
工事種別

工事の業種

1 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
富山地家裁高岡支部庁舎（２３）建築工事（政府調達協定対
象）

富山県高岡市

庁舎：ＲＣ造地上３階建　３，５６０ｍ2　新築１棟
仮庁舎：Ｓ造地上２階建　１，６１２ｍ2　取りこわし一式
（工事発注規模）
6億8,000万円以上　15億円未満

２５ヶ月 一般競争 建築工事 第３四半期

2 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 富山地家裁高岡支部庁舎（２３）機械設備工事 富山県高岡市
庁舎：ＲＣ造地上３階建　３，５６０ｍ2　新築１棟
（工事発注規模）
3億円以上　6億8,000万円未満

１７ヶ月 一般競争 暖冷房衛生設備工事 第４四半期

3 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 富山地家裁高岡支部庁舎（２３）電気設備工事 富山県高岡市
庁舎：ＲＣ造地上３階建　３，５６０ｍ2　新築１棟
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

１７ヶ月 一般競争 電気設備工事 第４四半期

4 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 小矢部川・長江堤防強化その１０工事 富山県高岡市
高水護岸　Ｌ＝８０ｍ
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

８ヶ月 一般競争 一般土木工事 第１四半期

5 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 庄川・上伏間江護岸その１２外工事 富山県高岡市
低水護岸　Ｌ＝１２０ｍ
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

８ヶ月 一般競争 一般土木工事 第１四半期

6 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 六家跨道橋下部その２工事 富山県高岡市

橋台工　　　　１基
場所打ち杭工　９本

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

９ヶ月 一般競争 一般土木工事 第１四半期

7 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５・６祖父川橋下部その４工事 富山県高岡市

橋脚工　　　　　１基
場所打ち杭工　２１本

（工事発注規模）
3億円以上　6億8,000万円未満

１９ヶ月 一般競争 一般土木工事 第２四半期

8 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和６年度小矢部川堤防管理作業 富山県高岡市
堤防除草　　　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

８ヶ月 一般競争 維持修繕工事 第４四半期

9 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和６年度小矢部川維持管理作業 富山県高岡市

河川維持管理作業　　　　　１式
出水時地震時河川巡視業務　１式
内水排除業務　　　　　　　１式
（工事発注規模）
６０００万円以上　　　１億円未満

１２ヶ月 一般競争 維持修繕工事 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６年度庄川堤防管理作業 富山県高岡市
堤防除草　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

８ヶ月 一般競争 維持修繕工事 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６年度庄川維持管理作業 富山県高岡市

河川維持管理作業　　　　　１式
出水時地震時河川巡視業務　１式
内水排除業務　　　　　　　１式
（工事発注規模）
６０００万円以上　　　１億円未満

１２ヶ月 一般競争 維持修繕工事 第４四半期

12 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５・６・７能越管内道路維持工事 富山県高岡市

道路付属施設工　１式
応急処理工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

２４ヶ月 一般競争 維持修繕工事 第２四半期

13 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５・６高岡能越管内舗装修繕工事 富山県高岡市

切削オーバーレイ工　１式
舗装打換工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
8,000万円以上　1億2,000万円未満

１３ヶ月 一般競争 アスファルト舗装工事 第４四半期

14 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５下蓑電線共同溝その７工事 富山県高岡市
電線共同溝　１式
（工事発注規模）
8,000万円以上　1億2,000万円未満

９ヶ月 一般競争 アスファルト舗装工事 第２四半期

国土交通省 北陸地方整備局　〔 令和 5 年 4 月 3 日　時点〕

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和５年度 第１四半期）

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 備考入札予定時期
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15 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５六家電線共同溝その１工事 富山県高岡市
電線共同溝　１式
（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

１０ヶ月 一般競争 アスファルト舗装工事 第１四半期

16 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５高岡能越管内構造物整備その２工事 富山県高岡市

土工　１式
排水構造物工　１式
防護柵工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

１０ヶ月 一般競争 維持修繕工事 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５年度能越道高岡五十里トンネルラジオ再放送設備更新
工事

富山県高岡市
トンネルラジオ再放送設備更新　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

１０ヶ月 一般競争 通信設備工事 第１四半期

18 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和５年度道路用ＣＣＴＶ設備設置その２工事 富山県高岡市

道路用ＣＣＴＶ設備設置　１式
道路用ＣＣＴＶ設備更新　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

１０ヶ月 一般競争 通信設備工事 第１四半期

19 国土交通省 北陸地方整備局 金沢営繕事務所 富山地家裁高岡支部庁舎（２３）エレベーター設備工事 富山県高岡市

庁舎：ＲＣ造地上３階建　３，５６０ｍ2　新築１棟（エレ
ベーター２基）

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

１７ヶ月 一般競争 機械設備工事 第４四半期

20 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和５年度小矢部工区除雪作業 富山県高岡市 道路除雪工　１式 ８ヶ月 随意契約 維持修繕工事 第２四半期

21 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(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事(その2) 高岡市伏木磯町地内

消波工(ブロック40t型製作、150個)
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート（21-8-40）約2,500m3
工事発注規模9,000万円以上1億5,000円未満

約5ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第3四半期
総合評価落札方
式

22 富山県 営繕課 高岡テクノドーム別館（仮称）新築その１工事 高岡市二塚 展示場(RC-2、延べ2,784㎡）の新築 約１９ヶ月 条件付一般 一般建築 第１四半期

23 富山県 営繕課 高岡テクノドーム別館（仮称）新築電気設備工事 高岡市二塚
展示場（RC-2、延べ2,784㎡）及び集会場（S-1、669
㎡）新築に伴う電気設備工事

約１９ヶ月 条件付一般 電気設備 第１四半期

24 富山県 営繕課 高岡テクノドーム別館（仮称）新築空調設備工事 高岡市二塚
展示場（RC-2、延べ2,784㎡）及び集会場（S-1、669
㎡）新築に伴う空調設備工事

約１９ヶ月 条件付一般 暖冷房設備 第１四半期

25 富山県 営繕課 高岡テクノドーム別館（仮称）新築給排水衛生設備工事 高岡市二塚
展示場（RC-2、延べ2,784㎡）及び集会場（S-1、669
㎡）新築に伴う給排水衛生設備工事

約１９ヶ月 条件付一般 給排水衛生設備 第１四半期

26 富山県 営繕課 高岡テクノドーム別館（仮称）新築さく井設備工事 高岡市二塚 揚水井１本（深さ150ｍ、口径φ300、掘削径φ450） 約５ヶ月 指名 さく井 第１四半期

27 富山県 営繕課 富山県立高岡支援学校小学部棟増築工事 高岡市東海老坂 校舎（RC-2、延べ836㎡）の 増築 約１０ヶ月 条件付一般 一般建築 第１四半期

28 富山県 営繕課 富山県立高岡支援学校小学部棟増築電気設備工事 高岡市東海老坂
校舎（RC-2、延べ836㎡）及び渡り廊下（RC-2、延べ68
㎡,S-1、17㎡)の増築に伴う電気設備工事

約１０ヶ月 条件付一般 電気設備 第１四半期

29 富山県 営繕課 富山県立高岡支援学校小学部棟増築空調設備その他工事 高岡市東海老坂
校舎（RC-2、延べ836㎡）の増築に伴う空調設備及び給
排水衛生設備工事

約１０ヶ月 条件付一般 暖冷房設備 第１四半期

30 富山県 営繕課 中川県営住宅１・２号棟給水方式変更工事 高岡市中川
県営住宅（2棟、24戸）の給水方式変更及び18戸給水管
更新

約５ヶ月 指名 給排水衛生設備 第１四半期

富山県　〔 令和 5 年 5 月　時点〕
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31 富山県 営繕課 富山県立高岡支援学校渡り廊下増築工事 高岡市東海老坂 渡り廊下（RC-2、延べ68㎡及びS-1、約17㎡）の増築 約９ヶ月 条件付一般 一般建築 第１四半期 追加

32 富山県 営繕課 富山県立高岡高等支援学校教室棟北側建具改修工事 高岡市東海老坂 教室棟北側建具の改修 約４ヶ月 条件付一般 一般建築 第２四半期 追加

33 富山県 営繕課 富山県立高岡商業高等学校管理・教室棟屋外階段改修工事 高岡市横田 管理・教育棟の屋外階段改修 約６ヶ月 条件付一般 一般建築 第２四半期 追加

34 富山県 営繕課 小矢部川流域下水道二上浄化センター耐水化対策工事 高岡市二上 汚泥濃縮棟、２号溶融炉棟等の止水板設置 約３ヶ月 条件付一般 一般建築 第２四半期 追加

35 富山県 営繕課
富山県産業技術研究開発センターものづくり研究開発センター
実験棟Ｇ棟屋上防水改修工事

高岡市二上 実験棟(RC-2、延べ1,382㎡)の屋上防水改修 約４ヶ月 条件付一般 防水 第２四半期 追加

36 富山県 営繕課 中川県営住宅１・２号棟屋上防水改修工事 高岡市中川本町 県営住宅２棟(各RC-3、延べ718㎡)の屋上防水改修 約４ヶ月 指名 防水 第２四半期 追加

37 富山県 営繕課 富山県立伏木高等学校受変電設備改修工事 高岡市伏木一宮 キュービクルの改修及び特別教室用動力盤の設置 約８ヶ月 指名 電気設備 第２四半期 追加

38 富山県 営繕課 富山県立福岡高等学校受変電設備改修工事 高岡市福岡町上蓑 トランス容量の増設及び特別教室用動力盤の設置 約８ヶ月 指名 電気設備 第２四半期 追加

39 富山県 営繕課 富山県立伏木高等学校普通教室空調設備更新工事 高岡市伏木一宮 普通教室１３室のエアコン更新 約５ヶ月 条件付一般 暖冷房設備 第２四半期 追加

