港陸橋橋梁補修
設計委託業務

高岡市伏木錦町外地内 補修設計  １式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント
業務

第３四半期 修正

439 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）県単独港湾運河維持修繕水路測量委
託業務

高岡市伏木万葉ふ頭地内 水路測量（マルチビーム測深） １式 約８ヶ月 測量 第２四半期 追加

440 富山県 富山港事務所 公害防止対策  水質調査 富山市千原崎外 水質調査  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期

441 富山県 富山港事務所 公害防止対策  底質調査 富山市千原崎1丁目外 底質調査  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正
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442 富山県 富山港事務所 港湾総合交付金  住友運河護岸設計 富山市蓮町1丁目 護岸設計  L=400m 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

443 富山県 富山港事務所 港湾総合交付金  中島閘門補修設計 富山市中島 補修設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

444 富山県 富山港事務所 港湾総合交付金  富岩運河付属施設設計 富山市中島2丁目外 照明灯設計  N=1式防護柵設計  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

445 富山県 富山港事務所 港湾総合交付金  住友運河緑地基本設計 富山市蓮町5丁目 緑地基本設計  N=1式路線測量  N=1式 約６ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第２四半期 発注済

446 富山県 富山港事務所 県単独港湾運河維持修繕  港湾施設定期点検 富山市岩瀬天神町外 定期点検  N=1式 約４ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第３四半期 修正

447 富山県 新川農林振興センター
県単農業農村整備  中山間総合整備  にいかわ広域1期地区
計画概要書作成委託

魚津市島尻ほか 計画概要書作成  1式 約9ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

448 富山県 新川農林振興センター
県単農業農村整備  地すべり対策  室田ほか 2地区  計画概
要書作成委託

魚津市室田ほか 計画概要書作成  1式 約9ヶ月 指名 地質調査 第1四半期 発注済

449 富山県 新川農林振興センター
水利施設高度化  愛本地区  愛本堰堤左岸沈砂池機能保全
計画作成業務

黒部市宇奈月町愛本 機能保全計画作成  1式 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第3四半期 追加

450 富山県 新川農林振興センター 水利施設高度化  鋤川用水地区機能保全計画作成業務 滑川市杉本ほか 機能保全計画作成  1式 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第3四半期 修正

451 富山県 新川農林振興センター
県単農業農村整備  中山間総合整備  にいかわ広域2期地区
基本計画作成委託

黒部市阿古屋野ほか 基本計画作成  １式 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第3四半期 追加

452 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  新開用水地区測量設計その１委託業務 黒部市田籾 測量設計  １式 約9ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

453 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  新開用水地区測量設計その２委託業務 黒部市笠破 測量設計  １式 約9ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

454 富山県 新川農林振興センター
土地改良総合整備  西加積・中北地区 ４３号用水路測量設計
委託業務

滑川市上梅沢 用水路測量設計L=0.3km 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

455 富山県 新川農林振興センター 土地改良総合整備  南保北部地区測量設計その１委託業務 朝日町高畠ほか
水路測量設計  L=2.3km
区画整理測量設計  A=3.0ha

約9ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

456 富山県 新川農林振興センター 土地改良総合整備  南保北部地区測量設計その２委託業務 朝日町竹ノ内ほか
水路測量設計  L=1.6km
区画整理測量設計  A=0.6ha

約9ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

457 富山県 新川農林振興センター
土地改良総合整備  入善北部地区用水路測量設計その５委
託業務

入善町八幡 用水路測量設計L=0.3km 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

458 富山県 新川農林振興センター
土地改良総合整備  早月加積中部地区排水路測量設計その
５委託業務

滑川市北野ほか 排水路測量設計L=1.1km 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 追加
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459 富山県 新川農林振興センター
ほ場整備  宮津地区
用排水路測量設計その3委託業務

魚津市大海寺野 水路測量設計  L=1.1km 約8ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

460 富山県 新川農林振興センター
土地改良総合整備  大布施北部東地区測量設計その1委託業
務

黒部市沓掛
水路測量設計  L=1.5km
区画整理測量設計  A=0.7ha

約8ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

461 富山県 新川農林振興センター
土地改良総合整備  大布施北部東地区測量設計その2委託業
務

黒部市沓掛 水路測量設計  L=1.7km 約8ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

462 富山県 新川農林振興センター 復旧治山「蛭谷」ほか測量設計委託業務 朝日町蛭谷ほか 渓間測量  ３箇所 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 発注済

463 富山県 新川農林振興センター 地すべり防止「尾山」調査設計委託業務 黒部市尾山南別所 地すべり調査・解析・設計 １式 約10ヶ月 指名 地質調査 第１四半期 発注済

464 富山県 新川農林振興センター 地すべり防止「尾山」三次元点群測量委託業務 黒部市尾山南別所 UAVレーザー測量  １式 約6ヶ月 指名 測量 第１四半期 発注済

465 富山県 新川農林振興センター 保安林改良「宮崎」測量委託業務 朝日町宮崎字常福寺 山腹測量  １式 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

466 富山県 新川農林振興センター 治山施設機能強化「大平」ほか治山施設点検診断業務 朝日町大平国分山ほか 施設点検診断  １式 約10ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

467 富山県 新川農林振興センター 治山施設機能強化「石田野」ほか治山施設点検診断業務 黒部市石田野大谷ほか 施設点検診断  １式 約10ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

468 富山県 新川農林振興センター 県単独治山「山女」ほか測量設計委託業務 魚津市山女ほか 山腹測量ほか  １式 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第３四半期 修正

469 富山県 新川農林振興センター 山のみち交付金  宮崎・蛭谷線石谷工区  地質調査委託業務 朝日町石谷ほか ボーリング調査  ５孔 約6ヶ月 指名 地質調査 第１四半期 発注済

470 富山県 新川農林振興センター 山のみち交付金  羽入・明日線舟見工区  地質調査委託業務 入善町舟見 ボーリング調査  ４孔ほか 約7ヶ月 指名 地質調査 第１四半期 発注済

471 富山県 新川農林振興センター
山のみち交付金  羽入・明日線
舟見工区  軟弱地盤技術解析委託業務

入善町舟見 軟弱地盤技術解析  １式 約7ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 発注済

472 富山県 新川農林振興センター 山のみち交付金  福平・東城線福平工区  地質調査委託業務 黒部市福平 ボーリング調査  ２孔ほか 約5ヶ月 指名 地質調査 第１四半期 発注済

473 富山県 新川農林振興センター
県営林道開設  別又嘉例沢線  東蔵工区  残土処理場復旧
測量設計委託業
務

魚津市東蔵 残土仮置場復元測量設計  １式 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 修正

474 富山県 新川農林振興センター 山のみち交付金  羽入・明日線花房工区  地質調査委託業務 朝日町山崎 ボーリング調査  ２孔ほか 約5ヶ月 指名 地質調査 第２四半期 発注済

475 富山県 富山農林振興センター
水利施設等保全高度化  富山6期地区新田用水機能保全計画
策定業務

富山市八尾町高熊ほか 調査設計  一式 約8カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済
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476 富山県 富山農林振興センター
水利施設等保全高度化  富山6期地区
井田川合口頭首工機能保全計画策定業務

富山市八尾町上高善寺ほか 調査設計  一式 約8カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

477 富山県 富山農林振興センター 県単独農業農村整備 古川排水地区  排水系統等調査業務 富山市婦中町小泉ほか 調査設計  一式 約8カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

