
工事種別

工事の業種

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年度大光寺トンネル照明更新他工事 富山県魚津市

国道８号大光寺トンネル照明設備修繕　１式
管内道路照明設備等修繕　１式
（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

１１ヶ月 一般競争 電気設備工事 第１四半期

2 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和５年度滑川工区除雪作業 富山県魚津市 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

3 富山県 営繕課 富山県立魚津工業高等学校旧武道場解体工事 魚津市浜経田 旧武道場（S-1、473㎡）の解体 約４ヶ月 指名 解体 第１四半期

4 富山県 営繕課 富山県新川文化ホール空調自動制御設備更新(第2期）工事 魚津市宮津
空調用自動制御機器（熱源・空調機・FCUまわり等）の更
新

約８ヶ月 条件付一般 電話・通信設備 第１四半期 追加

5 富山県 営繕課 富山県立魚津高等学校第二体育館照明器具更新工事 魚津市吉島 第二体育館の照明器具LED化 約５ヶ月 指名 電気設備 第２四半期 追加

6 富山県 営繕課 富山県立新川みどり野高等学校蒸気ボイラー更新工事 魚津市木下新 蒸気ボイラー、軟水器、薬注装置各1台の更新 約４ヶ月 条件付一般 暖冷房設備 第２四半期 追加

7 富山県 営繕課 富山県立魚津高等学校受変電設備改修工事 魚津市吉島 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

8 富山県 新川土木センター 主要地方道金山谷田方町線  道路橋りょう改築  道路改良 魚津市湯上

L型擁壁  L=20m
水路工L=50ｍ
舗装工  A=650m2
（4千万円未満）

約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第１四半期

9 富山県 新川土木センター 主要地方道宇奈月大沢野線  道路総合交付金  函渠工 魚津市石垣新
函渠工(B6.1×H3.9) L=13.6m
（4千万円未満or4千万円
以上1億円未満）

約９ヶ月 条件付一般 一般土木 第１四半期
追加
余裕期間制度
（実工期８か月）

10 富山県 新川土木センター 主要地方道島尻魚津インター線  県単独道路改良 魚津市石垣
L型擁壁  L=74m水路工  L=85ｍ
（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
余裕期間制度
（実工期６か月）

11 富山県 新川土木センター
(一)阿弥陀堂魚津停車場線 道路橋りょう改築 天神橋下部工
補修

魚津市東尾崎 下部工補修  N=2基 約６ヶ月 指名 一般土木 第2四半期 追加

12 富山県 新川土木センター (一)福平経田線 道路橋りょう改築 片貝大橋橋面防水工 魚津市西尾崎外 橋面防水工 A=707㎡ 約４ヶ月 指名 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 第２四半期 追加

13 富山県 新川土木センター (一)福平経田線 道路橋りょう改築  東尾崎１号橋橋梁補修 魚津市木下新 橋梁補修 N=１式 約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

14 富山県 新川土木センター
(主)宇奈月大沢野線 道路総合交付金
（防災･災防）法枠工

魚津市鹿熊 法枠工 N=１式 約４ヶ月 指名 法面処理 第１四半期 追加

15 富山県 新川土木センター
(一)沓掛魚津線 道路総合交付金（防災･防雪）消雪リフレッ
シュ

魚津市木下新 消雪リフレッシュ N=1式 約４ヶ月 指名 消雪装置 第２四半期 追加

16 富山県 新川土木センター
(主)富山魚津線 道路総合交付金（防災･防雪）消雪リフレッ
シュ

魚津市諏訪町 消雪リフレッシュ N=1式 約４ヶ月 指名 消雪装置 第２四半期 追加

富山県　〔 令和 5 年 5 月　時点〕

国土交通省 北陸地方整備局　〔 令和 5 年 4 月 3 日　時点〕

富山県魚津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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17 富山県 新川土木センター
（主）魚津生地入善線 道路総合交付金矢羽根型路面標示等
設置