40 富山県 営繕課 富山県立高岡南高等学校普通教室空調設備更新等工事 高岡市戸出町
普通教室のマルチエアコン２組の更新及び特別教室１
室のエアコン新設

約５ヶ月 条件付一般 暖冷房設備 第２四半期 追加

41 富山県 営繕課 高岡テクノドーム別館（仮称）新築その２工事 高岡市二塚 集会場（S-1、669㎡）の新築 約１３ヶ月 条件付一般 一般建築 第３四半期 追加

42 富山県 営繕課 富山県立高岡高等学校受変電設備改修工事 高岡市中川園町 キュービクルの増設及び特別教室用動力盤の設置 約６ヶ月 指名 電気設備 第３四半期 追加

43 富山県 高岡土木センター (主)高岡環状線道路改築付替市道その３工事 高岡市上伏間江
ボックスカルバート(W1.2× H1.5)L=34m、プレキャスト床
版設置(側溝蓋掛)N=53枚、下層路盤A=1210m2
（4千万円未満）

約７ヶ月 条件付一般 一般土木 第１四半期 追加

44 富山県 高岡土木センター
(主)高岡環状線道路改築橋梁上部工
（１工区）工事

高岡市二塚
PC３径間連結プレテンション方式T桁橋、橋長L=70m、
有効幅員W=9.5m、支承N=１式

約１３ヶ月 条件付一般 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ 第２四半期 追加

45 富山県 高岡土木センター (主)高岡環状線道路改築道路改良その１３工事 高岡市上伏間江

路体盛土V=1600m3、路床盛土 V=5000m3、プレキャスト
U型側溝 L=420m、自由勾配側溝L=240m、下層路盤
A=4860m2
（4千万円以上１億円未満もしくは１億円以上）

約10ヶ月 条件付一般 一般土木 第３四半期 追加

46 富山県 高岡土木センター (主)高岡環状線道路総合交付金道路改良その１工事
高岡市波岡
～長慶寺

自由勾配側溝L=84m、ボックスカルバート(W0.6×
H0.6)L=22m、仮舗装 A=250m2
（4千万円未満）

約５ヶ月 指名 一般土木 第３四半期 追加

47 富山県 高岡土木センター （一）姫野能町線 道路改築 盛土工工事 高岡市中曽根 盛土工V=1,500m3 約４ヶ月 指名 とび・土工 第１四半期 追加
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48 富山県 高岡土木センター （国）４１５号 道路総合交付金 護岸工事 高岡市太田
大型ﾌﾞﾛｯｸ積L=28m、ﾌﾞﾛｯｸ積L=3m、側壁ｺﾝｸﾘｰﾄ
L=37m、隔壁工N=3箇所、階段工N=2箇所
（4千万円以上1億円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

49 富山県 高岡土木センター （主）富山戸出小矢部線 県単独道路改良 舗装 工事 高岡市戸出町５丁目 舗装工A=600m2、暗渠工L=25m 約５ヶ月 条件付き一般 アスファルト舗装 第１四半期 追加

50 富山県 高岡土木センター （主）小矢部伏木港線 県単独道路改良 舗装 工事 高岡市西海老坂 舗装工A=850m2 約５ヶ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期 追加

51 富山県 高岡土木センター （一）本保福岡線 県単独道路改良 工事 高岡市今市 道路改良L=35m 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

52 富山県 高岡土木センター （主）小矢部伏木港線 県単独道路改良 工事 高岡市柴野 道路改良L=80m 約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

53 富山県 高岡土木センター （主）高岡砺波線 県単独道路改良 工事 高岡市戸出放寺
道路改良L=120m
（4千万円未満）

約８ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期 追加

54 富山県 高岡土木センター (都)中新湊姫野線県単独都市計画街路道路改良工事 高岡市姫野 側溝工 L=15m、舗装工 A=50m2特殊ブロック  L=150ｍ 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

55 富山県 高岡土木センター (都)高岡伏木線街路事業電線共同溝第１０工区工事
高岡市宝町
～向野町

推進工 L＝20ｍ、管路工 L=260m
（4千万円未満もしくは4千万円以上１億円未満）

約5ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

56 富山県 高岡土木センター (都)高岡駅波岡線街路事業電線共同溝第５工区工事
高岡市川原本町～金屋
本町

電線共同溝 L＝30ｍ、管路工 L=272m
（4千万円未満）

約10ケ月 条件付一般 一般土木 第１四半期 追加

57 富山県 高岡土木センター (都)戸出東西中央線街路総合交付金舗装工事 高岡市戸出町二丁目
道路改良工 L=200m 、舗装工 A=1,800
㎡

約6ヶ月 条件付一般 アスファルト舗装工 第２四半期 追加

58 富山県 高岡土木センター
（主）高岡羽咋線道路総合交付金（防災・災防・修繕）法面工工
事

高岡市勝木原 法枠工  A=200m2鉄筋挿入工  45本 約５ヶ月 条件付一般 法面処理 第１四半期 追加

59 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（防災・災防・修繕）舗装
補修（福岡
町赤丸工区）工事

高岡市福岡町赤丸 舗装補修  A=1,200m2 約４ヶ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期 追加

60 富山県 高岡土木センター 道路総合交付金（防災・災防・修繕）照明灯補修工事 管内 照明灯補修  N=１６箇所 約４ヶ月 指名 道路照明 第１四半期
追加
分割検討中

61 富山県 高岡土木センター （主）高岡羽咋線県単独災害防除法面工工事 高岡市五十辺 法枠工  A=130m2 約４ヶ月 指名 法面処理 第１四半期 追加

62 富山県 高岡土木センター （主）伏木港線県単独道路維持修繕舗装補修工事 高岡市荻布 舗装補修  A=1,800m2 約４ヶ月 指名 アスファルト舗装 第2四半期 追加

63 富山県 高岡土木センター （主）高岡砺波線県単独道路維持修繕舗装補修工事 高岡市今市 舗装補修  A=1,800m2 約４ヶ月 指名 アスファルト舗装 第2四半期 追加

64 富山県 高岡土木センター （一）福岡宮島峡公園線県単独道路維持修繕舗装補修工事 高岡市福岡町西明寺 舗装補修  A=1,000m2 約４ヶ月 指名 アスファルト舗装 第2四半期 追加
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65 富山県 高岡土木センター （一）守山向野線県単独道路維持修繕側溝修繕工事 高岡市熊野町 側溝工  L=150m 約４ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 追加

66 富山県 高岡土木センター
（一）岡笹川線県単独道路改良（フレッシュアップ）カラー舗装
工事

高岡市福岡町福岡 カラー舗装  A=350m2 約４ヶ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期 追加

67 富山県 高岡土木センター
（主）小矢部伏木港線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩
拡幅工事

高岡市福岡町三日市 重力式擁壁  Ｌ=40m 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

68 富山県 高岡土木センター
（一）井栗谷大門線県単独道路改良
（フレッシュアップ）路肩拡幅工事

高岡市今泉新 L型擁壁  Ｌ=40m 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

69 富山県 高岡土木センター
（国）４１５号道路総合交付金（防災・防雪）消雪配管リフレッ
シュ工事

高岡市姫野 消雪配管工  L=100m 約４ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

70 富山県 高岡土木センター
（一）立野鴨島線道路総合交付金（防災・防雪）消雪配管リフ
レッシュ工事

高岡市六家 消雪配管工  L=100m 約４ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

71 富山県 高岡土木センター （主）高岡砺波線県単独雪寒対策施設消雪配管工事 高岡市中保外 消雪配管工  L=360m 約５ヶ月 条件付一般 消雪装置 第１四半期
追加
分割検討中

72 富山県 高岡土木センター （国）４１５号道路橋りょう改築（城光寺橋上り）上部工補修工事 高岡市城光寺～米島
ひび割れ充てん工  Ｌ=4mひび割れ注入工  Ｌ=50m断面
修復工  V=1m3
（4千万円以上１億円未満）

約１０ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

73 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２）伸縮装置補修そ
の１工事

高岡市能町 伸縮装置補修工  N=2箇所 約４ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

74 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２）伸縮装置補修そ
の２工事

高岡市米島
～能町

伸縮装置補修工  N=9箇所
（4千万円以上１億円未満）

約１２ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

75 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２）橋面舗装補修工
事

高岡市能町 橋面防水・舗装  A=180m2 約３ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期 追加

76 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）伸縮装置補修
工事

高岡市能町 伸縮装置補修工  Ｌ=22m橋面防水・舗装  A=90m2 約３ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

77 富山県 高岡土木センター （主）高岡羽咋線道路橋りょう改築（八口橋）伸縮装置補修工事 高岡市八口 伸縮装置取替  N=2箇所 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

78 富山県 高岡土木センター （主）高岡羽咋線道路橋りょう改築（八口橋）橋面舗装補修工事 高岡市八口 橋面防水・舗装  A=160m2 約４ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期 追加

79 富山県 高岡土木センター （主）高岡小杉線道路橋りょう改築（繁久寺橋）上部工補修工事 高岡市駅南 １丁目
ひび割れ充てん工  Ｌ=0.55mひび割れ注入工  Ｌ=196m
断面修復工  V=0.02m3
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第１四半期 追加

80 富山県 高岡土木センター
（主）高岡氷見線道路橋りょう改築（国条橋歩道橋）伸縮装置補
修工事

高岡市佐加野
伸縮装置補修工 N=７箇所
（4千万円未満）

約８ヵ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

81 富山県 高岡土木センター （主）押水福岡線道路橋りょう改築（黒石橋）上部工補修工事 高岡市福岡町福岡新
ひび割れ充てん工  Ｌ=1mひび割れ注入工  Ｌ=22m
断面修復工  V=0.11m3

約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加
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82 富山県 高岡土木センター
（一）守山向野線道路橋りょう改築（二上橋）再塗装第１工区工
事