478 富山県 富山農林振興センター 県単独農業農村整備事業四谷尾地区基本計画作成業務 立山町四谷尾ほか 調査設計  一式 約8カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

479 富山県 富山農林振興センター 基幹水利施設  常願寺川右岸５期地区測量設計その２業務 立山町西大森ほか 測量設計  一式 約10カ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 契約済

480 富山県 富山農林振興センター 基幹水利施設  牛ヶ首３期地区牛ヶ首用水路測量設計業務 富山市寺町ほか 測量設計  一式 約8カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

481 富山県 富山農林振興センター
基幹水利施設  広田用水地区
土川頭首工水門設備実施設計業務

富山市赤田 設計  一式 約6カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

482 富山県 富山農林振興センター 土地改良総合整備  中沖南部地区測量設計その６業務 富山市中沖 測量設計  一式 約9ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

483 富山県 富山農林振興センター 土地改良総合整備  中沖北部地区測量設計その１業務 富山市中沖 測量設計  一式 約10ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

484 富山県 富山農林振興センター 土地改良総合整備  中沖北部地区測量設計その２業務 富山市中沖 測量設計  一式 約8ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

485 富山県 富山農林振興センター ため池整備  法光寺谷池地区法光寺谷池測量設計業務 中新川郡立山町上末 測量設計  一式 約7カ月 土木関係建設コンサルタント 第２四半期 契約済

486 富山県 富山農林振興センター ため池整備  法光寺谷池地区法光寺谷池土質調査業務 中新川郡立山町上末 地質調査  一式 約4カ月 地質調査 第２四半期

487 富山県 富山農林振興センター ほ場整備  水橋三郷北地区ほ場整備測量設計その６業務 富山市水橋中村 測量設計  一式 約8カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

488 富山県 富山農林振興センター ほ場整備  浜黒崎地区暗渠排水設計その１業務 富山市浜黒崎 調査設計  一式 約8カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

489 富山県 富山農林振興センター
ほ場整備  町袋地区
ほ場整備測量設計その２業務

富山市町袋 測量設計  一式 約10カ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 契約済

490 富山県 富山農林振興センター ほ場整備  水橋石政地区農道橋設計その２業務 富山市水橋石政 設計  一式 約４カ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 追加

491 富山県 富山農林振興センター 復旧治山（東種横道）調査業務 上市町東種横道 継続観測 約10ヶ月 地質調査 第１四半期 契約済

492 富山県 富山農林振興センター 地すべり防止（虫谷）調査設計業務 立山町虫谷津割ほか 継続観測・杭工設計 約10ヶ月 地質調査 第１四半期 契約済
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493 富山県 富山農林振興センター 治山施設機能強化（有峰）治山施設点検診断業務 富山市有峰村川谷割 治山施設機能調査 約11ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

494 富山県 富山農林振興センター 治山施設機能強化（八尾町平林ほか）治山施設点検診断業務 富山市八尾町平林石坂山ほか 治山施設機能調査 約11ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

495 富山県 富山農林振興センター 治山施設機能強化（伊折ほか）治山施設点検診断業務 上市町伊折蛇谷ほか 治山施設機能調査 約11ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

496 富山県 富山農林振興センター 県単治山（東種大坂）調査業務 上市町東種大坂 継続観測 約11ヶ月 地質調査 第1四半期 契約済

497 富山県 富山農林振興センター 復旧治山（東種横道）測量設計 上市町東種横道 測量設計  一式 約2.5ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

498 富山県 富山農林振興センター 復旧治山（切詰）測量設計 富山市八尾町切詰倉ケ谷ほか 測量設計  一式 約5ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

499 富山県 富山農林振興センター 復旧治山（東猪谷）測量設計 富山市東猪谷 測量設計  一式 約5ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

500 富山県 富山農林振興センター 治山施設機能強化（片掛ほか）測量設計 富山市片掛ほか 測量設計  一式 約5ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 契約済

501 富山県 富山農林振興センター 県単独治山（文珠寺）測量設計 富山市文珠寺 測量設計  一式 約5ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第2四半期

502 富山県 富山農林振興センター 自然環境整備交付金  千寿ケ原駐車場整備  測量設計業務 立山町芦峅寺（千寿ヶ原） 測量設計  一式 約4ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第１四半期 契約済

503 富山県 富山農林振興センター 県営林道改良 有峰線 橋梁点検診断業務 富山市有峰村川谷割ほか 点検診断  ４橋 約5ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

504 富山県 富山農林振興センター 県単独林道整備  有峰西岸線全体計画調査業務 富山市有峰村川谷割 調査測量  一式 約9ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 契約済

505 富山県 富山農林振興センター 山のみち交付金林道  大沢野・八尾線  猛禽類調査 富山市八尾町茗ケ原ほか 調査  一式 約1ヶ月 土木関係建設コンサルタント 第4四半期

506 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業
ため池劣化状況調査（氷見その２）業務

氷見市上田ほか ため池調査  一式 約８か月
土木関係
建設コンサルタント

第１四半期 発注済

507 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業
ため池劣化状況調査（氷見その３）業務

氷見市余川ほか ため池調査  一式 約８か月
土木関係
建設コンサルタント

第１四半期 発注済

508 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業
ため池劣化状況調査（高岡・射水）業務

高岡市太田ほか ため池調査  一式 約８か月
土木関係
建設コンサルタント

第１四半期 発注済

509 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業
ため池劣化状況調査（小矢部）業務

小矢部市戸久ほか ため池調査  一式 約８か月
土木関係
建設コンサルタント

第１四半期 発注済
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510 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業
庄川右岸地区  流量観測業務

高岡市滝ほか 流量観測  一式 約９か月
土木関係
建設コンサルタント

第１四半期 発注済

511 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業（地すべり）氷見北部地区  事業計画
策定業務

氷見市戸津宮ほか 事業計画策定  一式 約９か月 地質調査 第１四半期 発注済

512 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業（ため池）五重谷池地区  地区調査業
務

小矢部市藤森 地区調査  一式 約８カ月
土木関係
建設コンサルタント

第2四半期 発注済

513 富山県 高岡農林振興センター
農村地域防災減災事業（ため池）西ヶ谷内池地区  地区調査
業務

氷見市七分一 地区調査  一式 約7カ月
土木関係
建設コンサルタント

第2四半期 発注済

514 富山県 高岡農林振興センター
農地整備（土地総）
国吉１期地区  地区調査業務

高岡市国吉 地区調査  一式 約7カ月
土木関係
建設コンサルタント

第2四半期 発注済

515 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  黒河新地区土質調査その２業務 射水市黒河 土質ボーリング  ２孔室内土質試験  一式 約2か月 地質調査 第１四半期 発注済

516 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  吉城池地区吉城池測量設計業務 氷見市泉 ため池測量設計  一式 約9か月
土木関係
建設コンサルタント

第1四半期 発注済

517 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  吉城池地区吉城池土質調査業務 氷見市泉 調査ボーリングN=4本土質試験  一式 約5か月 地質調査 第１四半期 発注済

518 富山県 高岡農林振興センター 土地改良総合整備  福田地区暗渠排水設計業務 高岡市辻ほか 暗渠排水調査設計  一式 約4か月
土木関係
建設コンサルタント

第2四半期 発注済

519 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  大浦大池地区測量設計業務 氷見市大浦 ため池測量設計  一式 約11か月
土木関係
建設コンサルタント