魚津市北鬼江外 路面標示等設置 N=1式 約３ヶ月 指名 塗装 第２四半期 追加

18 富山県 新川土木センター (主)宇奈月大沢野線 県単独道路維持修繕 舗装補修 魚津市黒沢 舗装補修 A=1500㎡ 約５ヶ月 指名 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 第１四半期
追加
余裕期間制度
（実工期３か月）

19 富山県 新川土木センター (一)三箇吉島線 県単独道路維持修繕舗装補修 魚津市島尻～道坂 舗装補修 A=1300㎡ 約５ヶ月 指名 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 第１四半期
追加
余裕期間制度
（実工期３か月）

20 富山県 新川土木センター (一)三箇吉島線 県単独道路維持修繕側溝補修 魚津市東蔵 側溝補修  N=１式 約３ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

21 富山県 新川土木センター
(主)富山魚津線 県単独雪寒対策施設維持修繕 消雪ﾎﾟﾝﾌﾟ修
繕

魚津市諏訪町 消雪ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 N=1式 約５ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

22 富山県 新川土木センター 片貝川河川総合交付金（上流工区）河道掘削 魚津市黒谷 河道掘削  1式 約６ヶ月 指名 とび・土工 第２四半期
修正
余裕期間制度
（実工期４か月）

23 富山県 新川土木センター 片貝川河川総合交付金（布施川工区）河道掘削 魚津市蛇田～黒部市山田 河道掘削  1式 約６ヶ月 指名 とび・土工 第２四半期
修正
余裕期間制度
（実工期４か月）

24 富山県 新川土木センター 片貝川河川総合交付金（布施川工区）護岸工第1工区 魚津市小川寺
護岸工  L=60m
（40百万円 以上1億円 未満）

約９ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期
修正
余裕期間制度
（実工期６か月）

25 富山県 新川土木センター 片貝川河川総合交付金（布施川工区）護岸工第2工区 魚津市小川寺
護岸工  L=60m
（40百万円未満 または40百万円以上1億円未満 ）

約９ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期
修正
余裕期間制度
（実工期６か月）

26 富山県 新川土木センター 片貝川河川総合交付金（河口工区）護岸工 魚津市寿町
護岸工  L=120m
（ 40百万円未満または 40百万円以上1億円未満）

約９ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期

修正
 分割検討中
余裕期間制度
 （実工期６か月）

27 富山県 新川土木センター 鴨川河川改修放水路工 魚津市新金屋二丁目
放水路工  L=120m
（1億円以上）

約１４ヶ月 条件付一般 一般土木 第３四半期 追加

28 富山県 新川土木センター 早月川県単独河川維持修繕護岸工 魚津市鹿熊
護岸工  L=43ｍ
（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

29 富山県 新川土木センター 入川県単独河川維持修繕防護柵補修 魚津市佐伯 防護柵工  L=60ｍ 約４ヶ月 指名 防護柵 第２四半期 追加

30 富山県 新川土木センター 角川ダム河川改修予備発電機改良 魚津市鹿熊 予備発電機改良  N=1式 約８ヶ月 条件付一般 電気設備 第２四半期 追加

31 富山県 新川土木センター 角川ダム河川改修隔壁補修 魚津市鹿熊
断面補修  A=17ｍ2
ひび割れ注入工  L=86ｍ表面含侵工  A=55ｍ2

約８ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

32 富山県 新川土木センター
片貝川水系浦谷川砂防関係施設整備
（砂防）法面工

魚津市蛇田 吹付枠工  A=260㎡ 約６ヶ月 条件付一般 法面処理 第２四半期 追加

33 富山県 新川土木センター 片貝川水系日尾谷川砂防関係施設整備（砂防）渓流保全工 魚津市日尾
渓流保全工  L=20ｍ床固工  N=2基
（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
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34 富山県 新川土木センター
片貝川水系東又谷川砂防関係施設整備（メンテ砂防）煙草堰
堤改築工

