
工事種別

工事の業種

1 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 令和５年度黒薙地区受配電設備更新工事 富山県黒部市

黒薙地区の受電・配電設備更新　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

１２ヶ月 一般競争 受変電設備工事 第２四半期

2 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 令和５年度黒部川河道掘削工事 富山県黒部市

河道掘削　一式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

８ヶ月 一般競争 一般土木工事 第２四半期

3 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 令和５年度黒部川自然再生工事 富山県黒部市

河道掘削　一式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

８ヶ月 一般競争 一般土木工事 第２四半期

4 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 令和５年度黒部河川事務所無停電電源装置更新工事 富山県黒部市

黒部河川事務所無停電電源装置更新　１式

（工事発注規模）
3,000万円未満

１２ヶ月 一般競争 受変電設備工事 第２四半期

5 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 Ｒ４黒薙川第２号下流砂防堰堤工事 富山県黒部市

本体コンクリート工　一式
仮設工　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

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 黒部河川事務所 Ｒ５黒薙川第２号下流砂防堰堤その２工事 富山県黒部市

本体コンクリート工　一式
仮設工　一式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

１２ヶ月 一般競争 一般土木工事 第２四半期

7 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 令和５年度宇奈月ダム放流設備修繕工事 富山県黒部市

水位低下用放流設備予備ゲート塗替塗装　１式
水位低下用放流設備予備ゲートワイヤロープ交換　１式
常用洪水吐設備２号主ゲート水密ゴム交換　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 機械設備工事 第２四半期

8 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 令和５年度宇奈月ダム法面補修他工事 富山県黒部市

鉄筋挿入工　１式
間詰工　１式
吊り橋補修工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

７ヶ月 一般競争 一般土木工事 第２四半期

9 富山県 営繕課 富山県立桜井高等学校武道場改築工事 黒部市三日市 武道場（S-1、392㎡）の新築及び付帯設備工事 約７ヶ月 条件付一般 一般建築 第１四半期 追加

10 富山県 営繕課
富山県立にいかわ総合支援学校温水ボイラー及び温水ポンプ
更新工事

黒部市石田 温水ボイラー１台及び温水ポンプ２台の更新 約５ヶ月 指名 暖冷房設備 第２四半期 追加

11 富山県 新川土木センター 主要地方道黒部宇奈月線  道路橋りょう改築  区画線設置 黒部市荻生 区画線工  L=2500m 約３ヶ月 指名 塗装 第２四半期 追加

12 富山県 新川土木センター 都市計画道路前沢大布施線  街路総合交付金  道路改良 黒部市堀切
側溝工L=50ｍ
路盤工A=420m2

約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期
追加
余裕期間制度
（実工期４か月）

13 富山県 新川土木センター 布施川ダム県単独ダム維持修繕網場通船ゲート改良 黒部市福平 網場通船ゲート改良  N=1式 約８ヶ月 指名 水門・門扉 第２四半期 追加

14 富山県 新川土木センター 布施川ダム河川総合交付金情報伝送装置改修 黒部市福平 ダム情報伝送装置改修 N=1式 約８ヶ月 指名 電話・通信設備 第１四半期 追加

15 富山県 新川土木センター
片貝川水系布施川砂防関係施設整備
（メンテ砂防）福平３号堰堤改築工

黒部市福平
堰堤改築工  V=450m3
（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

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〕

富山県黒部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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16 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ｹｰﾌﾞﾙ取替 黒部市宇奈月町下立 ｹｰﾌﾞﾙ取替  N=１本 6ヶ月 条件付き一般 鋼橋上部 第１四半期 修正

17 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（主）魚津入善線道路総合交付金（防災・災防・修繕）舗装補修 黒部市前沢 舗装補修  N=1式 3ヶ月 指名 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 第１四半期 追加

18 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総合交付金（改築）道路改良 黒部市若栗
盛土工  V=2,000㎥ 下層路盤  A=2,000㎡ (4千万円未
満)