第1四半期 発注済

520 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  大浦大池地区土質調査業務 氷見市大浦 地質調査  Ｎ＝４本 約6か月 地質調査 第1四半期 発注済

521 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  黒河新地区用地測量業務 射水市黒河 用地測量  一式 約3か月 測量 第2四半期 発注済

522 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  今泉地区暗渠排水設計業務 高岡市今泉 暗渠排水設計  A=6.6ha 約8か月
土木関係
建設コンサルタント

第2四半期 発注済

523 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  島地区測量設計その2業務 射水市島 現地測量  A=23haほ場整備設計 A=13ha 約9か月
土木関係
建設コンサルタント

第1四半期 発注済

524 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  島地区測量設計その3業務 射水市島 現地測量  A=23haほ場整備設計 A=18ha 約9か月 測量 第1四半期 発注済

525 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  粟原地区基準点設置測量業務 氷見市粟原ほか 基準点設置測量  一式現地測量  A=15ha 約8か月 測量 第1四半期 発注済

526 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  粟原地区測量設計その1業務 氷見市粟原ほか 現地測量  A=14haほ場整備設計 A=8ha 約9か月
土木関係
建設コンサルタント

第1四半期 発注済
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527 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  浅地南部地区基準点設置測量業務 小矢部市浅地ほか 基準点設置測量  一式 約5か月 測量 第1四半期 発注済

528 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  浅地南部地区測量設計その1業務 小矢部市浅地ほか 現地測量  A=31haほ場整備設計 A=4ha 約9ヶ月
土木関係
建設コンサルタント

第1四半期 発注済

529 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  浅地南部地区測量設計その2業務 小矢部市浅地ほか 現地測量  A=14haほ場整備設計 A=7ha 約9か月
土木関係
建設コンサルタント

第1四半期 発注済

530 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  豆田池・新豆田池一期地区豆田池測量設計業務 氷見市北八代 測量  一式設計  一式 約10か月
土木関係
建設コンサルタント

第1四半期 発注済

531 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  豆田池・新豆田池一期地区豆田池土質調査業務 氷見市北八代 地質調査  一式 約5か月 地質調査 第1四半期 発注済

532 富山県 高岡農林振興センター 土地改良総合整備  南谷前田川地区設計その4業務 小矢部市峯坪野 揚水機場･用水路設計  一式 約7か月
土木関係
建設コンサルタント

第2四半期 発注済

533 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  中村大池・粟屋池地区土質調査その２業務 氷見市中村 地質調査  一式 約4か月 地質調査 第2四半期

534 富山県 高岡農林振興センター 山地災害重点  鞍川ボーリング調査 氷見市鞍川地内 調査ボーリング  N=1本 約３かヶ月 地質調査 第１四半期 発注済

535 富山県 高岡農林振興センター 治山施設機能強化  小矢部市ほか地すべり防止施設点検 小矢部市ほか 地すべり防止施設点検 一式 約５か月 地質調査 第２四半期

536 富山県 高岡農林振興センター 治山施設機能強化  小矢部市ほか治山施設点検 小矢部市ほか 治山施設点検 一式 約５か月
土木関係
建設コンサルタント

第２四半期

537 富山県 高岡農林振興センター 治山施設機能強化  氷見市治山施設点検 氷見市一円 治山施設点検 一式 約５か月
土木関係
建設コンサルタント

第２四半期

538 富山県 高岡農林振興センター 県単独治山  吉懸地すべり調査業務 氷見市吉懸地内 地すべり調査 一式 約１０か月 地質調査 第１四半期 発注済

539 富山県 高岡農林振興センター 県単独治山  鞍骨地すべり調査業務 氷見市鞍骨地内 地すべり調査 一式 約１０か月 地質調査 第１四半期 発注済

540 富山県 高岡農林振興センター 県単独治山  道坪野地すべり調査業務 小矢部市道坪野地内 地すべり調査 一式 約１０か月 地質調査 第１四半期 発注済

541 富山県 高岡農林振興センター 県単治山  氷見市ほか測量設計業務 氷見市ほか 測量設計 一式 約６か月 測量 第２四半期

542 富山県 高岡農林振興センター 地すべり防止  岩瀬調査 氷見市岩瀬地内 地すべり調査 一式 約7か月 地質調査 第２四半期 発注済

543 富山県 高岡農林振興センター 地すべり防止  岩瀬空中写真測量 氷見市岩瀬地内 航空写真測量図化 一式 約７か月 測量 第２四半期 発注済
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544 富山県 砺波農林振興センター
県単独農業農村整偏農地整偏（土地総）
東石黒北部2期地区計画策定業務

南砺市布袋 計画策定 約9カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

545 富山県 砺波農林振興センター
県単独農業農村整偏農地整備（土地総）
五鹿屋荒高屋地区計画策定業務 砺波市五鹿屋荒高屋

計画策定 約9カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

546 富山県 砺波農林振興センター
県単独農業農村整偏農地整偏（土地総）
盛新地区計画策定業務

南砺市盛新 計画策定 約9カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

547 富山県 砺波農林振興センター
農村地域防災減災（ため池）
山本ため池地区地区謂査業務

南砺市山本 地区調査 約10カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

548 富山県 砺波農林振興センター 水利施設等保全高度化庄川沿岸地区
機能保全計画策定業務

砺波市上中野 機能保全計画策定 約9カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

549 富山県 砺波農林振興センター
水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区
野口測量設計業務

南砺市野口ほか
ほ場整備測量A=16.9ha
ほ場整傭基本設計 A=169ha 約7ヶ月

土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

550 富山県 砺波農林振興センター
地すぺり対策峰2期地区
地すべり警報装四観測その2業務

砺波市井栗谷
観測（水位、歪計）
ワイヤーセンサー1式

約11ヶ月 地質調査 第1四半期 発注済

551 富山県 砺波農林振興センター
防災減災（ため池整備）打尾谷ため池地区
打尾谷ため池測量設計業務

南砺市林道
ため池測量設計1式
採土地測量設計1式

約9カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

552 富山県 砺波農林振興センター
防災減災（ため池整備）打尾谷ため池地区
打尾谷ため池土質調査業務

南砺市林道
ため池土質調査1式
採土地土質調査1式

約6カ月 地質調査 第2四半期 発注済

553 富山県 砺波農林振興センター
防災減災（ため池整偏）打尾谷ため池地区
打尾谷ため池耐震照査業務

南砺市林道 耐震解析1式 約3カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第4四半期 修正

554 富山県 砺波農林振興センター
防災減災（用排水）福山地区
土質調査業務

砺波市井栗谷ほか 土質調査1式 約4カ月 地質調査 第3四半期 追加

555 富山県 砺波農林振興センター
基幹水利施設庄西2期地区
太田口用水路測量設計その1業務

砺波市太田
用水路測量L=1200m
用水路設計L=1200m 約7ヶ月

土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

556 富山県 砺波農林振興センター
ほ場整備祖谷二期地区
測量設計その5業務

南砺市祖谷 ほ場整備測量A=10.6ha
ほ場整傭実施設計 A=10.6ha

約8ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

557 富山県 砺波農林振興センター
土地改良総合整備柳瀬地区
測量設計その1業務

砺波市柳瀬 用水路測量設計L=2730m
区画整理測量設計A=9.2ha

約9ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

558 富山県 砺波農林振興センター
土地改良総合整偏柳瀬地区
測量設計その2業務

砺波市柳瀬 用水路測量設計L=2260m
区画整理測量設計 A=0.5ha

約9ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

559 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備小坂一期地区測量設計その1業務 南砺市小坂
ほ場整備測昼A=13ha
ほ場整偏実施設計A=13ha