高岡市守護町 再塗装工  A=900m2 約１０ヶ月 条件付一般 塗装 第２四半期 追加

83 富山県 高岡土木センター
（一）守山向野線道路橋りょう改築（二上橋）再塗装第２工区工
事

高岡市守護町 再塗装工  A=900m2 約１０ヶ月 条件付一般 塗装 第２四半期 追加

84 富山県 高岡土木センター
（一）小野上渡線道路橋りょう改築（五位橋）再塗装第１工区工
事

高岡市福岡
町赤丸～宝来町

再塗装工  A=900m2 約１０ヶ月 条件付一般 塗装 第２四半期 追加

85 富山県 高岡土木センター
（一）小野上渡線道路橋りょう改築（五位橋）再塗装第２工区工
事

高岡市福岡町赤丸～宝
来町

再塗装工  A=900m2 約１０ヶ月 条件付一般 塗装 第２四半期 追加

86 富山県 高岡土木センター
（主）押水福岡線県単独橋りょう維持修繕（土屋橋歩道橋）消雪
配管修繕工事

高岡市福岡町土屋～福岡新 消雪配管  Ｌ=200m 約４ヶ月 条件付一般 消雪装置 第２四半期
追加
分割検討中

87 富山県 高岡土木センター
（一）西部金屋戸出線県単独道路改良（交安）歩道新設その１
工事

高岡市戸出吉住
側溝工  Ｌ=100m
縁石工  Ｌ=96m 舗装工  Ａ=380m2

約６ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

88 富山県 高岡土木センター
（一）西部金屋戸出線県単独道路改良（交安）歩道新設その２
工事

高岡市戸出吉住 L型擁壁工  Ｌ=130m 約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

89 富山県 高岡土木センター （主）福光福岡線県単独道路改良（交安）路肩拡幅工事 高岡市福岡町矢部 L型擁壁工  Ｌ=140m 約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

90 富山県 高岡土木センター
（主）押水福岡線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅
工事

高岡市福岡町西明寺 L型擁壁工  Ｌ=40m重力式擁壁  Ｌ=10m 約６ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

91 富山県 高岡土木センター
（一）守山向野線県単独道路改良（フ
レッシュアップ）路肩カラー舗装その２工事

高岡市二上町外 薄層カラー舗装  A=480m2 約３ヶ月 指名 塗装（道路標示含む） 第１四半期 追加

92 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系栃谷川砂防関係施設整備（砂防）栃丘堰堤補強
工事

高岡市福岡町栃丘
補強コンクリート工  V=200m3工事用道路工  L=180m
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 修正

93 富山県 高岡土木センター 頭川地区砂防関係施設整備（地すべり）横ボーリング工工事 高岡市頭川 横ボーリング  L=520m 約６ヶ月 条件付一般 ボーリング・グラウト 第１四半期

94 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系山川砂防関係施設整備（砂防）渓流保全工工事 高岡市西広谷
床固工  V=140m3取付護岸工  L=20m
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第１四半期 追加

95 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系広谷川砂防関係施設整備（砂防）西広谷１号堰
堤前庭保護
工工事

高岡市勝木原
前庭保護工  V=330m3
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第３四半期 追加

96 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系五十里道重（２）砂防総合交付金（砂防）取付護
岸工工事

高岡市五十里西町
取付護岸工  L=17.5m管理用道路工  L=85m
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

97 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系子撫川砂防関係施設整備（砂防）沢川１号堰堤
補強工事

高岡市福岡町沢川
補強コンクリート工  V=220m3工事用道路工  L=231m
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

98 富山県 高岡土木センター
小矢部川水系子撫川砂防関係施設整備（砂防）沢川６号堰堤
補強工事

高岡市福岡町沢川
補強コンクリート工  V=200m3工事用道路工  L=44m
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加
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99 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系西明寺川砂防総合交付金（砂防）堰堤工工事 高岡市福岡町西明寺
堰堤工  V＝300m3
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第３四半期 追加

100 富山県 高岡土木センター 栃丘地区砂防関係施設整備（地すべり）横ボーリング工事 高岡市福岡町栃丘 横ボーリング  L=200m 約６ヶ月 指名
ボーリング・グラウ
ト

第１四半期 追加

101 富山県 高岡土木センター
五位（２）地区砂防総合交付金（急傾斜）崩壊土砂防止柵工工
事

高岡市福岡町五位
崩壊土砂防止柵  L=21m
（4千万円以上１億円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

102 富山県 高岡土木センター 伏木一宮地区砂防総合交付金（急傾斜）法面工工事 高岡市伏木一宮 法面工  A=350㎡ 約６ヶ月 指名 法面処理 第１四半期 追加

103 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系谷内川県単独砂防維持修繕浚渫工事
高岡市石堤
～福岡町赤丸

浚渫工  V=500m3 約６ヶ月 指名 とび・土工・コンクリート 第２四半期 追加

104 富山県 高岡土木センター 沢川地区外県単独砂防維持修繕水路補修工事 高岡市福岡町沢川、勝木原 水路補修  L=190m水路清掃  N=1式 約６ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

105 富山県 高岡土木センター 花尾地区外県単独砂防維持修繕水路補修工事
高岡市福岡町花尾、
淵ヶ谷

水路補修  L=226m水路清掃  N=1式 約６ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

106 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系谷内川河川改修４号市道橋下部工その３工事 高岡市石堤
橋台  N=１基
場所打ち杭（φ1000、L=11.5m）N=4本
（4千万円未満もしくは4千万円以上１億円未満）

約7ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

107 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工第１工区工事 高岡市野村
護岸工  L=60m、A=300m2
（4千万円以上１億円未満）

約７ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

108 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工第２工区工事 高岡市野村
護岸工  L=60m、A=300m2
（4千万円以上１億円未満）

約７ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

109 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系西明寺川河川総合交付金河道掘削工事 高岡市下向田外 河道掘削工  V=500m3 約６ヶ月 指名
とび・土
工・コンクリート

第２四半期 追加

110 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系広谷川河川総合交付金河道掘削工事 高岡市八口外 河道掘削工  V=500m3 約６ヶ月 指名 とび・土工・コンクリート 第２四半期 追加

111 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系和田川県単独河川改良護岸工工事 高岡市木津
護岸工  L=20m
（4千万円未満）

約８ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

112 富山県 高岡土木センター 小矢部川水系千保川県単独河川維持修繕浚渫工事 高岡市戸出春日外 浚渫工  V=500m3 約６ヶ月 指名 とび・土工・コンクリート 第２四半期 追加

113 富山県 高岡土木センター
小矢部川流域下水道高岡幹線外マンホール耐震対策舗装復
旧工事

高岡市赤祖父外
アスファルト舗装
小規模施工  N=１６箇所

約５ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期 追加

114 富山県 高岡土木センター
小矢部川流域下水道高岡福岡幹線外マンホール耐震対策舗
装復旧工事

高岡市二上町外
アスファルト舗装
小規模施工  N=８箇所

約５ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期 追加

115 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連絡管廊C耐震補強そ
の２工事

高岡市二上
補強コンクリート  L=14.2m
（4千万円未満）

約５ヶ月 条件付一般 一般土木 第４四半期 追加
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116 富山県 高岡土木センター
小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥溶融炉設
備修繕工事

高岡市二上 汚泥溶融炉設備修繕  １式 約９ヶ月 条件付一般 水処理装置 第２四半期 追加

117 富山県 子撫川統合ダム管理事務所 五位ダム基幹水利施設保全事業監査廊等照明灯更新 高岡市福岡町五位 照明灯更新  35基 約5ヶ月 指名 電気設備 第2四半期

118 富山県 子撫川統合ダム管理事務所 五位ダム基幹水利施設保全事業地山地下水位計修繕 高岡市福岡町五位 地山地下水位計修繕  4台 約5ヶ月 指名 電話・通信設備 第2四半期

119 富山県 子撫川統合ダム管理事務所
五位ダム基幹水利施設保全事業ダム制御装置タイムサー
バー更新

高岡市福岡町五位 タイムサーバー更新  1台 約4ヶ月 指名 電話・通信設備 第2四半期

120 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾予防保全（新港大橋）作業構台設
置工事

高岡市堀岡又新
作業構台  L=30m
（40百万円以上1億円未満）

約6ケ月 条件付一般 一般土木 第２四半期

121 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾予防保全第一水面貯木場緑地護
岸工その１工事

高岡市石丸
矢板護岸  L=42m
（40百万円以上1億円未満）

約8ケ月 条件付一般 一般土木 第２四半期

122 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾予防保全第一水面貯木場緑地護
岸工その２工事

高岡市石丸
矢板護岸  L=38m
（40百万円以上1億円未満）

約8ケ月 条件付一般 一般土木 第２四半期

123 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾改良臨港道路伏木外港線側溝工
工事

高岡市能町地内 側溝工  L=100m 約４ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

124 富山県 伏木港事務所 伏木富山港（伏木地区）予防保全臨港道路5号線舗装工事 高岡市伏木湊町地内 舗装工  A=1800㎡ 約４ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期

125 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾改良臨港道路伏木外港線歩道改
良工事

高岡市能町地内 歩道改良工  L=120m 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

126 富山県 伏木港事務所 伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港陸橋上部工補修工事 高岡市伏木錦町地内 断面修復工  １式表面保護工  １式 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

127 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金臨港道路1号線照明
更新工事

高岡市伏木1丁目他外内 照明灯更新  N=5基 約４ヶ月 指名 道路照明 第１四半期

128 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）ふ頭用地造成万葉4号野積場排水路
その２工事

高岡市万葉ふ頭地内 油水分離槽N=2基、接続桝N=1基側溝工N=20m 約４ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

129 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾改良臨港道路伏木外港線道路改
良工事

高岡市能町地内 道路改良工  L=120m 約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期

130 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消雪通信施
設更新工事

高岡市伏木湊町外地内 消雪通信施設更新  １式 約５ヶ月 指名 電話・通信設備 第２四半期

131 富山県 伏木港事務所 伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋下部工補修工事 高岡市伏木1丁目地内 ひび割れ補修工  １式断面修復工  １式 約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期