魚津市三ケ
堰堤改築工  V=360m3
（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

35 富山県 新川土木センター
早月川水系小早月川砂防関係施設整備（メンテ砂防）平等堰
堤改築工

魚津市虎谷
堰堤改築工  V=460m3
（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

36 富山県 新川土木センター
片貝川水系南又谷川砂防関係施設整備（メンテ砂防）杉尾堰
堤改築工

魚津市三ケ
堰堤改築工  V=400m3
（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

37 富山県 新川土木センター
稗畠・富川地区砂防関係施設整備（メンテ地すべり）排水ボー
リング工

魚津市稗畠 排水ボーリング工L=330ｍボーリング洗浄工 L=1,800m 約５ヶ月 条件付一般 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｸﾞﾗｳ ﾄ 第２四半期 追加

38 富山県 新川土木センター 金山谷地区砂防総合交付金（急傾斜）法面工 魚津市金山谷 崩壊土砂防止ネット工 L=25m 約６ヶ月 条件付一般 法面処理 第２四半期 追加

39 富山県 新川土木センター 金山谷地区砂防総合交付金（急傾斜）法枠工 魚津市金山谷 法枠工Ａ=850m2 約８ヶ月 条件付一般 法面処理 第３四半期 追加

40 富山県 新川土木センター 金山谷地区砂防関係施設整備（メンテ急傾斜）擁壁工 魚津市金山谷
擁壁工  L=26m
（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

41 富山県 新川土木センター 片貝川水系別又川県単独砂防維持修繕河床整理工 魚津市東蔵 河床整理工  1式 約５ヶ月 指名 とび・土工 第３四半期 追加

42 富山県 新川土木センター 片貝川水系親子川県単独砂防維持修繕河床整理工 魚津市東城 河床整理工  1式 約５ヶ月 指名 とび・土工 第３四半期 追加

43 富山県 新川土木センター 片貝川水系小川寺川県単独砂防維持修繕河床整理工 魚津市小川寺 河床整理工  1式 約５ヶ月 指名 とび・土工 第３四半期 追加

44 富山県 新川土木センター 片貝川水系佐部谷川県単独砂防維持修繕護床工 魚津市山女 護床工  L=８０m 約６ヶ月 指名 一般土木 第３四半期 追加

45 富山県 新川土木センター 魚津港海岸港湾海岸保全護岸改良 魚津市三ケ
護岸改良 Ｌ＝180ｍ
（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１四半期

46 富山県 新川土木センター
魚津港（北地区）県単独港湾改良整備臨港道路電光表示板改
良

魚津市港町 道路電光表示板改良 N= １基 約５ヶ月 指名 電話・通信設備 第２四半期 追加

47 富山県 新川土木センター
魚津港（南地区）港湾総合交付金北防波堤異形ブロック据付
工

魚津市上口
異形ブロック据付 Ｎ＝660個
(4千万円以上1億円未満)

約４ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

48 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号岸壁改良 魚津市上口
岸壁改良（電気防食、被覆防食）Ｌ＝120m
(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２四半期 追加

49 富山県 新川土木センター 魚津港海岸港湾海岸総合交付金護岸改良 魚津市諏訪町
護岸改良 Ｌ＝30ｍ
(4千万円以上1億円未満)

約９ヶ月 条件付一般 一般土木 第４四半期 追加

50 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  下椿地区下椿用水路第17工区工事 魚津市鹿熊
用水路工  L=67m
（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1四半期 追加
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51 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  黒谷地区黒谷頭首工管理橋設備工事 魚津市黒谷 管理橋設備工  1式 約6ヶ月 条件付一般 塗装 第2四半期 追加

52 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  鉢地区鉢用水路第7工区工事 魚津市虎谷
用水路工  L=263m
（4千万円未満）

約7ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期

53 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  鉢地区鉢用水路第8工区工事 魚津市鉢
用水路整備  1式
（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