約8か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

560 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備小坂一期地区測量設計その2業務 南砺市小坂
ほ場整偏測量A=11ha
ほ場整備実施設計A=11ha

約8か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済
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561 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備舘一期地区測量設計その1業務 南砺市舘
ほ場整備測量A＝12ha
ほ場整備実施設計A=12ha

約8か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

562 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備舘一期地区測量設計その2業務 南砺市舘
用水路測昼L=700m
用水路設計L=700m

約8か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

563 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整偏吉松地区用排水路測豆設計その1業務 南砺市吉松ほか
3級基準点測量1式
用水路測量L=280m
用水路設計L=280m

約7か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

564 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整備吉松地区用捨水路測豆設計その2業務 南砺市吉松ほか
用水路測量L=2,100m
用水路設計L=2,100m

約7か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

565 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備小坂一期地区測量設計その3業務 南砺市小坂
ファームホ・ント1月査設計1式
ほ場整備測量A=11ha
ほ場整備実施設計 A=11ha

約6か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

566 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整偏吉松地区用排水路測量設計その3業務 南砺市次郎丸ほか
用水路測量L=2,760m
用水路設計L=2,760m

約6か月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

567 富山県 砺波農林振興センター 復旧治山小原測量設計業務 南砺市小原大谷 渓間工測量設計1式 約8ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

568 富山県 砺波農林振興センター 復旧治山大鋸屋測量設計業務 南砺市大鋸屋若杉島ほか 渓間工測l量設計1式 約8ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

569 富山県 砺波農林振興センター 山地災害重点平入谷ほか測量設計業務 南砺市入谷ほか 渓間工測量設計1式 約8ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

570 富山県 砺波農林振興センター 治山施設機能強化（下山）治山施設点検診断業務 南砺市下山ほか 治山施設点検診断1式 約8ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

571 富山県 砺波農林振興センター 治山施設機能強化（百草嶺）地すぺり防止施設点検診断業務 南砺市下出百草嶺 治山施設点検診断1式 約6ヶ月 地質調査 第1四半期 発注済

572 富山県 砺波農林振興センター 治山施設機能強化（小瀬）地すぺり防止施設点検診断業務 南砺市小瀬中平ほか 治山施設点検診断1式 約7ヶ月 地質調査 第1四半期 発注済

573 富山県 砺波農林振興センター 復旧治山オピラソ谷測量設計業務 南砺市利賀村岩渕松木平 渓間工測量設計1式 約5ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

574 富山県 砺波農林振興センター 流木防止総合対策干谷川地区測量設計業務 南砺市池尻ほか尾巻谷ほか 渓間工測量設計1式 約5ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

575 富山県 砺波農林振興センター 緊急予防治山香城寺測量設計業務 南砺市広谷ほかハシリほか 渓間工測量設計1式 約5ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

576 富山県 砺波農林振興センター 治山施設機能強化（白谷）治山施設点検診断業務 南砺市利賀村大勘場ほか千束ほか 治山施設点検診断1式 約9ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

577 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山上百瀬調査業務 南砺市利賀村上百瀬西山 観測・解析業務1式 約10ヶ月 地質調査 第1四半期 発注済
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578 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山大豆谷測量設計業務 南砺市利賀村大豆谷ほか葛山ほか 渓間工測量設計1式 約5ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

579 富山県 砺波農林振興センター 緊急予防治山ゴキガ谷測量設計業務 南砺市利賀村上百瀬東山 渓間工測量設計1式 約5ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第1四半期 発注済

580 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山大勘場ほか桂尾ほか測量設計業務 南砺市利賀村大勘場ほか桂尾ほか 測量設計1式 約4ヶ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第3四半期

581 富山県 砺波農林振興センター
県営林道道整備交付金ふれあいの森線ほか水無工区ほか測
量設計業務

南砺市利賀村上百瀬百瀬川入会ほか奥山上ほ
か

林道測量設計1式 約6カ月
土木関係建設コンサルタント業
務

第2四半期 発注済

582 富山県 小矢部川ダム管理事務所
小矢部川ダム管理
刀利・臼中ダム堆砂測量業務

南砺市刀利ほか 横断測量  7断面深浅測量  23断面 約５カ月 測量 第2四半期

583 富山県 企業局 西部工業用水道事業北部幹線管路更新詳細設計委託業務 高岡市米島外地内 工業用水道配水管更新詳細設計　1式 約１１ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
コンサルタント

第１四半期 発注済

584 富山県 企業局 西部工業用水道事業本線Ｂ地区管路更新詳細設計委託業務 射水市鏡宮外地内 工業用水道配水管更新詳細設計　1式 約１１ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
コンサルタント

第１四半期 発注済

585 富山県 企業局 西部水道用水供給事業氷見線管路更新修正設計委託業務 高岡市東海老坂地内 水道管更新修正設計　1式 約７ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第１四半期 発注済

586 富山県 企業局 西部工業用水道事業本線Ａ地区管路更新概略設計委託業務 高岡市島新～射水市橋下条 工業用水道管更新概略設計　1式 約１１ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第１四半期 発注済

587 富山県 企業局 西部工業用水道事業外水管橋台帳作成委託業務 高岡市島新外地内 水管橋台帳作成　1式 約９ヶ月 指名競争入札 測量 第１四半期 発注済

588 富山県 企業局 西部工業用水道事業本線Ｂ地区管路更新路線測量 射水市鏡宮外地内 工業用水道配水管更新路線測量　1式 約７ヶ月 指名競争入札 測量 第１四半期 発注済

589 富山県 企業局 西部水道用水供給事業射水線管路更新詳細検討 射水市南太閤山外地内 送水管詳細検討　1式 約７ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第２四半期 発注済

590 富山県 企業局 西部工業用水道事業高岡本線管路更新修正測量設計 射水市松木外地内 水道管更新修正測量設計　1式 約６ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第３四半期 発注済

591 富山県 企業局
西部工業用水道事業和田川浄水場新設取水設備導水路比較
検討及び基本計画

高岡市島新外地内
新設取水設備導水路比較検討及び基本計画
　1式

約６ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第３四半期 通知済

592 富山県 企業局 西部工業用水道事業幹線管路新設調査基本計画 高岡市島新外地内 管路更新新設調査基本計画　1式 約６ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第３四半期

593 富山県 企業局
西部工業用水道事業高岡本線管路更新朴木新橋水管橋地質
調査

射水市朴木地内 水管橋地質調査　1式 約４ヶ月 指名競争入札 地質調査 第３四半期 追加

594 富山県 企業局 西部工業用水道事業下条川水管橋詳細設計 射水市片口高場外地内 水管橋詳細設計　1式 約６ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第４四半期 修正
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595 富山県 企業局 西部工業用水道事業中央主幹線排水路水管橋詳細設計 射水市津幡江地内 水管橋詳細設計　1式 約６ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第４四半期 修正

596 富山県 企業局 西部工業用水道事業幹線管路新設調査地質調査 高岡市島新外地内 管路更新新設調査地質調査　1式 約６ヶ月 指名競争入札 地質調査 第４四半期 修正