5ヶ月 条件付き一般 一般土木 第１四半期 追加

19 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総合交付金（交安）区画線設置 黒部市生地外 矢羽根型路面標示等 N=1式 3ヶ月 指名 塗装 第２四半期 追加

20 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（主）若栗生地線県単独道路改良フレッシュアップ交差点改良 黒部市荻生 側溝工  L=100ｍ擁壁工  L=10ｍ (4千万円未満) 6ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

21 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

(一)魚津入善線  県単独道路改良フレッシュアップ側溝工 黒部市西小路 擁壁工L=  10m 5ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

22 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）中山田家新線道路橋りょう改築道路改良 黒部市田家野 擁壁工  L=50ｍ水路工  L=100ｍ (4千万円未満) 6ヶ月 条件付き一般 一般土木 第１四半期
追加
分割検討中

23 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）中山田家新線道路橋りょう改築舗装工 黒部市田家野
表層工 A=2,000㎡
上層路盤工A=2,000㎡

3ヶ月 条件付き一般 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 第３四半期 追加

24 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

(一)沓掛魚津線県単独道路改良フレッシュアップ側溝工 黒部市田家新 側溝工L=100m 3ヶ月 指名 一般土木 第４四半期 追加

25 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再塗装 黒部市荒俣 橋梁再塗装  N=1式 6ヶ月 条件付き一般 塗装 第２四半期
追加
分割検討中

26 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橋梁補修 黒部市荒俣
ランガー部
当て板  N=1式

3ヶ月 条件付き一般 鋼橋上部 第４四半期 追加

27 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橋梁補修 黒部市沓掛
伸縮装置止水 N=2箇所
支承取替N=2基主桁当て板N=1式

3ヶ月 条件付き一般 鋼橋上部 第４四半期 追加

28 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橋梁補修 黒部市堀切 橋脚補修N=１式 6ヶ月 指名 一般土木 第２四半期
追加
分割検討中

29 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

(一)音沢中ノ口線道路橋りょう改築栗虫橋橋梁補修 黒部市宇奈月町栗虫
伸縮装置止水 N=2箇所
橋梁再塗装N=1式

3ヶ月 指名 一般土木 第４四半期 追加

30 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）六天天神新線道路総合交付金
（防災・防雪）消雪配管

黒部市三日市 消雪工L＝120ｍ 5ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

31 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）石田前沢線道路総合交付金（防災・防雪）消雪配管 黒部市堀切 消雪工L＝120ｍ 5ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

32 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（主）朝日宇奈月線道路総合交付金
（防災・防雪）雪崩防止柵

黒部市宇奈月町舟見明日音澤 雪崩柵  ５基 5ヶ月 条件付き一般 法面処理 第２四半期 追加
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33 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

除雪情報システム 黒部市宇奈月町内山 監視カメラ１基 5ヶ月 指名 電話通信設備 第１四半期 追加

34 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）石田前沢線県単独雪寒対策施設消雪配管 黒部市堀切 消雪工L＝150ｍ 5ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

35 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

黒瀬川河川総合交付金護岸工 黒部市前沢 護岸工  Ｌ=20m (４千万円未満) 約７ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

36 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

黒部漁港水産物供給基盤機能保全生地中橋補修 黒部市生地 橋梁補修  N=１式 約７ヶ月 条件付一般 鋼橋上部 第２四半期 追加

37 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

大谷ダム河川改修取水放流設備補修 黒部市吉城寺 取水放流設備補修  1式 約９ヶ月 条件付一般 水門・門扉 第１四半期 追加

38 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

大谷ダム河川改修量水標更新 黒部市吉城寺 量水標更新  1式 約５ヶ月 指名 一般土木 第2四半期 追加

39 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

黒瀬川県単独維持修繕護岸修繕 黒部市新堂 護岸修繕  L=４2ｍ (4千万円未満) 約５ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