54 富山県 新川農林振興センター ため池整備  大沢東地区整備その2工事 魚津市大沢 整備工  1式 約5ヶ月 指名
とび・土工
・ｺﾝｸﾘｰﾄ

第3四半期 追加

55 富山県 新川農林振興センター
ほ場整備  宮津地区
B１-1号排水路ほか１路線工事

魚津市宮津ほか 用排水路工  L=500m (4千万円未満) 約10ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

56 富山県 新川農林振興センター 県単独治山「東城」渓間工事 魚津市東城吉原 谷止工  １基 約8ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

57 富山県 新川農林振興センター 県単独治山「鹿熊小谷」山腹工事 魚津市鹿熊小谷 山腹工  A=0.1ha 約8ヶ月 条件付一般 法面処理 第１四半期 追加

58 富山県 新川農林振興センター 予防治山「山女」山腹工事 魚津市山女佐部谷 山腹工  A=0.1ha 約6ヶ月 指名 法面処理 第１四半期 追加

59 富山県 新川農林振興センター 治山施設機能強化「東城」治山施設修繕工事 魚津市東城峠 集水井内暗渠ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 1式 (4千万円未満) 約6ヶ月 条件付一般
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
・ｸﾞﾗｳﾄ

第１四半期 追加

60 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  中ノ又谷工区改築工事 魚津市二ケ
林道改築  L=146m（一部舗装）
（４千万円未満）

約5ヶ月 条件付一般 一般土木 第１四半期 追加

61 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  残土処理場復旧工
事

魚津市東蔵
残土処理  一式
（４千万円未満）

約4ヶ月 条件付一般 一般土木 第2四半期 追加

62 富山県 管財課 富山県魚津総合庁舎照明改修（LED化）工事 魚津市新宿
魚津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

63 魚津市 農林水産課
県単独農業農村整備事業
水路改修工事（坪野）

坪野地内 連結型ベンチフリューム400　L=130ｍ 約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

64 魚津市 農林水産課
県単独農業農村整備事業
水路改修工事（下椿１）

下椿地内 イコール型ベンチフリューム400　L=63ｍ 約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

65 魚津市 農林水産課
県単独農業農村整備事業
水路改修工事（舛方）

舛方地内 用水フリューム　400×400　L=40ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

66 魚津市 農林水産課
県単独農業農村整備事業
水路改修工事（袋）

袋地内 連結型ベンチフリューム600　L=50ｍ 約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

67 魚津市 農林水産課
県単独農業農村整備事業
水路改修工事（木下新）

木下新地内 鋼製水門設置(W=1150、H=1850(h=600))　N=1基 約6カ月 指名競争入札 鋼構造物工事業 第２四半期

魚津市　〔 令和 5 年 4 月 1 日　時点〕
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68 魚津市 農林水産課
県単独森林整備事業
林道黒谷1号線改良工事

黒谷地内 コンクリート路面工　L=70ｍ 約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

69 魚津市 農林水産課
県単独森林整備事業
林道二ケ赤瀬羅線改良工事

ニケ地内 安定処理路盤工　L=200ｍ 約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第１四半期

70 魚津市 農林水産課
県単独森林整備事業
林道奥東城1号線改良工事

東城地内 コンクリート路面工　L=40ｍ 約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

71 魚津市 農林水産課
県単独森林整備事業
林道山女線改良工事

山女地内 L型擁壁工　L=10ｍ 約2カ月 指名競争入札 土木工事業 第１四半期

72 魚津市 農林水産課
県単独森林整備事業
林道別又僧ヶ岳線改良工事

ニケ地内 補強土壁工　L=21m、A=81㎡ 約6カ月 指名競争入札 土木工事業 第１四半期

73 魚津市 農林水産課
県単独治山事業
舛方地内山腹工事

舛方地内 簡易法枠工　A250㎡ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

74 魚津市 農林水産課
水産物供給基盤機能保全事業
経田漁港浚渫工事

東町地内 航路浚渫　Ｖ＝1100㎥ 約3カ月 指名競争入札 しゅんせつ工事業 第３四半期

75 魚津市 農林水産課
地方創生港整備推進交付金事業
経田漁港浮桟橋更新工事

東町地内 浮桟橋更新　L=33ｍ 約6カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第１四半期

76 魚津市 農林水産課
地方創生港整備推進交付金事業
経田漁港波除提築造工事

東町地内 波除提　L=15m 約9カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第１四半期

77 魚津市 建設課 市道吉島10号線道路改良工事 吉島地内 自由勾配側溝　B600×H700～800 L＝60ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第３四半期