597 富山県 企業局
西部水道用水供給事業
子撫川ダム湖等水質検査委託

小矢部市森屋外地内 子撫川ダム及び五位ダムの水質・生物調査　一式 約９ヶ月 指名競争入札 測量 第２四半期 発注済

598 富山県 企業局
和田川浄水場
和田川ダム湖底質調査業務委託

砺波市増山地内 ダム湖底質（堆積層）の採取及び分析　一式 約６ヶ月 指名競争入札 地質調査 第２四半期 発注済

599 富山県 企業局
和田川浄水場外
放流水等水質検査委託

高岡市島新外地内
和田川及び子撫川浄水場の放流水等の水質検査　一
式

約６ヶ月 指名競争入札 地質調査 第３四半期 修正

600 富山県 企業局
西部工業用水道事業
漏水検知システム運用業務委託

射水市有磯外地内
漏水検知センサ及びクラウドシステムによる漏水の検
知、解析業務

約６ヶ月 随意契約 その他 第３四半期 修正

601 富山県 企業局
和田川浄水場外
浄水場監視制御装置更新設計業務委託

高岡市島新外地内
運転監視制御装置の更新に伴う調査、計画、計算、設
計業務

約６ヶ月 指名競争入札 電気 第３四半期 修正

602 富山県 企業局
子撫川浄水場
太陽光発電設備設置概略設計業務委託

小矢部市森屋地内
浄水場敷地内での太陽光発電設備の設置検討、設計
業務

約６ヶ月 指名競争入札 電気 第３四半期 修正

603 富山県 企業局 和田川浄水場運転監視業務委託 高岡市島新地内
和田川浄水場及び遠方監視によるその他の施設（子撫
川浄水場等）の運転監視、他業務

Ｒ５～Ｒ９年 一般競争入札 電気 第３四半期
追加
Ｒ５～Ｒ９債務負
担

604 富山県 企業局 八尾発電所　八尾ダム外５変動調査 富山市八尾町柚木外地内 ダム変動調査　６ダム 約９ヶ月 指名競争入札 測量 第１四半期 発注済

605 富山県 企業局 庄東第一発電所　和田川共同水路外変状調査 砺波市安川外地内
水路変状調査　32箇所
水位測定　10箇所、漏水量調査16箇所

約１１ヶ月 指名競争入札 測量 第１四半期 発注済

606 富山県 企業局 大長谷第二発電所  菅沼ダム外４堆砂測量 南砺市利賀村百瀬川外地内 ダム貯水池堆砂測量　５ダム 約６ヶ月 指名競争入札 測量 第２四半期 発注済

607 富山県 企業局
大長谷第三発電所　猿越ダムＬ２地震動耐震性能照査業務委
託

富山市八尾町切詰 ダム耐震性能照査　1式 約９ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第２四半期 発注済

608 富山県 企業局 小矢部川第一発電所外　水圧鉄管肉厚測定業務委託 南砺市立野脇外 水圧鉄管肉厚測定　５発電所 約４ヶ月 指名競争入札
土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

第２四半期 発注済

609 富山県 警察本部警務部会計課
黒部警察署（仮称）宇奈月温泉警備派出所庁舎新築工事実施
設計業務委託

黒部市宇奈月温泉
警備派出所（W-2、約110㎡）の新
築、既設駐在所（CB-約140㎡）の解体

約４ヶ月
建築関係
コンサルタント業務

第１四半期 修正

610 富山県 警察本部警務部会計課
小矢部警察署職員宿舎小矢部１号棟解体工事実施設計業務
委託

小矢部市畠中
小矢部警察署職員宿舎小矢部１号棟（RC-4、729.6㎡）
及び付属建物の解体、舗装等の撤去

約３ヶ月
建築関係
コンサルタント業務

第１四半期

611 富山県 警察本部警務部会計課 南砺警察署城端交番内部改修工事他２件実施設計業務委託 南砺市野田他２箇所
城端交番内部改修（女性仮眠室、ト
イレ設置）、南砺署高圧ケーブル更新、職員宿舎太閤山
２号棟風呂釜

約３ヶ月
建築関係
コンサルタント業務

第１四半期
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612 富山市 道路構造保全対策課 和合の浦橋現況測量業務委託 四方新出町外地内 測量業務　一式 約３ヵ月 指名競争入札 測量 第３四半期

613 富山市 環境保全課
令和４年度新保南地区地域し尿処理施設樋橋川橋配管敷設
替工事
施工監理業務委託

栗山地内 施工監理業務　一式 約２ヶ月 指名競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

614 富山市 農村整備課 豪雨耐性調査業務委託 笹津外地内 豪雨耐性調査業務　一式 約４か月 指名競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

615 富山市 水道課 西笹津加圧場実施設計業務委託 西笹津地内 実施設計　一式 約６ヶ月 条件付き一般競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

616 富山市 水道課 布谷配水池外改良実施設計業務委託 八尾町布谷外地内 実施設計　一式 約６ヶ月 条件付き一般競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

617 富山市 水道課 上滝浄水場外施設更新実施設計業務委託 上滝地内 実施設計　一式 約7ヶ月 条件付き一般競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

618 富山市 水道課 下井田新浄水場施設更新実施設計業務委託 八尾町井田新地内 実施設計　一式 約7ヶ月 条件付き一般競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

619 富山市 下水道課 岩瀬第一排水区浸水対策実施設計業務委託 東岩瀬町外地内 浸水対策詳細設計　一式 約６ヶ月 条件付き一般競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

620 富山市 下水道課 速星排水区浸水対策実施設計業務委託 婦中町速星地内 浸水対策詳細設計　一式 約６ヶ月 条件付き一般競争入札 土木コンサルタント 第３四半期

621 富山市 下水道課 松川第二排水区西町地区浸水対策実施設計 西町外地内 浸水対策詳細設計　一式 約６ヶ月
随意契約（特命により契
約するもの）

土木コンサルタント 第３四半期

622 富山市 道路構造保全対策課 和合の浦橋地質調査業務委託 四方新出町外地内 地質調査業務　一式 約３ヵ月 指名競争入札 地質 第３四半期

623 富山市 学校施設課 西部中学校校舎改築（その２）工事監理業務委託 五福地内 監理業務　一式 約１４ヶ月 指名競争入札 建築コンサルタント 第３四半期

624 高岡市 総務部・管財契約課 高岡市役所庁舎整備基礎調査業務委託 広小路地内 概算コスト計算 約6ヶ月 指名 建築関係コンサルタント 第2四半期 発注済

625 高岡市 産業振興部・農地林務課 林道堀切線測量設計業務委託 福岡町五位地内 測量設計地質調査L=1.6km 約4ヶ月 指名 土木関係設計コンサルタント 第2四半期 発注済

626 高岡市 産業振興部・農地林務課 高岡市林道橋点検・診断業務委託 福岡町小野外地内 林道橋点検・診断7橋 約4ヶ月 指名 土木関係設計コンサルタント 第2四半期 発注済

627 高岡市 産業振興部・農地林務課 柳谷内池耐震性調査業務委託 福岡町西明寺 地質・土質調査、測量、設計、解析等調査 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

富山市　〔 令和 4 年 10 月　時点〕

高岡市　〔 令和 4 年 10 月　時点〕
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628 高岡市 産業振興部・農地林務課 第一八幡池第二八幡池耐震性調査業務委託 伏木国分 地質・土質調査、測量、設計、解析等調査 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

629 高岡市 産業振興部・農地林務課 岩坪岡田島池外２池豪雨調査業務委託 岩坪　外 設計 約3ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第3四半期