132 富山県 伏木港事務所 伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋耐震補強工事 高岡市伏木1丁目地内
ゴム被覆チェーン  N=4本鋼板巻き立て工 １式
４千万円未満

約５ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期
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133 富山県 伏木港事務所 伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋再塗装工事 高岡市伏木1丁目地内 再塗装  A=3,100㎡ 約５ヶ月 条件付き一般 塗装 第４四半期

134 富山県 高岡農林振興センター 農地防災  庄川左岸三期地区新又口用水路整備その21工事
高岡市
戸出六十歩ほか

整備工  一式 約5か月 指名 とび･土工 第2四半期

135 富山県 高岡農林振興センター
基幹水利施設  芹谷野２期地区芹谷野用水路補修第５工区工
事

高岡市東保新 水路工  L=300m (4千万円未満) 約7か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

136 富山県 高岡農林振興センター 基幹水利施設  庄西２期地区舟戸口用水路第３工区工事 高岡市 戸出光明寺 水路補修工  L=100m (4千万円未満) 約９か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

137 富山県 高岡農林振興センター 基幹水利施設  庄西２期地区舟戸口用水路第４工区工事 高岡市 戸出光明寺 水路補修工  L=100m (4千万円未満) 約９か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

138 富山県 高岡農林振興センター 基幹水利施設  庄西２期地区舟戸口用水路第５工区工事 高岡市 戸出光明寺 水路補修工  L=70m 約９か月 指名 一般土木 第1四半期 追加

139 富山県 高岡農林振興センター 土地改良総合整備  福田地区水路整備第23工区工事 高岡市荒見崎ほか 水路工  L=330m (4千万円未満) 約９か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

140 富山県 高岡農林振興センター 土地改良総合整備  福田地区暗渠排水第2工区工事 高岡市辻ほか
暗渠排水工  5.1ha 区画整理工  A=1.1ha水路工
L=195m
(4千万円以上1億円未満)

約９か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

141 富山県 高岡農林振興センター
ほ場整備  今泉地区
ほ場整備第17工区工事

高岡市今泉
区画整理工  A=1.5ha
(4千万円以上1億円未満)

約10か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

142 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  駒方地区ほ場整備第4工区工事 高岡市駒方
区画整理工  A=2.4ha
(4千万円以上1億円未満)

約9か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

143 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  開ほつ地区暗渠排水第2工区工事 高岡市福岡町開ほつ
暗渠排水工  A=3.2ha
(4千万円未満)

約6か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

144 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  大滝二期地区ほ場整備第11工区工事 高岡市福岡町大滝
区画整理工  A=1.6ha
(4千万円以上1億円未満)

約6か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

145 富山県 高岡農林振興センター ほ場整備  大滝二期地区ほ場整備第12工区工事 高岡市福岡町大滝
区画整理工  A=1.7ha
(4千万円未満)

約6か月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

146 富山県 管財課 富山県高岡総合庁舎照明改修（LED化）工事 高岡市赤祖父
高岡総合庁舎の照明改修
（LED化）工事

約６ヶ月 一般 電気設備 第２四半期

147 富山県 企業局 和田川浄水場工業用水沈殿池傾斜板架台更新工事 高岡市島新地内 工水沈殿池傾斜板架台改修N=1槽(6基) 約６ヶ月
条件付
一般競争入札

水処理施設 第１四半期

148 富山県 企業局 和田川浄水場天日乾燥床（Ｉ池）補修工事 高岡市島新地内
天日乾燥床改修  １池
（４千万円以上１億円未満）

約８ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第２四半期

149 富山県 企業局 西部水道用水供給事業氷見線管路更新第２２工区工事 高岡市東海老坂地内

管路布設工（φ700）
開削工L=40ｍ  推進工L=90m
かんがい管移設工（φ450）開削工L=30m
（１億円以上）

約８ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第２四半期
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150 富山県 企業局
和田川浄水場
上水高速沈殿池機械設備修繕工事

高岡市島新地内
上沈No.4機械設備修繕  一式
上沈No.4ウォーム減速機整備  １台

約10か月
条件付
一般競争入札

機械 第１四半期

151 富山県 企業局
和田川浄水場
薬品注入ポンプ及び注入配管更新工事

高岡市島新地内
PAC注入ポンプの更新  一式
苛性ソーダ注入ポンプ及び注入配管の更新一式

約11か月
条件付
一般競争入札

機械 第１四半期

152 富山県 企業局
和田川浄水場
工水配水池排泥弁更新工事

高岡市島新地内 No.2工水配水池排泥弁の取替  1台 約10か月
条件付
一般競争入札

機械 第１四半期

153 富山県 企業局
和田川浄水場
ダム通信設備改良工事

高岡市島新ほか地内 和田川ダム－浄水場間通信設備の更新 約９か月 指名競争入札 通信 第１四半期

154 富山県 企業局
和田川浄水場
気象観測装置更新工事

高岡市島新地内 雨量計、日射計等観測機器の更新  一式 約７か月 指名競争入札 電気 第１四半期

155 富山県 企業局
和田川浄水場ほか
監視制御装置修繕工事

高岡市島新地内 監視制御装置の有寿命部品の取替  一式 約６か月 随意契約 電気 第２四半期

156 富山県 企業局
和田川浄水場
分水井ＧＯモーター点検整備工事

高岡市島新地内 ＧＯモーターの分解整備  一式 約５か月 随意契約 機械 第２四半期

157 富山県 企業局
和田川浄水場
主要弁類点検整備工事

高岡市島新地内
工水沈殿池入口弁の点検整備  １台排水池出口弁の点
検整備  １台

約５か月 指名競争入札 機械 第２四半期

158 富山県 企業局
和田川浄水場
No.2工水沈殿池フロキュレータ修繕工事

高岡市島新地内 フロキュレータ駆動軸の取替  １台 約６か月 指名競争入札 機械 第２四半期

159 富山県 企業局
和田川浄水場
排水池及び排泥池減速機点検整備工事

高岡市島新地内
サイクロ減速機の分解整備  ２台排水池減速機架台の
取替  一式

約７か月 指名競争入札 機械 第２四半期

160 富山県 企業局
和田川浄水場
汚水ポンプ更新工事

高岡市島新地内 生活排水用汚水ポンプの取替  一式 約６か月 指名競争入札 機械 第２四半期

161 富山県 企業局
子撫川送水ポンプ場
N0.2送水ポンプ点検整備工事

高岡市国吉地内 送水ポンプの分解整備  1台 約７か月 指名競争入札 機械 第２四半期

162 富山県 企業局
和田川浄水場
非常用発電機点検整備工事

高岡市島新地内 ガスタービン発電機の整備  一式 約６か月 指名競争入札 電気 第３四半期

163 富山県 警察本部警務部会計課 駐停車禁止路側帯等標示塗替工事 呉西 駐停車禁止路側帯等標示の塗替 ４ヶ月 指名競争入札
塗  装
（道路標示を含む）

第１四半期

164 富山県 警察本部警務部会計課 交通信号機新設工事 高岡市 信号機の新設 ６ヶ月 指名競争入札 信号機新設 第２～３四半期

165 富山県 警察本部警務部会計課 信号制御下位装置更新工事 高岡市 信号制御下位装置の更新 ６ヶ月 一般競争入札 管制センター高度化 第２～３四半期

166 富山県 警察本部警務部会計課 交通規制工事 呉西 道路標識の更新 ３ヶ月 指名競争入札 道路標識 第２・３四半期
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167 高岡市 産業振興部産業企画課 戸出西部金屋戸出石代１号線歩道補修工事その２ オフィスパーク 舗装工　A＝1,200㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第2四半期

168 高岡市 産業振興部農地林務課 林道上野2号線改良工事 福岡町上野 舗装工　L=100m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

169 高岡市 産業振興部農地林務課 林道山川線舗装工事 福岡町小野 舗装工　L=370ｍ 約4ヶ月 一般 舗装 第2四半期

170 高岡市 産業振興部農地林務課 林道堀切線舗装工事 福岡町五位 舗装工　L=400m 約4ヶ月 一般 舗装 第2四半期

171 高岡市 生活環境文化部市民生活課 照明器具取替 伏木 照明器具取替 約4ヶ月 指名 電気 第1四半期

172 高岡市 産業振興部地域振興交流課 福岡観光物産館照明LED化改修工事 福岡町 照明改修 約5ヶ月 一般 電気 第1四半期

173 高岡市 生活環境文化部環境政策課 埋立処分場D地区電動バタフライ弁更新工事 手洗野 埋立処分場　バタフライ弁の交換 約6ヶ月 随契 機械器具 第2四半期

174 高岡市 生活環境文化部環境政策課
し尿処理施設　細目スクリーン・スクリュープレスオーバーホー
ル

四屋 し尿処理施設　機器の修繕 約6ヶ月 随契 機械器具 第2四半期

175 高岡市 生活環境文化部文化振興課
高岡市万葉歴史館正面入口アプローチのアルミスパンドレイ
ル取替工事

伏木一宮一丁目 正面入口アプローチのアルミスパンドレイル取替 約3ヶ月 指名 屋根 第1四半期

176 高岡市 生活環境文化部文化振興課 高岡市万葉歴史館外灯LED化工事 伏木一宮一丁目
ロータリー・駐車場、庭、トイレ、入口アプローチ等の外
灯LED化

約6ヶ月 一般 電気 第1四半期

177 高岡市 生活環境文化部文化振興課 高岡市美術館空冷チラー全更新(展示室空調)工事 中川一丁目 空冷チラー全更新(展示室空調) 約3ヶ月 一般 管 第1四半期

178 高岡市 生活環境文化部文化振興課 高岡市美術館熱源ボイラー更新(展示室空調)工事 中川一丁目 熱源ボイラー更新(展示室空調) 約3ヶ月 指名 管 第1四半期