78 魚津市 建設課 市道経田海岸線外サイクリングコース整備工事 経田西町外地内
矢羽根型路面標示　50個
路面標示シート設置　18枚

約2カ月 指名競争入札 塗装工事業 第１四半期

79 魚津市 建設課 市道経田海岸線サイクリングコース整備工事 経田西町地内 側溝蓋設置　B400　L=300ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

80 魚津市 建設課 市道宮津大海寺新線道路改良工事 宮津地内 自由勾配側溝　B500×H400～700 L＝70ｍ 約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第３四半期

81 魚津市 建設課 市道青島3号線道路改良工事 高畠地内 自由勾配側溝　B500×H600 L＝30ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第３四半期

82 魚津市 建設課 市道石垣7号線（2-69橋）橋梁補修工事 石垣地内
伸縮装置　L＝10ｍ
ひび割れ補修工　L=41.2ｍ

約6カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第２四半期

83 魚津市 建設課 市道新川升田橋橋梁補修工事 升田地内
ひび割れ補修工　L=92ｍ
ひび割れ注入工　L=122ｍ
床版防水工　A＝277㎡

約6カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第２四半期

84 魚津市 建設課 市道大海寺新27号線道路改良工事 大海寺新地内
土工　1式
土羽工　1式

約6カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第２四半期
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85 魚津市 建設課 市道魚津駅中川線道路照明灯更新工事 釈迦堂一丁目地内 街路灯更新　8基 約4カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第２四半期

86 魚津市 建設課 市道東又線舗装工事 三ケ地内 舗装工　A=1530㎡ 約5カ月 指名競争入札 舗装工事業 第１四半期

87 魚津市 建設課 急傾斜地崩壊対策工事 東蔵地内
待ち受け擁壁工　H＝4.5ｍ　Ｌ＝３１ｍ
崩壊土砂防護柵　Ｈ＝2.0ｍ　Ｌ＝３１ｍ

約5カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第１四半期

88 魚津市 建設課 市道平沢線法面補強工事 平沢地内 モルタル吹付工　ｔ＝7㎝　Ａ＝480㎡ 約4カ月 条件付き一般競争入札 土工工事業 第１四半期

89 魚津市 建設課 市道出金山谷線道路改良工事 舛田地内
補強土壁工　H＝3.0ｍ　Ｌ＝10ｍ
吹き付け法枠工　A＝200㎡

約6カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第２四半期

90 魚津市 建設課 市道横枕有山線舗装改修工事 宮津地内 舗装切削オーバレイ　A＝1200㎡ 約2カ月 指名競争入札 舗装工事業 第１四半期

91 魚津市 建設課 市道経田西町北鬼江線舗装改修工事 仏田地内 舗装打換工　A＝1800㎡ 約2カ月 指名競争入札 舗装工事業 第１四半期

92 魚津市 建設課 市道魚津中央線舗装改修工事 双葉町地内 舗装切削オーバレイ　A＝1200㎡ 約2カ月 指名競争入札 舗装工事業 第３四半期

93 魚津市 建設課 市道三ケ8号線舗装新設工事 三ケ地内 舗装新設　A＝800㎡ 約2カ月 指名競争入札 舗装工事業 第３四半期

94 魚津市 建設課 市道本江新町並木町線側溝修繕工事 並木町地内 自由勾配側溝　B400×H400　L=80ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第３四半期

95 魚津市 建設課 市道本新5号線道路改良工事 本新町地内 自由勾配側溝　B300×H300　L=65ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第３四半期