40 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

大谷川県単独維持修繕護岸修繕 黒部市田家新 護岸修繕  L=25ｍ (4千万円未満) 約５ヶ月 条件付一般 一般土木 第2四半期 追加

41 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

黒瀬川水系神谷川県単独砂防維持修繕河床整理 黒部市阿古屋野
河床整理工
V=100m3

約３ヶ月 指名 とび・土工 第１四半期

42 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

中ノ口（５）地区砂防総合交付金（急傾斜）法面工 黒部市宇奈月町中ノ口 鉄筋挿入工N=250本 約５ヶ月 条件付一般 法面処理 第１四半期

43 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

明日（１）地区砂防総合交付金（急傾斜）待受擁壁工 黒部市宇奈月町明日 待受擁壁  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

44 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

片貝川水系内生谷西沢砂防関係施設整備（砂防）渓流保全工 黒部市内生谷
渓流保全工  L＝46m管理用道路  L=100m (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

45 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

黒部川水系下立沢砂防総合交付金
（砂防）渓流保全工

黒部市宇奈月町下立
渓流保全工L＝20m管理用道路  L＝30m (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

46 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

片貝川水系尾山大谷川砂防関係施設整備（砂防）付替農道工 黒部市尾山 付替農道工  Ｌ=50m 約５ヶ月 指名 とび・土工 第３四半期 追加

47 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

笠破地区砂防関係施設整備（メンテ急傾斜）待受擁壁補強工 黒部市笠破 待受擁壁補強L=80ｍ (4千万円未満) 約５ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

48 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

片貝川水系前川県単独砂防維持修護岸工 黒部市内生谷 護岸工L=１０ｍ 約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

49 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

片貝川水系前川県単独砂防維持修繕河床整理外 黒部市内生谷
河床整理工
V=300m3
袋詰め玉石工N=50個

約３ヶ月 指名 とび・土工 第３四半期 追加
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50 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

片貝川水系尾山大谷川県単独砂防維持修繕河床整理 黒部市朴谷
河床整理工
V=200m3

約３ヶ月 指名 とび・土工 第３四半期 追加

51 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

片貝川水系尾山大谷川県単独砂防維持修繕防護柵工 黒部市尾山 転落防止柵L=50ｍ 約３ヶ月 指名 防護柵 第３四半期 追加

52 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

中陣地区砂防総合交付金（メンテ急傾斜）待受擁壁補強工 黒部市中陣 待受擁壁補強L=40m (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

53 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  新開用水地区新開用水路第2工区工事 黒部市笠破
用水路工  L=298m
（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

54 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  新開用水地区新開用水路第3工区工事 黒部市笠破ほか
用水路工  L=166m
（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

55 富山県 新川農林振興センター
基幹水利施設  笠破地区
笠破頭首工水門設備その2工事

黒部市笠破 水門設備補修工  1式 約7ヶ月 条件付一般 水門・門扉 第1四半期 追加

56 富山県 新川農林振興センター 基幹水利施設  笠破地区笠破頭首工改修その2工事 黒部市笠破 導水路補修  1式 (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

57 富山県 新川農林振興センター ほ場整備  前沢西部地区舗装復旧工事 黒部市前沢 舗装復旧  １式 約7ヶ月 指名 アスファルト舗装 第1四半期 追加

58 富山県 新川農林振興センター
ほ場整備  出島地区
第1７工区ほ場整備工事

黒部市出島ほか
区画整理工  A=3.8ha
(4千万円以上1億円未満)

約8ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

59 富山県 新川農林振興センター ほ場整備  出島地区 Y４号用水路工事 黒部市出島
用水路工  １式
(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

60 富山県 新川農林振興センター
用排水施設整備  愛本新用水地区愛本新用水路第９工区工
事

黒部市宇奈月町中ノ口ほか
用水路工  L=83m
(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

61 富山県 新川農林振興センター 用排水施設整備  愛本新用水地区整備工事 黒部市宇奈月町中ノ口ほか 整備工  １式 約7ヶ月 指名
とび・土工
・ｺﾝｸﾘｰﾄ

第２四半期 追加

62 富山県 新川農林振興センター 県単独治山「黒部」ほか森林整備その２工事 黒部市荒俣ほか 松枯被害木処理、薬剤散布ほか 約8ヶ月 指名 森林整備 第１四半期

63 富山県 新川農林振興センター 県単独治山「栗虫」治山施設修繕工事 黒部市宇奈月町明日栗虫 谷止工（前あて修繕）  １基 約７ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