179 高岡市 生活環境文化部文化振興課 高岡市美術館排水ポンプ取替更新（雑排水・汚水）工事 中川一丁目 排水ポンプ取替更新（雑排水・汚水） 約3ヶ月 指名 管 第2四半期

180 高岡市 福祉保健部子ども・子育て課 高岡市立太田保育園屋上防水修繕工事 太田
屋根全面
アスファルト防水

約3ヶ月 指名 防水 第2四半期

181 高岡市 都市創造部都市計画課 御旅屋駐車場発券機更新工事 御旅屋P 発券機の更新 約1ヶ月 電気通信 第3四半期

182 高岡市 都市創造部都市計画課 高岡中央駐車場発券機等更新工事 中央P 発券機の更新 約1ヶ月 電気通信 第3四半期

183 高岡市 都市創造部都市計画課 高岡中央駐車場外壁張り替え工事 中央P 外壁の張替え 約6ヶ月 建築 第1四半期

高岡市　〔 令和 5 年 4 月　時点〕
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184 高岡市 都市創造部景観みどり課 古城公園動物園用井戸ポンプ取替等工事 古城 ポンプ取替一式外 約9ヶ月 一般 さく井 第2四半期

185 高岡市 都市創造部景観みどり課 高岡おとぎの森公園おとぎの森広場周辺再整備工事 佐野 遊具更新一式外 約6ヶ月 一般 造園 第3四半期

186 高岡市 都市創造部景観みどり課 高岡おとぎの森公園舗装打ち換え外工事 佐野 舗装一式外 約6ヶ月 一般 舗装 第3四半期

187 高岡市 都市創造部景観みどり課 高岡おとぎの森公園監視カメラ更新工事 佐野 監視カメラ更新一式 約9ヶ月 指名 電気通信 第2四半期

188 高岡市 都市創造部景観みどり課
高岡おとぎの森公園おとぎの森館水の輪ライニング補修外工
事

佐野
ライニング補修一式
タイル補修一式

約6ヶ月 一般 塗装 第2四半期

189 高岡市 都市創造部道路整備課 上北島羽広二丁目線道路改良工事 和田 側溝工L=50m 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

190 高岡市 都市創造部道路整備課 本領下老子線舗装工事 福岡町本領 舗装工A=1200m2 約5ヶ月 一般 舗装 第1四半期

191 高岡市 都市創造部道路整備課 羽広二丁目10号線道路改良工事 羽広 側溝工L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

192 高岡市 都市創造部道路整備課 戸出光明寺戸出竹線道路改良工事 戸出光明寺 側溝工L=150m 約5ヶ月 一般 土木 第2四半期

193 高岡市 都市創造部道路整備課 小竹駒方3号線道路改良工事 駒方 側溝工L=200m 約7ヶ月 一般 土木 第1四半期

194 高岡市 都市創造部道路整備課 戸出市野瀬12号線道路改良工事 戸出市野瀬 擁壁工L=40m 約4ヶ月 一般 土木 第2四半期

195 高岡市 都市創造部道路整備課 下黒田下島線付帯工 下黒田 横断防止柵L=30m 約3ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 第3四半期

196 高岡市 都市創造部道路整備課 横田町三丁目金屋町線舗装工事 金屋町 舗装工A=1500m2 約4ヶ月 一般 舗装 第1四半期

197 高岡市 都市創造部道路整備課 横田町三丁目金屋町線道路改良工事 金屋町
側溝工L=125m
舗装工A=1500m2

約5ヶ月 一般 土木 第1四半期

198 高岡市 都市創造部道路整備課 江尻春日丘３号線道路改良工事 江尻 側溝工L=40m 約2ヶ月 指名 土木 第3四半期

199 高岡市 都市創造部道路整備課 二上40号線舗装工事 二上町 舗装工A=360m2 約2ヶ月 指名 舗装 第1四半期

200 高岡市 都市創造部道路整備課 米島10号線道路改良工事 米島 側溝工L=40m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期
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201 高岡市 都市創造部道路整備課 能町38号線舗装工事 能町 舗装工A=100m2 約3ヶ月 指名 舗装 第1四半期

202 高岡市 都市創造部道路整備課 野村古定塚2号線道路改良工事 野村 側溝工L=10m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

203 高岡市 都市創造部道路整備課 林新上黒田線付帯工事 上黒田 側溝工L=40m 約4ヶ月 指名 土木 第3四半期

204 高岡市 都市創造部道路整備課 六家16号線道路改良工事 六家 側溝工L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第1四半期

205 高岡市 都市創造部道路整備課 内島8号線道路改良工事 内島 側溝工L=23m 約2ヶ月 指名 土木 第1四半期

206 高岡市 都市創造部道路整備課 中曽根21号線道路改良工事 中曽根 側溝工L=8m 約2ヶ月 随契 土木 第1四半期

207 高岡市 都市創造部道路整備課 姫野16号線道路改良工事 姫野 側溝工L=17m 約3ヶ月 指名 土木 第1四半期

208 高岡市 都市創造部道路整備課 戸出西部金屋25号線道路改良工事 戸出西部金屋 側溝工L=50m 約4ヶ月 指名 土木 第2四半期

209 高岡市 都市創造部道路整備課 矢部石名田線舗装工事 福岡町木舟 舗装工A=500m2 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

210 高岡市 都市創造部道路整備課 山岸南線道路改良工事 福岡町土屋 擁壁工L=40m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

211 高岡市 都市創造部道路整備課 下伏間江福田線道路改良工事 京田 連続地中壁L=50m 約10ヶ月 一般 土木 第1四半期

212 高岡市 都市創造部道路整備課 下伏間江福田線道路改良工事 下黒田 連続地中壁L=60m 約11ヶ月 一般 土木 第1四半期

213 高岡市 都市創造部道路整備課 下伏間江福田線道路改良工事 京田 Ｕ型擁壁L=30m 約12ヶ月 一般 土木 第3四半期

214 高岡市 都市創造部道路整備課 下伏間江福田線道路改良工事 下黒田 側溝工L=20m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

215 高岡市 都市創造部道路整備課 下伏間江福田線舗装工事 京田 舗装工A=300m2 約2ヶ月 指名 舗装 第1四半期

216 高岡市 都市創造部道路整備課 中央線照明設備設置工事 福岡町 照明設備N=3基 約5ヶ月 指名 電気 第1四半期

217 高岡市 都市創造部土木維持課 和田２号線（和田24号橋）外１線橋梁補修工事 和田　外 橋梁補修　Ｎ=２橋 約6ヶ月 一般 土木 第1四半期
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218 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）橋梁補修工事 福岡町木舟
橋梁補修　Ｎ=１式
塗装塗替　Ａ=250m2

約7ヶ月 一般 土木 第2四半期

219 高岡市 都市創造部土木維持課 石瀬15線（石瀬367号橋）外１線橋梁補修工事 石瀬　外 橋梁補修　Ｎ=２橋 約6ヶ月 一般 土木 第1四半期

220 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）橋梁補修工事 戸出西部金屋 橋梁補修　Ｎ=１式 約4ヶ月 一般 土木 第1四半期

221 高岡市 都市創造部土木維持課 六家四日市線（佐賀野橋）橋梁補修工事 四日市 橋梁補修　Ｎ=１式 約4ヶ月 一般 土木 第2四半期

222 高岡市 都市創造部土木維持課 林新二塚線（二塚337号橋）橋梁補修工事 二塚 橋梁補修　Ｎ=１式 約4ヶ月 一般 土木 第1四半期

223 高岡市 都市創造部土木維持課 美幸町二丁目波岡線（波岡65号橋）橋梁補修工事 波岡 橋梁補修　Ｎ=１式 約4ヶ月 一般 土木 第2四半期

224 高岡市 都市創造部土木維持課 矢部四十万線（福岡町一歩二歩944号橋）外２線橋梁補修工事 福岡町一歩二歩　外 橋梁補修　Ｎ=３橋 約6ヶ月 指名 土木 第2四半期

225 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）橋梁補修工
事

伏木国分二丁目 橋梁補修　Ｎ=１式 約3ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 第1四半期

226 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）トンネル補修工事 西海老坂
トンネル補修
Ｎ＝２施設

約4ヶ月 一般 土木 第1四半期

227 高岡市 都市創造部土木維持課 伏木国分線（雨晴隧道）トンネル補修工事 伏木国分
トンネル補修
Ｎ＝１施設

約6ヶ月 一般 土木 第1四半期

228 高岡市 都市創造部土木維持課 準用河川守山川改修工事 守山 函渠工　L=12.5ｍ 約6ヶ月 一般 土木 第1四半期

229 高岡市 都市創造部土木維持課 西広谷地区小規模急傾斜地崩壊防止工事 西広谷 法枠工　１式 約5ヶ月 一般 土木 第2四半期

230 高岡市 都市創造部土木維持課 上黒田地内水路整備工事 上黒田 側溝工　１式 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

231 高岡市 都市創造部土木維持課 準用河川大井川改修工事 福岡町本領 河川改修　１式 約5ヶ月 指名 土木 第3四半期

232 高岡市 都市創造部土木維持課 五十里国吉線道路改良工事 佐加野 側溝工　L=70m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

233 高岡市 都市創造部土木維持課 雨晴伊勢領線道路改良工事 太田 側溝工　L=60m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

234 高岡市 都市創造部土木維持課 戸出町一丁目戸出大清水線道路改良工事 戸出大清水 側溝工　L=90m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期
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235 高岡市 都市創造部土木維持課 鴨島町三番町線道路改良工事 一番町 側溝工　L=40m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

236 高岡市 都市創造部土木維持課 横田町二丁目金屋町線道路改良工事 横田町三丁目 側溝工　L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