630 高岡市 産業振興部・農地林務課 篭谷池耐震性調査業務委託 太田 地質・土質調査、測量、設計、解析等調査 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 発注済

631 高岡市 都市創造部・都市計画課 高岡市立地適正化計画防災指針検討業務委託 全市域 立地適正化計画に盛り込む防災指針の検討 約9ヶ月 指名 都市計画 第1四半期 発注済

632 高岡市 都市創造部・道路整備課 上北島羽広二丁目線用地測量 上北島 用地測量　A=380m2 約2ヶ月 指名 測量 第1四半期 発注済

633 高岡市 都市創造部・道路整備課
下黒田13号線他
用地測量

下黒田 用地測量　A=100m2 約6ヶ月 指名 測量 第3四半期

634 高岡市 都市創造部・道路整備課
佐野６号線
交差点測量設計

佐野 交差点設計　N=１式 約4ヶ月 指名 設計 第1四半期 発注済

635 高岡市 都市創造部・土木維持課 高岡市橋梁長寿命化修繕計画修正業務委託 全域 長寿命化修繕計画方針再検討　１式 約7ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

636 高岡市 都市創造部・土木維持課 高岡市トンネル長寿命化修繕計画修正業務委託 五十里、伏木国分 長寿命化修繕計画方針再検討　１式 約7ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

637 高岡市 都市創造部・土木維持課 木舟大滝線（福岡町木舟952号橋）橋梁補修設計業務委託 福岡町木舟 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

638 高岡市 都市創造部・土木維持課 下麻生１号線（下麻生832号橋）橋梁補修設計業務委託 下麻生伸町 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

639 高岡市 都市創造部・土木維持課 早川６号線（早川80号橋）橋梁補修設計業務委託 早川 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

640 高岡市 都市創造部・土木維持課 石瀬15号線（石瀬367号橋）橋梁補修設計業務委託 石瀬 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

641 高岡市 都市創造部・土木維持課 蔵野町辻１号線（辻473号橋）橋梁補修設計業務委託 辻 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

642 高岡市 都市創造部・土木維持課
戸出西部金屋７号線（戸出西部金屋801号橋）橋梁補修設計業
務委託

戸出西部金屋 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

643 高岡市 都市創造部・土木維持課
伏木国分二丁目３号線（伏木国分二丁目188号橋）橋梁補修設
計業務委託

伏木国分二丁目 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

644 高岡市 都市創造部・土木維持課 六家四日市線（佐賀野橋）橋梁補修設計業務委託 四日市 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済
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645 高岡市 都市創造部・土木維持課 和田２号線（和田24号橋）橋梁補修設計業務委託 和田 橋梁補修設計　１式 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

646 高岡市 都市創造部・土木維持課 六家四日市線（国東橋）橋梁補修設計業務委託 四日市 橋梁補修設計　１式 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 発注済

647 高岡市 都市創造部・土木維持課 伏木国分線（雨晴隧道）トンネル補修設計業務委託 伏木国分 トンネル補修設計　１式 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

648 高岡市 都市創造部・土木維持課
五十里西海老坂線（桜峠トンネル外）トンネル補修設計業務委
託

西海老坂 トンネル補修設計　１式 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第3四半期

649 高岡市 都市創造部・土木維持課 高岡市橋梁維持管理検討業務委託 福岡町上野 橋梁維持管理検討　１式 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

650 高岡市 都市創造部・土木維持課 橋梁点検その１業務委託 全域 レベル１点検　Ｎ=３橋 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

651 高岡市 都市創造部・土木維持課 橋梁点検その２業務委託 全域 レベル１点検　Ｎ=14橋 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 発注済

652 高岡市 都市創造部・土木維持課 橋梁点検その３業務委託 全域 レベル１点検　Ｎ=13橋 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第3四半期

653 高岡市 都市創造部・土木維持課 橋梁点検その４業務委託 全域 レベル２点検　Ｎ=32橋 約5ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第4四半期

654 高岡市 都市創造部・土木維持課 令和4年度高岡市道路台帳管理図作成業務委託 全域 道路台帳管理図作成 約9ヶ月 指名 測量 第2四半期 発注済

655 高岡市
都市創造部・福岡駅前土地区
画整理推進室

福岡駅前土地区画整理事業建物積算等業務委託 福岡町下蓑新 物件調査3件 約3ヶ月 指名 補償関係建設コンサル 第1四半期 発注済

656 高岡市
都市創造部・福岡駅前土地区
画整理推進室

福岡駅前土地区画整理事業建物積算等その２業務委託 福岡町下蓑新
物件調査2件
営業調査1件

約3ヶ月 指名 補償関係建設コンサル 第1四半期 発注済

657 高岡市
都市創造部・福岡駅前土地区
画整理推進室

(仮称)1号街区公園外1公園実施設計業務委託 福岡町下蓑
公園実施設計2式
測量　　　　1式
協議資料作成1式

約8ヶ月 指名 土木関係建設コンサル 第1四半期 発注済

658 高岡市 消防本部・総務課 太田地内耐震性防火水槽築造工事設計業務委託 太田地内 耐震性防火水槽の築造 約3ヶ月 指名 建築関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

659 高岡市 消防本部・総務課
（仮称）高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築実施設計業務
委託

広小路地内 高岡市消防本部・高岡消防署の改築 約11ヶ月 指名 建築関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

660 高岡市 教育委員会・教育総務課 高岡市立学校定期調査及び非構造部材等点検業務 全域 定期調査及び非構造部材等の点検・報告 約8ヶ月 指名 建築関係建設コンサルタント 第2四半期 発注済

661 高岡市 教育委員会・教育総務課 高岡西部中学校区小中一貫校校舎整備地質調査業務委託 横田町 ボーリング調査 約4ヶ月 指名 地質調査業務委託 第2四半期 発注済
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662 高岡市 教育委員会・教育総務課
高陵中学校区小中一貫校校舎新築及び改修実施設計業務委
託

高陵町 実施設計 約10ヶ月 指名 建築関係建設コンサルタント 第2四半期 発注済

663 高岡市 教育委員会・教育総務課 高岡市立南条小学校校舎外壁改修実施設計業務委託 佐野 改修設計 約4ヶ月 指名 建築関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

664 高岡市 教育委員会・教育総務課
３５人学級対応事業校舎増築基本・実施設計（木津小学校）業
務委託

木津 基本・実施設計 約8ヶ月 指名 建築関係建設コンサルタント 第1四半期 発注済

665 高岡市 教育委員会・教育総務課
３５人学級対応事業校舎増築地質調査（木津小学校）業務委
託

木津 ボーリング調査 約2ヶ月 指名 地質調査業務委託 第2四半期 発注済

666 高岡市
教育委員会・生涯学習・スポー
ツ課

国吉公民館移転改修実施設計業務委託 国吉 国吉公民館移転改修 約6ヶ月 指名 建築関係建設コンサルタント 第4四半期

667 高岡市
教育委員会・生涯学習・スポー
ツ課

長慶寺室内プール・ＳＲホーム有害物質含有調査業務委託 長慶寺 建物等有害物質含有調査 約8ヶ月 指名 調査業務 第1四半期 発注済

668 高岡市
教育委員会・生涯学習・スポー
ツ課

高岡西部総合公園貯水槽清掃業務委託 千鳥丘 貯水槽清掃 約1ヶ月 指名 貯水槽保守 第2四半期 発注済

669 高岡市 上下水道局・下水道工務課 醍醐第２汚水枝線実施設計業務委託 醍醐 下水道工事実施設計業務 約4ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第3四半期