96 魚津市 建設課 大光寺地内排水路改修工事 大光寺地内 排水フリューム　B500　L=100ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第３四半期

97 魚津市 建設課 市道六郎丸印田線道路照明更新工事 石垣新地内 照明器具交換　N＝29基 約3カ月 指名競争入札 電気工事業 第１四半期

98 魚津市 都市計画課 早月川パークゴルフ場給水管布設工事 三ヶ地内 軟質ポリエチレン管(PPφ50)　L=85.8m 約2カ月 指名競争入札 管工事業 第１四半期

99 魚津市 都市計画課 みらパーク防護柵更新工事 三ケ地内 防護柵更新　L=480m 約4カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第１四半期

100 魚津市 都市計画課 みらパークトイレ改修工事 三ケ地内 トイレ改修 約5カ月 条件付き一般競争入札 建築工事業 第３四半期

101 魚津市 都市計画課 新金屋公園改修工事 新金屋一丁目地内 公園改修 約6カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第２四半期
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102 魚津市 都市計画課 道下市営住宅１号棟外壁改修工事 北鬼江地内 外壁塗装改修　1,000㎡ 約3カ月 条件付き一般競争入札 塗装工事業 第２四半期

103 魚津市 都市計画課 柿の木割周辺街路灯整備工事 釈迦堂一丁目外地内 街路灯　6基 約4カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第１四半期

104 魚津市 上下水道課 市道横枕道坂線導水管布設替工事 横枕外地内 ダクタイル鋳鉄管φ400　L=410m 約10カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第１四半期

105 魚津市 上下水道課 市道本町２号線配水管布設替工事 本町二丁目外地内 ダクタイル鋳鉄管φ100　L=120m 約3カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第２四半期

106 魚津市 上下水道課 市道青島11号線配水管布設替工事 青島地内 ダクタイル鋳鉄管φ75　L=105m 約3カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第１四半期

107 魚津市 上下水道課 市道上本江11号線配水管布設替工事 本江地内 ダクタイル鋳鉄管φ75　L=100m 約3カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第２四半期

108 魚津市 上下水道課 市道江口吉島線配水管布設替工事 吉島地内 ダクタイル鋳鉄管φ100　L=100m 約3カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第１四半期

109 魚津市 上下水道課 鴨川河川改修放水路工事に伴う配水管布設替工事 新金屋二丁目地内 ダクタイル鋳鉄管φ100　L=60m 約6カ月 指名競争入札 管工事業 第１四半期

110 魚津市 上下水道課 市道吉島10号線配水管布設工事 吉島地内 ダクタイル鋳鉄管φ75　L=95m 約3カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第２四半期

111 魚津市 上下水道課 升方簡易水道配水管布設替工事 升方地内
軟質ポリエチレン管φ50　L=260m
給水管切替　N=8箇所

約4カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第１四半期

112 魚津市 上下水道課 貝田第２水源地電気設備更新工事 島尻地内

取水ポンプ盤　N=1面
計装盤　N=1面
取水流量計　N=1台
取水水位計　N=1台

約10カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第１四半期

113 魚津市 上下水道課 横枕浄水場更新事業滅菌設備更新工事 横枕地内
塩素滅菌装置及び制御盤　N=1式
水質監視装置　N=1式
テレメータ装置　N=1式

約10カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第１四半期

114 魚津市 上下水道課 鴨川河川改修放水路工工事に伴う既設下水道管撤去工事 新金屋一丁目外地内
舗装本復旧　A=200ｍ2
既設下水道管撤去　L=60ｍ
既設下水道管内部充填処理　L=10ｍ

約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第１四半期

115 魚津市 上下水道課
鴨川河川改修放水路工工事に伴う既設下水道管撤去工事（そ
の２）

新金屋二丁目地内 既設下水道管内部充填処理　L=70ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

116 魚津市 上下水道課
主要地方道宇奈月大沢野線道路総合交付金道路改良工事に
伴う管渠築造工事

大海寺野地内 リブ付き硬質塩化ビニル管φ150　L=65ｍ 約3カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