237 高岡市 都市創造部土木維持課 伏木錦町伏木東一宮線道路改良工事 伏木東一宮 側溝工　L=30m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

238 高岡市 都市創造部土木維持課 三女子蓮花寺線道路改良工事 三女子 側溝工　L=60m 約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

239 高岡市 都市創造部土木維持課 中川一丁目能町線道路改良工事 角 側溝工　L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

240 高岡市 都市創造部土木維持課 西田５号線道路補修工事 西田 側溝工　L=30m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

241 高岡市 都市創造部土木維持課 六家四日市線道路改良工事 四日市 擁壁工　L=73m 約7ヶ月 一般 土木 第2四半期

242 高岡市 都市創造部土木維持課 石瀬20号線舗装補修工事 石瀬 舗装工 A=390㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第2四半期

243 高岡市 都市創造部土木維持課 千石町北２号線舗装補修工事 千石町 舗装工 A=340㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

244 高岡市 都市創造部土木維持課 佐野辻１号線舗装補修工事 西佐野 舗装工　A=380㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

245 高岡市 都市創造部土木維持課 上麻生西中町線道路改良工事 上麻生 側溝工　L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期

246 高岡市 都市創造部土木維持課 末広町本丸町線舗装補修工事 定塚町一丁目 舗装工　A=600㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

247 高岡市 都市創造部土木維持課 本保10号線舗装補修工事 本保 舗装工　A=560㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

248 高岡市 都市創造部土木維持課 福田六家９号線道路補修工事 六家 側溝工　L=80m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

249 高岡市 都市創造部土木維持課 下山田１号線舗装補修工事 下山田 舗装工　A=700㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

250 高岡市 都市創造部土木維持課 上伏間江戸出石代川原線舗装改修工事 上伏間江 舗装工　A=470㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

251 高岡市 都市創造部土木維持課 南幸町鴨島町線道路改良工事 南幸町 側溝工　L=130m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期
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252 高岡市 都市創造部土木維持課 木舟町大坪町一丁目線道路改良工事 大坪町一丁目 側溝工　L=90m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

253 高岡市 都市創造部土木維持課 木津35号線道路改良工事 木津 側溝工　L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

254 高岡市 都市創造部土木維持課 戸出町四丁目醍醐線道路改良工事 戸出町４丁目 側溝工　L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

255 高岡市 都市創造部土木維持課 あわら町３号線道路補修工事 あわら町 側溝工　L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

256 高岡市 都市創造部土木維持課 旅籠町博労本町２号線道路改良工事 博労本町 側溝工　L=90m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

257 高岡市 都市創造部土木維持課 伏木古国府８号線道路改良工事 伏木古国府 側溝工　L=70m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

258 高岡市 都市創造部土木維持課 本郷一丁目2号線消雪管リフレッシュ工事 内免５丁目 消雪管　L=230m 約4ヶ月 一般 管 第1四半期

259 高岡市 都市創造部土木維持課 中町小泉新線消雪管リフレッシュ工事 中田 消雪管　L=230m 約4ヶ月 一般 管 第1四半期

260 高岡市 都市創造部建築政策課 中保市営住宅E棟外壁改修工事 中保 外壁改修工事(全面) 約4ヶ月 一般 建築 第1四半期

261 高岡市 都市創造部建築政策課 東五位市営住宅C棟(西面)外壁改修工事 福田六家 外壁改修工事(一部) 約4ヶ月 指名 建築 第1四半期

262 高岡市 都市創造部建築政策課 国吉市営住宅B棟(北面)・D棟(西面)外壁改修工事 佐加野 外壁改修工事(一部) 約4ヶ月 一般 建築 第1四半期

263 高岡市 都市創造部建築政策課 エルパセオハイツ共用部照明器具更新工事 御旅屋 共用部照明器具更新 約4ヶ月 一般 電気 第2四半期

264 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

蓑川プロムナード整備工事 福岡町下蓑新 無散水融雪工A=100m2,舗装工A=300m2 約4ヶ月 一般 土木 第1四半期

265 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

(仮称)２号街区公園整備工事 福岡町下蓑 整備工A=340m2 約4ヶ月 一般 土木 第1四半期

266 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

梨木支線道路改良工事 福岡町下蓑新 側溝工L=15m,消雪工L=15m 約3ヶ月 指名 土木 第1四半期

267 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

駅前線道路改良工事 福岡町下蓑 橋梁用高欄工L=10m 約3ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 第1四半期

268 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

(仮称)２号ポケットパーク公園整備工事 福岡町下蓑 公園整備A=110m2 約3ヶ月 指名 土木 第2四半期
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269 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

(仮称)蓑川２号公園整備工事 福岡町下蓑新 公園整備A=390m2 約5ヶ月 指名 土木 第2四半期

270 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

(仮称)１号街区公園整備工事 福岡町下蓑新 公園整備A=600m2 約5ヶ月 一般 土木 第1四半期

271 高岡市
都市創造部福岡駅前土地区画
整理推進室

(仮称)15街区周辺整備工事 福岡町下蓑新
公園工A=120m2,護岸L=80m,舗装A=500m2,宅地造成
A=500m2

約10ヶ月 一般 土木 第2四半期

272 高岡市 消防本部総務課 高岡市消防本部・高岡消防署庁舎附属建物解体工事 広小路 解体工事 約6ヶ月 一般 解体 第1四半期

273 高岡市 教育委員会教育総務課 柴野内島７号線舗装工事 柴野内島 舗装工　A＝1,960㎡ 約4ヶ月 一般 舗装 第2四半期

274 高岡市 教育委員会教育総務課 横田本町横田町三丁目線側溝改修工事 横田本町 側溝工　L=55ｍ 約3ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 第1四半期

275 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立高陵中学校グラウンド防球ネット柱改修工事 高陵町
防球ネット柱設置工
N=29本

約5ヶ月 一般 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 第2四半期

276 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立志貴野中学校グラウンド防球ネット柱改修工事 広小路
防球ネット柱設置工
N=34本

約5ヶ月 一般 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 第2四半期

277 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立万葉小学校プール改修工事 二上町 プールサイド改修、フェンス改修、プール水槽塗替え 約4ヶ月 一般 建築 第2四半期

278 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立下関小学校外２高圧引込ケーブル等更新工事 東上関外２ 高圧引込ケーブル等の更新 約4ヶ月 指名 電気 第1四半期

279 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立野村小学校外１校消火栓ポンプ更新工事 野村外１ 消火栓ポンプの更新 約4ヶ月 指名 管 第1四半期

280 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立南条小学校小荷物昇降機改修工事 佐野 小荷物昇降機の改修 約4ヶ月 一般 電気 第1四半期

281 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立木津小学校井戸ポンプ改修工事 木津 井戸ポンプの改修 約4ヶ月 指名 管 第2四半期

282 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立戸出西部小学校外部倉庫解体・改築工事 戸出町５丁目 既存外部倉庫の解体及び改築 約4ヶ月 指名 建築 第2四半期

283 高岡市 教育委員会教育総務課 バス待合上屋新築工事 立野 バス停上屋の新築 約3ヶ月 指名 建築 第2四半期

284 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立南星中学校駐輪場解体及び新設工事 木津 既設駐輪場解体工事及び新設工事 約4ヶ月 一般 建築 第2四半期

285 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立戸出中学校外１校高置水槽改修工事 戸出光明寺外１ 高置水槽の塗装改修 約3ヶ月 指名 塗装 第1四半期
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286 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立こまどり支援学校外部スロープ設置工事 江尻字村前 外部スロープの改修 約3ヶ月 指名 建築 第1四半期

287 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工事（木津小学校） 木津 校舎増築 約12ヶ月 一般 建築 第1四半期

288 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電気設備工事（木津小学校） 木津 校舎増築に伴う電気設備 約12ヶ月 一般 電気 第1四半期

289 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機械設備工事（木津小学校） 木津 校舎増築に伴う機械設備 約12ヶ月 一般 管 第1四半期

290 高岡市 教育委員会教育総務課 高岡市立西条小学校解体工事 横田本町 既存校舎等の解体 約12ヶ月 一般 解体 第4四半期

291 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工事その１工事 高陵町 校舎改修、増築 一般 建築 第4四半期

292 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工事その２工事 高陵町 校舎改修、増築 一般 建築 第4四半期

293 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電気設備工事 高陵町 校舎改修、増築に伴う電気設備 一般 電気 第4四半期

294 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機械設備工事 高陵町 校舎改修、増築に伴う機械設備 一般 管 第4四半期

295 高岡市
教育委員会生涯学習・スポーツ
課

ウイング・ウイング高岡高岡市施設自動制御設備更新工事 末広町 空調機修繕 約6ヶ月 指名 管 第2四半期

296 高岡市
教育委員会生涯学習・スポーツ
課

高岡市立旧石堤公民館解体工事 石堤 石堤公民館解体 約9ヶ月 一般 解体 第1四半期

297 高岡市
教育委員会生涯学習・スポーツ
課

立野公民館屋上防水工事 立野 屋上防水 約6ヶ月 指名 防水 第1四半期

298 高岡市
教育委員会生涯学習・スポーツ
課

竹平記念体育館中央監視盤改修工事 早川 中央監視盤改修 約6ヶ月 一般 電気通信 第1四半期

299 高岡市
教育委員会生涯学習・スポーツ
課

スポーツコアイベント広場人工芝改修工事（１期） 二塚 照明設備設置 約6ヶ月 一般 電気 第1四半期

300 高岡市
教育委員会生涯学習・スポーツ
課

長慶寺室内プール解体工事 長慶寺 解体工事 約12ヶ月 一般 解体 第1四半期

301 高岡市 教育委員会 文化財保護活用課 高岡市鋳物資料館第２展示室修景工事 金屋町 表構えの修景 約5ヶ月 一般 建築 第1四半期

302 高岡市 市民病院事務局総務課 中央監視装置リモートユニット更新工事 宝町 中央監視装置のリモートユニットの更新 約12ヶ月 一般 機械器具 第3四半期
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303 高岡市 市民病院事務局総務課 放射線監視装置更新工事 宝町 放射線監視装置の更新工事 約8ヶ月 随契 機械器具 第1四半期