670 高岡市 上下水道局・下水道工務課
高岡市公共下水道事業全体計画・小矢部川流域関連公共下
水道事業認可等変更業務委託

高岡市全域 計画策定 約8ヶ月 指名 計画策定 第2四半期 発注済

671 高岡市 上下水道局・下水道工務課 問屋町地内流量調査業務委託 問屋町 流量調査 約4ヶ月 指名 流量調査業務委託 第2四半期 発注済

672 高岡市 上下水道局・下水道工務課 下水道ストックマネジメント管路施設調査業務委託 横田町 管渠調査 約6ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 発注済

673 高岡市 上下水道局・下水道工務課 四屋浄化センター耐水化検討業務委託 四屋 耐水化検討 約7ヶ月 指名 土木関係建設コンサルタント 第2四半期 発注済

674 魚津市 農林水産課
農村整備事業
農道橋橋梁点検業務委託

天神野新外 農道橋点検　Ｎ＝４橋 約7カ月 指名競争入札 土木コンサル 第２四半期 発注済

675 魚津市 農林水産課
地方創生港整備推進交付金事業
経田漁港測量調査設計業務委託

東町地内

波除堤（新設）設計　L=30ｍ
浮桟橋（更新）設計　N=１基
大型漁船上下架施設（更新）設計　N=１基
プレジャーボート上下架施設（更新）設計　N=１基

約7カ月 指名競争入札 土木コンサル 第２四半期 発注済

676 魚津市 建設課 市道平沢線法面測量設計業務委託 平沢
路線測量L=320m、場所打ち法枠詳細設計
N=1箇所

約5カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

677 魚津市 建設課 市道吉島11号線測量設計業務委託 吉島
業務延長　L=380ｍ、基準点測量　8点
現地測量　11,400㎡、路線測量　380ｍ
詳細設計　380ｍ

約9カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

678 魚津市 建設課 市道杉野印田線設計業務委託 本江
業務延長　L=90ｍ
平面交差点詳細設計　N=1箇所

約4カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

魚津市　〔 令和 4 年 9 月 30 日　時点〕
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679 魚津市 建設課 市道吉島10号線設計業務委託 吉島
業務延長　L=135ｍ
道路詳細設計　L=135ｍ

約6カ月 指名競争入札 土木コンサル 第２四半期 発注済

680 魚津市 建設課 市道吉島11号線用地測量業務委託 吉島
業務延長　L=380ｍ
境界測量　27,000㎡
用地測量　27,000㎡

約5カ月 指名競争入札 土木コンサル 第３四半期 追加

681 魚津市 建設課 市道出金山谷線用地測量業務委託 舛田
業務延長　L=140ｍ
用地測量　13,000㎡

約5カ月 指名競争入札 土木コンサル 第３四半期 追加

682 魚津市 都市計画課 魚津駅東広場現況測量業務委託
釈迦堂一
丁目地内

地形測量 A=6,000㎡
縦断測量、横断測量 L=100m

約3カ月 指名競争入札 測量業務 第２四半期 発注済

683 魚津市 都市計画課 魚津駅東広場基本設計業務委託
釈迦堂一
丁目地内

面積A=5400㎡ 約8カ月 プロポーザル 土木コンサル 第４四半期

684 魚津市 都市計画課 新金屋公園実施設計業務委託 新金屋一丁目地内 面積A=4600㎡ 約5カ月 指名競争入札 土木コンサル 第２四半期 発注済

685 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
東城浄化センター統合実施設計業務委託

東城地内
実施詳細設計（L=370m）一式
マンホールポンプ設計一式

約6カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

686 魚津市 上下水道課
鴨川河川改修放水路工工事に伴う
管渠移設実施設計業務委託

諏訪町地内
実施詳細設計（L=285m）一式
マンホールポンプ設計一式

約6カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

687 魚津市 地域協働課
（仮称）魚津市本江地域交流センター建物新築工事
監理委託業務

友道地内 建物新築工事監理業務 約7カ月 随意契約 建築コンサル 第２四半期 発注済

688 魚津市 生涯学習・スポーツ課 室内温水プール整備設計等業務
室内温水プール整備設計（基本・実施）業務
地質調査業務

約9カ月 プロポーザル 建築コンサル 第１四半期 発注済

689 氷見市 ため池耐震性調査業務（その２７）委託 粟原 ため池耐震性調査　２箇所 ５ヶ月 競争入札 土木コンサル 第３四半期

670 氷見市 ため池豪雨耐性調査業務（その２）委託 早借外５ ため池豪雨耐性調査　６箇所 ５ヶ月 競争入札 土木コンサル 第３四半期

651 氷見市 窪地内排水路測量設計業務委託 窪 測量業務、排水路設計業務 ４ヶ月 競争入札 土木コンサル 第３四半期

652 黒部市 都市創造部 準用河川西背戸川測量調査業務委託 生地 河川測量、工法検討等検討業務　1式 4ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

653 黒部市 都市創造部 大原トンネル他４施設定期点検業務委託 宇奈月温泉 トンネル、シェッド点検　1式 4ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

654 黒部市 都市創造部 トンネル・シェッド長寿命化修繕計画策定業務委託 市内一円 修繕計画策定業務　1式 5ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

黒部市　〔 令和 4 年 10 月　時点〕

氷見市　〔 令和 4 年 10 月　時点〕
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655 黒部市 都市創造部 音沢橋他５橋定期点検業務委託 市内一円 橋梁点検業務　1式 4ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

656 黒部市 都市創造部 阿古屋野橋他1橋定期点検業務委託 田家 橋梁点検業務　1式 8ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

657 黒部市 都市創造部 都市再生整備計画事後評価業務委託 三日市 成果及び実施過程の取りまとめ　一式 10ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

658 黒部市 都市創造部 上水道事業　新水源地及び配水区割基本設計業務委託 市内一円
水源地・配水施設基本設計　1式
導・送・配水管基本設計　1式

9.5ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

659 黒部市 都市創造部 宇奈月簡易水道　想影橋水管橋補強詳細設計業務委託 宇奈月温泉 水管橋補強詳細設計　1式 4ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

660 黒部市 都市創造部
音沢東山簡易水道
新水源地建設詳細設計業務委託

下立 水源地建設詳細設計　1式 9.5ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

661 黒部市 都市創造部
黒部市特定環境保全公共下水道事業計画(愛本処理区)申請
図書作成業務委託

愛本 下水道事業計画策定業務　1式 6.5ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅰ四半期 発注済

662 黒部市 都市創造部 市道立野6号線他4路線道路台帳修正業務委託 石田 市道台帳更新業務　1式 4ヶ月 指名競争入札 測量 第Ⅱ四半期 発注済

663 黒部市 都市創造部
道路メンテナンス事業
下立橋他１橋修繕設計業務委託

一円 橋梁修繕設計業務　1式 6ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

664 黒部市 都市創造部 黒部市都市計画マスタープラン外見直し業務委託 一円 現況分析及び基本構想・方針の見直し業務　一式 8ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

665 黒部市 都市創造部 公園施設健全度調査業務委託 一円 都市公園N=33　健全度調査１式 5ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

666 黒部市 都市創造部 5号水路詳細設計業務委託 三日市 設計延長L=40ｍ 4ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