117 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
市道東城線外圧送管布設工事

東城地内 下水道用ポリエチレン管φ50　L=700m 約4カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第３四半期

118 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
東城地内マンホールポンプ設置工事

東城地内 マンホールポンプ設置　１箇所 約4カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第３四半期
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119 魚津市 上下水道課
魚津市公共下水道事業（南部処理分区）
市道大光寺角川線支線管渠築造工事

大光寺地内 リブ付硬質塩化ビニル管φ150　L=42m 約2カ月 指名競争入札 土木工事業 第１四半期

120 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
市道六郎丸16号線外管渠築造工事

六郎丸地内 リブ付硬質塩化ビニル管φ150　L=150m 約3カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第１四半期

121 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
市道六郎丸19号線外管渠築造工事

六郎丸地内 リブ付硬質塩化ビニル管φ150　L=280m 約4カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第１四半期

122 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
市道吉島団地六郎丸線圧送管布設工事

六郎丸地内
リブ付硬質塩化ビニル管φ150　L=140m
下水道用ポリエチレン管φ75　L=100m

約4カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第３四半期

123 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
市道吉島団地六郎丸線マンホールポンプ設置工事

六郎丸地内 マンホールポンプ設置　１箇所 約4カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第３四半期

124 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
市道六郎丸20号線圧送管布設工事

六郎丸地内
リブ付硬質塩化ビニル管φ150　L=140m
下水道用ポリエチレン管φ75　L=100m

約4カ月 指名競争入札 土木工事業 第４四半期

125 魚津市 上下水道課
魚津市特定環境保全公共下水道事業
市道六郎丸20号線マンホールポンプ設置工事

六郎丸地内 ユニットマンホールポンプ設置　１箇所 約4カ月 指名競争入札 電気工事業 第４四半期

126 魚津市 企画政策課 高円堂用水周辺整備事業 小川寺地内
防草対策　Ａ＝200㎡
整地・砕石敷き　Ａ＝700㎡
安全柵設置　Ｌ＝20ｍ

約2カ月 指名競争入札 土木工事業 第２四半期

127 魚津市 地域協働課 本江公民館解体工事 友道地内 本江公民館の解体 約6カ月 条件付き一般競争入札 解体工事業 第１四半期

128 魚津市 地域協働課 本江地域交流センター外構工事 友道地内 本江公民館解体後の外構工事 約5カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第３四半期

129 魚津市 地域協働課 本江公民館横市道拡幅工事 友道地内 本江地域交流センター横市道の拡幅工事 約5カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第３四半期

130 魚津市 地域協働課 旧上野方小学校舗装工事（樹根撤去） 大海寺野地内
旧上野方小学校跡地の樹根の撤去・フェンス設置・舗装
工事

約4カ月 条件付き一般競争入札 土木工事業 第１四半期

131 魚津市 地域協働課 上中島公民館駐車場整備工事 吉野地内
旧上中島小学校解体後に跡地の一部（プール）に駐車
場を整備

約5カ月 指名競争入札 土木工事業 第３四半期

132 魚津市 地域協働課 上中島多目的交流センター外壁塗装修繕工事 上中島多目的交流センター 上中島多目的交流センターの外壁塗装を行う 約3カ月 指名競争入札 塗装工事業 第２四半期

133 魚津市 こども課 村木児童クラブエアコン設置工事 村木町地内 エアコン設置（村木コミュニティセンター内）　２基 約3カ月 指名競争入札 管工事業 第１四半期

134 魚津市 こども課 すずめ児童センター外壁塗装改修工事 北鬼江地内 外壁木部塗装　350㎡ 約2カ月 指名競争入札 塗装工事業 第２四半期

135 魚津市 生活環境課 魚津駅南側駐輪場整備に伴う建築物解体工事 釈迦堂一丁目地内
建築物解体　1棟
鉄筋コンクリート造　約50㎡

約3カ月 条件付き一般競争入札 解体工事業 第１四半期
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136 魚津市 生活環境課 魚津駅南側駐輪場整備工事 釈迦堂一丁目地内
サイクルポート整備　3棟
舗装外構工　100㎡