304 高岡市 市民病院事務局総務課 直流電源装置修繕工事 宝町
蓄電池を満充電状態に保持する直流電源装置の更新
工事

約10ヶ月 一般 機械器具 第1四半期

305 高岡市 市民病院事務局総務課 給湯配管更新工事（4階中系統） 宝町 給湯配管更新 約5ヶ月 指名 管 第1四半期

306 高岡市 上下水道局水道工務課 あわら町地内（電線共同溝）上関幹線移設工事（本工事２） あわら町 外１ φ450 L=80m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

307 高岡市 上下水道局水道工務課 上関町地内鉛給水管布設替工事（舗装） 上関町 外３ A=850㎡ 約4ヶ月 一般 舗装 第1四半期

308 高岡市 上下水道局水道工務課 城東二丁目地内鉛給水管布設替工事 城東二丁目　外１ 37件 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

309 高岡市 上下水道局水道工務課 昭和町地内配水本管布設替工事 昭和町 φ250 L=215m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

310 高岡市 上下水道局水道工務課 宝町地内配水補助管布設替工事 宝町 φ50 L=200m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

311 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出春日地内配水支管布設工事 戸出春日 φ150 L=450m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

312 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出町四丁目地内鉛給水管布設替工事 戸出町四丁目 51件 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

313 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出吉住地内配水支管布設工事 戸出吉住 φ150 L=150m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

314 高岡市 上下水道局水道工務課 問屋町地内鉛給水管布設替工事 問屋町 外２ 81件 約5ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

315 高岡市 上下水道局水道工務課 野村（第三）地内配水本管布設替工事 野村（第三） φ400 L=180m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

316 高岡市 上下水道局水道工務課 野村（第二）地内配水本管布設替工事 野村（第二） φ400 L=180m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

317 高岡市 上下水道局水道工務課 博労本町地内配水補助管布設替工事 博労本町 φ50 L=160m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

318 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町矢部地内配水支管布設工事（本工事２） 福岡町矢部
φ150　L=110m
φ50　L=50m

約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

319 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木古府地内鉛給水管布設替工事（舗装） 伏木古府 外４ A=1040㎡ 約4ヶ月 一般 舗装 第1四半期
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320 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木配水場３号配水池外壁塗装工事 伏木一宮一丁目 A=817㎡ 約5ヶ月 一般 塗装 第1四半期

321 高岡市 上下水道局水道工務課 美原町地内配水補助管布設替工事 美原町 φ50 L=555m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第1四半期

322 高岡市 上下水道局水道工務課 清水町三丁目地内配水支管布設工事 清水町三丁目
φ75 L=60m
φ50 L=50m

約2ヶ月 指名
管
(水道管)

第1四半期

323 高岡市 上下水道局水道工務課 十二町島地内配水補助管移設工事 十二町島 φ50 L=90m 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第1四半期

324 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出町四丁目地内鉛給水管布設替工事（舗装） 戸出町四丁目 外２ A=390㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第1四半期

325 高岡市 上下水道局水道工務課 中川本町地内配水補助管布設替工事（舗装） 中川本町 外１ A=310㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第1四半期

326 高岡市 上下水道局水道工務課 中川町一丁目地内配水補助管布設替工事 中川町一丁目 φ50 L=45m 約2ヶ月 指名
管
(水道管)

第1四半期

327 高岡市 上下水道局水道工務課 中曽根地内配水補助管布設替工事（舗装） 中曽根 A=520㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第1四半期

328 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町栃丘地内第一ポンプ場配管工事 福岡町栃丘 φ100　L=24m 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第1四半期

329 高岡市 上下水道局水道工務課 四屋地内鉛給水管布設替工事（舗装） 四屋 A=490㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第1四半期

330 高岡市 上下水道局水道工務課 蓮花寺地内配水支管移設工事 蓮花寺 φ150 L=30m 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第1四半期

331 高岡市 上下水道局水道工務課 明園町地内配水支管更生工事 明園町 外１ φ150 L=60m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

332 高岡市 上下水道局水道工務課 佐野取水場４号井補修工事 西藤平蔵 内部補修 約3ヶ月 一般 水道施設 第2四半期

333 高岡市 上下水道局水道工務課 守護町一丁目地内配水補助管布設替工事 守護町一丁目外１ φ50 L=415m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

334 高岡市 上下水道局水道工務課 長慶寺地内（用水路）配水支管布設替工事 長慶寺 φ150 L=30m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

335 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出町六丁目地内配水補助管布設替工事 戸出町六丁目 φ50 L=400m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

336 高岡市 上下水道局水道工務課 野村（第三）地内配水本管布設替工事（本工事２） 野村（第三） φ400 L=100m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期
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337 高岡市 上下水道局水道工務課 野村（第三）地内配水本管布設替工事（本工事３） 野村（第三） φ400 L=100m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

338 高岡市 上下水道局水道工務課 蓮美町地内配水補助管布設替工事 蓮美町 φ50 L=630m 約5ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

339 高岡市 上下水道局水道工務課 東上関地内鉛給水管布設替工事 東上関 外３ 75件 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

340 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町栃丘地内送水管布設工事（舗装） 福岡町栃丘 A=2600㎡ 約3ヶ月 一般 舗装 第2四半期

341 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町栃丘地内送水管布設工事（舗装２） 福岡町栃丘 A=2600㎡ 約3ヶ月 一般 舗装 第2四半期

342 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木古府三丁目地内送水管布設替工事（舗装） 伏木古府三丁目 A=1,050㎡ 約3ヶ月 一般 舗装 第2四半期

343 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木古府三丁目地内送水管布設替工事（本工事３） 伏木古府三丁目 φ400 L=200m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

344 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木古府三丁目地内送水管布設替工事（本工事４） 伏木古府三丁目 φ400 L=100m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

345 高岡市 上下水道局水道工務課 古定塚地内鉛給水管布設替工事 古定塚 外４ 55件 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

346 高岡市 上下水道局水道工務課 丸の内地内鉛給水管布設替工事 丸の内 外１ 60件 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第2四半期

347 高岡市 上下水道局水道工務課 麻生谷地内配水補助管布設工事（舗装） 麻生谷 A=430㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

348 高岡市 上下水道局水道工務課 永楽町地内鉛給水管布設替工事 永楽町 28件 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第2四半期

349 高岡市 上下水道局水道工務課 駅南二丁目地内配水補助管布設替工事（舗装） 駅南二丁目 A=230㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第2四半期

350 高岡市 上下水道局水道工務課 京町地内配水補助管布設替工事（舗装） 京町 A=760㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

351 高岡市 上下水道局水道工務課 下伏間江地内鉛給水管布設替工事（舗装） 下伏間江 外１ A=370㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

352 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出栄町地内配水補助管布設替工事 戸出栄町 φ50　L=160m 約2ヶ月 指名
管
(水道管)

第2四半期

353 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出栄町地内配水補助管布設替工事（本工事２） 戸出栄町 φ50　L=160m 約2ヶ月 指名
管
(水道管)

第2四半期
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354 高岡市 上下水道局水道工務課 内免二丁目地内配水補助管布設替工事（舗装） 内免二丁目 A=210㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第2四半期

355 高岡市 上下水道局水道工務課 中川上町地内配水補助管布設替工事（舗装） 中川上町 A=180㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第2四半期

356 高岡市 上下水道局水道工務課 中田南町地内配水支管布設工事（舗装） 中田南町 A=180㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

357 高岡市 上下水道局水道工務課 東上関地内配水補助管布設工事（舗装） 東上関 A=450㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

358 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町赤丸地内（谷内川）配水支管移設工事 福岡町赤丸 φ75　L=40m 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第2四半期

359 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町福岡新地内配水補助管布設工事（舗装） 福岡町福岡新 A=380㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

360 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町矢部地内配水支管布設工事（舗装） 福岡町矢部 A=200㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

361 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木一宮二丁目地内配水補助管布設替工事（舗装） 伏木一宮二丁目 A=950㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第2四半期

362 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木本町地内鉛給水管布設替工事 伏木本町 外４ 28件 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第2四半期

363 高岡市 上下水道局水道工務課 荒屋敷地内（小矢部川）配水支管更生工事 荒屋敷 外１ φ200 L=220m 約5ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

364 高岡市 上下水道局水道工務課 駅南一丁目地内配水補助管布設替工事 駅南一丁目 φ50 L=200m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

365 高岡市 上下水道局水道工務課 木津仲町地内配水補助管布設替工事 木津仲町外１ φ50 L=400m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

366 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出栄町地内鉛給水管布設替工事 戸出栄町 45件 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

367 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出栄町地内配水補助管布設替工事（舗装） 戸出栄町 A=1,820㎡ 約3ヶ月 一般 舗装 第3四半期

368 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出吉住地内配水本管布設替工事（舗装） 戸出吉住 A=2,100㎡ 約3ヶ月 一般 舗装 第3四半期

369 高岡市 上下水道局水道工務課 野村（第二）地内配水支管布設工事 野村（第二） φ100 L=600m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

370 高岡市 上下水道局水道工務課 野村（玉兎ヶ丘）地内配水支管布設工事 野村（玉兎ヶ丘） φ100 L=210m 約3ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期
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371 高岡市 上下水道局水道工務課 福岡町赤丸地内（用水路）配水支管布設替工事 福岡町赤丸 φ75 L=40m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

372 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木錦町地内配水補助管布設替工事 伏木錦町 φ50 L=250m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

373 高岡市 上下水道局水道工務課 伏木東一宮地内配水補助管布設替工事 伏木東一宮 φ50 L=340m 約4ヶ月 一般
管
(水道管)