667 黒部市 都市創造部 音沢東山簡易水道　地下水調査業務委託 下立 地下水調査　1式 4.5ヶ月 指名競争入札 地質調査 第Ⅱ四半期 発注済

668 黒部市 都市創造部
黒瀬川河川総合交付金事業に伴う下水道管移設詳細設計業
務委託

前沢 下水道圧送管移設詳細設計　1式 7ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

669 黒部市 都市創造部 黒部市下水道事業　広域化・共同化計画策定業務委託 一円 広域化・共同化計画策定業務　1式 6ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

670 黒部市 産業振興部 石田漁港釣り桟橋調査・実施設計業務委託 石田
調査
実施設計業務

9ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

671 黒部市 教育委員会 総合体育センター長寿命化個別計画確定業務委託 石田
総合体育センター及び温水プールの劣化度点検診断及
び長寿命化計画策定

3ヶ月 指名競争入札 建築ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済
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672 黒部市 教育委員会 総合体育センター公衆Wi-Fi整備設計業務委託 石田
公衆Wi-Fi用アクセスポイント24箇所の整備における設
計構築

3ヶ月 指名競争入札 建築ｺﾝｻﾙ 第Ⅱ四半期 発注済

673 黒部市 都市創造部 黒部駅東西連絡自由通路地質調査業務委託 石田 調査ボーリング　2箇所 5ヶ月 指名競争入札 地質調査 第Ⅲ四半期

674 黒部市 都市創造部 黒部駅東西連絡自由通路補償調査業務委託 石田 補償調査　一式 5ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅲ四半期

675 黒部市 都市創造部 黒部駅東西連絡自由通路等実施設計業務委託 石田 自由通路等詳細設計　一式 16ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅲ四半期

676 黒部市 都市創造部
特環下水道事業　愛本・愛本新地区管渠接続詳細設計業務委
託

愛本 管渠詳細設計　1式 4ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅲ四半期

677 黒部市 都市創造部 特環下水道事業　大越・袖野地区管渠詳細設計業務委託 若栗 管渠詳細設計　1式 4ヶ月 指名競争入札 土木ｺﾝｻﾙ 第Ⅲ四半期

678 黒部市 市民福祉部 若栗保育所大規模修繕実施設計業務委託費 若栗
大規模修繕工事実施設計業務 一式　対象面積A=564
㎡

4ヶ月 指名競争入札 建築ｺﾝｻﾙ 第Ⅲ四半期

679 黒部市 市民福祉部 旧内山保育所解体実施設計業務委託費 内山 解体実施設計業務 一式　対象面積A=535㎡ 1.5ヶ月 指名競争入札 建築ｺﾝｻﾙ 第Ⅲ四半期

680 小矢部市 都市建設課 道路台帳修正その２業務 市内一円 台帳作成　一式 5ヶ月 指名 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第3四半期

681 小矢部市 文化スポーツ課
クロスランドおやべメインホール等特定天井改修工事実施設計
業務

鷲島 改修工事実施設計書の作成及び積算 3ヶ月 指名 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第3四半期

682 南砺市 総合政策部 政策推進課 城端地域複合施設整備に係る基本計画策定支援業務委託 複合施設整備を進める上での基本計画　一式 城端地内 約6ヶ月 指名競争入札
建築関係建設コンサルタント業
務

第3四半期

683 南砺市 ふるさと整備部 建設整備課 荒木高宮線測量設計・用地測量業務委託
路線測量L=290m
道路詳細設計　L=290m

高宮 約6ヶ月 指名競争入札
土木関係建設コンサルタント業
務

第3四半期
概要、第2四半期
から第3四半期に
変更

684 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 城端地区小規模急傾斜地対策予備設計業務委託 予備設計　１式 城端 約4ヶ月 指名競争入札
土木関係建設コンサルタント業
務

第3四半期 追加

685 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 旅川江田橋ほか添架管更新実施設計業務委託
橋梁添架管測量設計
N=2橋　L=60m

江田
西新田

約4か月 指名競争入札
土木関係建設コンサルタント業
務

第3四半期
第2四半期から第
3四半期に変更

686 射水市 建築住宅課
放生津地区住宅市街地総合整備事業中町東部地区換地設計
業務委託

射水市　放生津町 換地設計　N=一式 約5ヶ月 指名 土木コンサルタント 第３四半期

687 射水市 道路課 市道塚原157号線測量設計業務委託 朴木 道路測量設計　１式 約4ヶ月 指名 土木コンサルタント 第３四半期

小矢部市　〔 令和 4 年 10 月　時点〕

南砺市　〔 令和 4 年 10 月 1 日　時点〕

射水市　〔 令和 4 年 10 月　時点〕
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688 射水市 道路課 市道幸町1号線測量設計業務委託 幸町 道路測量設計　１式 約3ヶ月 指名 土木コンサルタント 第３四半期

689 射水市 都市計画課
富山高岡広域都市計画の区域区分の変更に係る土地利用調
査業務委託

射水市全域 土地利用の実態や過去の農業投資歴等の資料作成 約5ヶ月 指名 土木コンサルタント 第３四半期

690 射水市 用地課 射水市道路台帳修正業務委託　その１ 新湊地区 道路台帳の修正及び測量業務 約3ヶ月 指名 測量 第３四半期

691 射水市 用地課 射水市道路台帳修正業務委託　その２ 小杉、大門、大島地区 道路台帳の修正及び測量業務 約3ヶ月 指名 測量 第３四半期

692 射水市 上水道工務課 射水市内上水道工事に関わる平面図作成業務委託 射水市内一円 測量・平面図等作成業務 約5ヶ月 指名 測量 第３四半期

693 舟橋村 生活環境課 竹内中央線道路改良工事測量設計業務 竹内 道路改良を行うための測量設計 第１四半期

694 舟橋村 教育委員会 舟橋中学校体育館照明LED化改修工事設計監理業務 海老江
舟橋中学校の体育館照明について、LED化の改修工事
の設計監理をするもの

第１四半期

695 舟橋村 生活環境課 （簡水）公営企業会計移行業務 佛生寺
舟橋村簡易水道事業の地方公営企業法適用後におけ
る経営健全化に資するため

第１四半期

696 舟橋村 生活環境課 （簡水）公営企業会計システム導入業務 佛生寺 令和５年度からの公営企業会計システム運用のため 第１四半期

697 舟橋村 生活環境課 （簡水）施設巡視点検業務 古海老江　　　東芦原 土・日・祝日の水道施設巡視点検を行うため 第１四半期

698 舟橋村 生活環境課 （簡水）第二浄水場改良設計業務 古海老江
簡易水道事業変更認可申請に伴う、計画給水人口の増
加により、第二浄水場内の舟橋村第三水源を復旧する
ため

未定

699 上市町 建設課　建設班（道路維持） 消雪施設維持管理業務委託 一円 消雪施設管理業務一式 5ヶ月 管工事 第３四半期

700 入善町 キラキラ商工観光課 下飯野地区開発行為及び実施設計業務委託 下飯野 開発行為及び実施設計一式 120日 指名競争 委託 第３四半期

701 入善町 結婚・子育て応援課 旧東部保育所外解体設計業務委託 入膳地内 3施設解体工事設計一式 60日 指名競争 委託 第３四半期

702 入善町 教育委員会事務局 入善町民会館公民館系統空調設備更新実施設計業務委託 入膳地内 実施設計一式 150日 指名競争 委託 第３四半期

舟橋村　〔 令和 4 年 4 月 1 日　時点〕

上市町　〔 令和 4 年 10 月　時点〕

入善町　〔 令和 4 年 10 月 1 日　時点〕
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