約5カ月 条件付き一般競争入札 建築工事業 第２四半期

137 魚津市 生活環境課 電気自動車急速充電設備更新工事 釈迦堂一丁目地内 電気自動車急速充電設備更新 約5カ月 指名競争入札 電気工事業 第２四半期

138 魚津市 健康センター 健康センター屋外キュービクル更新工事 吉島地内 既存キュービクルの撤去・更新 約10カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第１四半期

139 魚津市 教育総務課 旧上中島小学校解体工事 吉野地内 校舎・プールの解体 約7カ月 条件付き一般競争入札 解体工事業 第１四半期

140 魚津市 教育総務課 清流小学校駐車場舗装工事 吉島地内 スクールバス乗降場整備 約7カ月 条件付き一般競争入札 舗装工事業 第１四半期

141 魚津市 給食センター 食器類洗浄機更新 川縁地内 食器類洗浄機の更新 約1カ月 条件付き一般競争入札 機械器具設置工事業 第１四半期

142 魚津市 給食センター 水銀灯ＬＥＤ化工事 川縁地内 調理場、洗い場の照明をＬＥＤ化 約1カ月 指名競争入札 電気工事業 第１四半期

143 魚津市 図書館
魚津市立図書館児童図書コーナー、幼児コーナー、
及びＡＶ資料コーナー照明器具LED化工事

本江地内 館内照明のLED化 約6カ月 指名競争入札 電気工事業 第１四半期

144 魚津市 埋没林博物館 魚津埋没林博物館 釈迦堂地内 管理棟からテーマ館の連絡通路の防水工事 約3カ月 指名競争入札 防水工事業 第２四半期

145 魚津市 埋没林博物館
魚津埋没林博物館　エレベーターリニューアル工事
地下道出入口屋根防水改修工事

釈迦堂地内 テーマ館エレベーターの更新工事 約5カ月 条件付き一般競争入札 機械器具設置工事業 第２四半期

146 魚津市 水族館 田んぼコーナーろ過材（№1・№2）更新工事 三ケ地内 ろ過槽2基　ろ過材取替一式 約3カ月 指名競争入札 管工事業 第３四半期

147 魚津市 水族館 ウミガメ水槽熱交換器更新工事 三ケ地内 ウミガメ水槽用熱交換器更新　N＝1 約3カ月 指名競争入札 管工事業 第３四半期

148 魚津市 水族館 館内非常用照明更新工事 三ケ地内
水族館１F～３F・PH１F～PH2F
非常用照明更新一式

約5カ月 条件付き一般競争入札 電気工事業 第２四半期

149 魚津市 水族館 低温冷凍機（ブラインチラー）更新工事 三ケ地内
ブラインチラー更新一式
旧設備撤去

約5カ月 条件付き一般競争入札 管工事業 第２四半期

150 魚津市 水族館 円柱水槽ろ過槽更新工事 三ケ地内
ろ過槽更新　N＝１
旧ろ過槽撤去

約3カ月 指名競争入札 管工事業 第２四半期

151 魚津市 生涯学習・スポーツ課 歴史民俗資料館解体工事 魚津市小川寺地内 歴史民俗資料館等の解体工事 約5カ月 指名競争入札 解体工事業 第１四半期

152 魚津市 生涯学習・スポーツ課
魚津テクノスポーツドーム
中央監視装置外更新工事

魚津市北鬼江地内 中央監視装置外更新 約8カ月 指名競争入札 電気工事業 第１四半期
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153 魚津市 生涯学習・スポーツ課
魚津テクノスポーツドーム
電気室VCB更新工事

魚津市北鬼江地内 電気室VCB更新 約8カ月 指名競争入札 電気工事業 第１四半期
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