第3四半期

374 高岡市 上下水道局水道工務課 あわら町地内鉛給水管布設替工事 あわら町 23件 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第3四半期

375 高岡市 上下水道局水道工務課 あわら町地内配水補助管布設替工事（舗装） あわら町 A=740㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

376 高岡市 上下水道局水道工務課 上黒田地内配水補助管布設替工事 上黒田 φ50 L=130m 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第3四半期

377 高岡市 上下水道局水道工務課 大坪町三丁目地内配水補助管布設工事（舗装） 大坪町三丁目 A=230㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第3四半期

378 高岡市 上下水道局水道工務課 清水町二丁目地内配水補助管布設替工事（舗装） 清水町二丁目 A=500㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第3四半期

379 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出春日地内配水支管布設工事（舗装） 戸出春日　外１ A=1,850㎡ 約4ヶ月 指名 舗装 第3四半期

380 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出石代地内配水補助管布設工事 戸出石代 φ50 L=140m 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第3四半期

381 高岡市 上下水道局水道工務課 戸出町四丁目地内鉛給水管布設替工事（本工事２） 戸出町四丁目 19件 約3ヶ月 指名
管
(水道管)

第3四半期

382 高岡市 上下水道局水道工務課 野村（第五）地内配水補助管布設替工事（舗装） 野村（第五） A=580㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第3四半期

383 高岡市 上下水道局水道工務課 宮田町地内配水補助管布設替工事（舗装） 宮田町 A=1,090㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

384 高岡市 上下水道局水道工務課 向野本町地内鉛給水管布設替工事（舗装） 向野本町 A=180㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

385 高岡市 上下水道局水道工務課 横田本町地内配水本管布設替工事（舗装） 横田本町 A=650㎡ 約2ヶ月 指名 舗装 第3四半期

386 高岡市 上下水道局下水道工務課 蓮花寺雨水枝線第2号工事 蓮花寺
□1,700×1,000
L=50ｍ

約4ヶ月 一般 土木 第1四半期

387 高岡市 上下水道局下水道工務課 成美（京町地内）幹線第１号工事（管更生） 京町 φ1200 L=80ｍ 約4ヶ月 一般 土木 第1四半期
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388 高岡市 上下水道局下水道工務課 下縄（京町地内）枝線第１号工事（管更生） 京町 φ350　L=50ｍ 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

389 高岡市 上下水道局下水道工務課 下縄（五福町地内）枝線第２号工事（管更生） 五福町 φ350　L=50ｍ 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

390 高岡市 上下水道局下水道工務課 下蓑２号(福岡町矢部地内)汚水枝線第１号工事 福岡町矢部
φ150PRP(開削)
L=110m
簡易推進L=6m

約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

391 高岡市 上下水道局下水道工務課 下蓑２号(福岡町矢部地内)汚水枝線第２号工事 福岡町矢部 φ150PRP(開削)　　　　L=60m 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

392 高岡市 上下水道局下水道工務課 下蓑２号(福岡町矢部地内)汚水枝線第３号工事 福岡町矢部 φ150PRP(開削)　　　　L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第1四半期

393 高岡市 上下水道局下水道工務課 十二町島外１地内下水道工事跡舗装復旧工事 十二町島外１ A=2,300m2 約3ヶ月 一般 舗装 第1四半期

394 高岡市 上下水道局下水道工務課 二塚１号汚水枝線第１号工事 二塚 φ150PRP(開削)　L=40m 約3ヶ月 指名 土木 第1四半期

395 高岡市 上下水道局下水道工務課 二塚１号汚水枝線第２号工事 二塚 φ150PRP(開削) L=120m 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

396 高岡市 上下水道局下水道工務課 下麻生汚水枝線第１号工事 下麻生 φ150PRP(開削) L=110m 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

397 高岡市 上下水道局下水道工務課 牧野1号（中曽根地内）汚水枝線第１号工事 中曽根 φ150PRP(開削) L=50m 約3ヶ月 指名 土木 第1四半期

398 高岡市 上下水道局下水道工務課 戸出５号（戸出西部金屋地内）汚水枝線第１号工事 戸出西部金屋 φ150PRP(開削) L=120m 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

399 高岡市 上下水道局下水道工務課 戸出５号（戸出吉住地内）汚水枝線第２号工事 戸出吉住 φ150PRP(開削) L=100m 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

400 高岡市 上下水道局下水道工務課 戸出４号（戸出光明寺地内）汚水枝線第１号工事 戸出光明寺 φ150PRP(開削) L=100m 約3ヶ月 一般 土木 第1四半期

401 高岡市 上下水道局下水道工務課 戸出石代地内下水道工事跡舗装復旧工事 戸出石代 A=1,800m2 約3ヶ月 一般 舗装 第1四半期

402 高岡市 上下水道局下水道工務課 醍醐汚水枝線第１号工事 醍醐
φ150PRP(開削)
L=50m
簡易推進L=20m

約4ヶ月 一般 土木 第1四半期

403 高岡市 上下水道局下水道工務課 蓮花寺雨水枝線第3号工事 蓮花寺
□1,700×1,000
L=20ｍ

約4ヶ月 一般 土木 第2四半期

404 高岡市 上下水道局下水道工務課 下縄（五福町地内）枝線第３号工事（管更生） 五福町 φ350 L=50ｍ 約3ヶ月 一般 土木 第2四半期
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405 高岡市 上下水道局下水道工務課 成美（丸の内地内）幹線第２号工事（管更生） 丸の内 φ800 L=45ｍ 約4ヶ月 一般 土木 第2四半期

406 高岡市 上下水道局下水道工務課 桜馬場（川原本町地内）枝線第１号工事（管更生） 京町 φ500 L=50ｍ 約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

407 高岡市 上下水道局下水道工務課 桜馬場（新横町地内）枝線第２号工事（管更生） 新横町 φ250 L=50ｍ 約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

408 高岡市 上下水道局下水道工務課 下蓑２号(福岡町矢部地内)汚水枝線第４号工事 福岡町矢部
φ150PRP(開削)　　　　L=90m
簡易推進L=7m

約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

409 高岡市 上下水道局下水道工務課 下蓑２号(福岡町矢部地内)汚水枝線第５号工事 福岡町矢部 φ150PRP(開削)　　　　L=115m 約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

410 高岡市 上下水道局下水道工務課 福岡町矢部地内下水道工事跡舗装復旧工事 福岡町矢部 A=2,000m2 約3ヶ月 一般 舗装 第2四半期

411 高岡市 上下水道局下水道工務課 下老子汚水枝線第1号工事 福岡町下老子 φ150PRP(開削)　　　　L=100m 約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

412 高岡市 上下水道局下水道工務課 二塚地内下水道工事跡舗装復旧工事 二塚 A=2,600m2 約3ヶ月 一般 舗装 第2四半期

413 高岡市 上下水道局下水道工務課 佐野地内下水道工事跡舗装復旧工事 佐野 A=2,000m2 約3ヶ月 一般 舗装 第2四半期

414 高岡市 上下水道局下水道工務課 佐野２号（十二町島地内）汚水枝線第１号工事 十二町島
φ150PRP(開削)
L=100m

約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

415 高岡市 上下水道局下水道工務課 二塚１号汚水枝線第３号工事 二塚
φ150PRP(開削)
L=135m

約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

416 高岡市 上下水道局下水道工務課 二塚１号汚水枝線第４号工事 二塚
φ150PRP(開削)
L=130m

約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

417 高岡市 上下水道局下水道工務課 常国地内下水道工事跡舗装復旧工事 常国 A=1,000㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第2四半期

418 高岡市 上下水道局下水道工務課 下蓑２号(福岡町矢部地内)汚水枝線第６号工事 福岡町矢部 φ150PRP(開削)　　　　L=90m 約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

419 高岡市 上下水道局下水道工務課 戸出５号（戸出西部金屋地内）汚水枝線第３号工事 戸出西部金屋 φ150PRP(開削)　L=120m 約3ヶ月 一般 土木 第2四半期

420 高岡市 上下水道局下水道工務課 戸出西部金屋地内下水道工事跡舗装復旧工事 戸出西部金屋 A=1,800m2 約3ヶ月 一般 舗装 第2四半期

421 高岡市 上下水道局下水道工務課 答野島汚水枝線第1号工事 答野島 φ150PRP(開削)　　　　L=100.0m 約3ヶ月 一般 土木 第3四半期
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422 高岡市 上下水道局下水道工務課 木津泉ヶ丘（和田地内）汚水枝線第１号工事 和田 φ150PRP(開削)　　　　L=120.0m 約3ヶ月 一般 土木 第3四半期

423 高岡市 上下水道局下水道工務課 戸出吉住外１地内下水道工事跡舗装復旧工事 戸出吉住外１ A=1,000m2 約3ヶ月 一般 舗装 第3四半期

424 高岡市 上下水道局下水道工務課 醍醐汚水枝線第２号工事 醍醐
φ150PRP(開削)
L=100m

約3ヶ月 一般 土木 第3四半期

425 高岡市 上下水道局下水道工務課 二塚１号汚水枝線第５号工事 二塚
φ150PRP(開削)
L=75m

約3ヶ月 一般 土木 第3四半期

426 高岡市 上下水道局下水道工務課 下麻生地内下水道工事跡舗装復旧工事委 下麻生 A=1,200㎡ 約3ヶ月 指名 舗装 第3四半期

427 高岡市 上下水道局下水道工務課 今泉汚水枝線第１号工事 今泉
φ250PRP(開削)
L=60m

約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

428 高岡市 上下水道局下水道工務課 反保島汚水枝線第１号工事 反保島
φ250PRP(開削)
L=60m

約3ヶ月 指名 土木 第3四半期

429 高岡市 上下水道局下水道工務課 四屋浄化センター脱臭装置改築工事 四屋 脱臭装置　一式 約9ヶ月 一般 機械器具 第1四半期
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