64 富山県 新川農林振興センター 治山施設機能強化「下立」治山施設修繕工事 黒部市宇奈月町下立堂古谷ほか 水路工修繕  1式 約6ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

65 富山県 新川農林振興センター 県単独治山「黒部」ほか森林整備その３工事 黒部市荒俣ほか 松枯被害木処理ほか 約3ヶ月 指名 森林整備 第４四半期 追加

66 富山県 新川農林振興センター 山のみち交付金林道  福平・東城線福平工区  開設工事 黒部市福平 林道開設  L=143m（一部舗装） (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

4 / 12 



工事種別

工事の業種

富山県黒部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

67 富山県 警察本部警務部会計課 黒部警察署宇奈月温泉駐在所解体工事 黒部市宇奈月温泉 駐在所（ＣＢ－２、約146㎡）の解体 約４ヶ月 指名 解体 第２四半期

68 黒部市 都市創造部 市道生地中新線他10路線区画線補修工事 生地
施工延長　L=4,500m
区画線補修　L=11,000m

3ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅰ四半期 道1

69 黒部市 都市創造部 市道山田浦山線他8路線区画線補修工事 浦山
施工延長　L=5,600m
区画線補修　L=11,300m

3ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅰ四半期 道2

70 黒部市 都市創造部 市道西小路植木線他9路線区画線補修工事 大布施
施工延長　L=5,600m
区画線補修　L=11,000m

3ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅰ四半期 道3

71 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道西町中坪線道路改良工事

若栗
施工延長　L=80m
道路改良　L=80m

3.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 道4

72 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道西町中坪線道路改良その２工事

若栗
施工延長　L=23m
路肩改良　L=23m

3.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 道5

73 黒部市 都市創造部 市道吉田荒俣線舗装工事 村椿
施工延長　L=113m
舗装工　 　A=735㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道6

74 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道生地8号線他1路線舗装補修工事

生地
施工延長　L=330m
舗装工　 　A=1,090㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道7

75 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道前沢栗寺線舗装補修工事

前沢
施工延長　L=155m
舗装補修　A=1,090㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道8

76 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道栃屋下立線他1路線舗装工事

下立
施工延長　L=380m
舗装補修　A=1,500㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道9

77 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道前沢大布施線舗装補修工事

三日市
施工延長　L=130m
舗装補修　A=1,250㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道10

78 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道三日市堀切線舗装補修工事

石田
施工延長　L=200m
舗装補修　A=1,500㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道11

79 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道新堂中新線信号機移設工事

大布施 信号機移設工　1式 5ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅰ四半期 道12

80 黒部市 都市創造部 市道大黒沓掛線道路改良工事 三日市
施工延長 　L=70m
道路改良 　L=70m

3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 道13

81 黒部市 都市創造部 市道三島天神新線道路改良工事 石田
施工延長 　L=20m
道路改良 　L=20m

3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 道14

82 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道新堂中新線安全施設工事

大布施
施工延長 　L=1,200m
区画線設置 　L=6,000m

4ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅰ四半期 道15

83 黒部市 都市創造部
道路メンテナンス事業
市道栃屋下立線下立橋橋梁補修工事

下立
施工延長　L=10m
断面修復工　１式

4ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 道16

黒部市　〔 令和 5 年 4 月　時点〕
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84 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道愛本新1号線消雪リフレッシュ工事

愛本
施工延長　L=100m
消雪配管工事　L=100m

3.5ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 道17

85 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道内山7号線消雪リフレッシュ工事

内山
施工延長　L=100m
消雪配管工事　L=100m

3.5ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 道18

86 黒部市 都市創造部 市道田籾嘉例沢線路肩補修工事 東布施
施工延長　L=20m
路肩補修　L=20m

3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 道19

87 黒部市 都市創造部 市道うなづき湖線尾瀬場トンネル照明改修工事 宇奈月温泉
施工延長　L=192m
照明改修　N=30基

3ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅰ四半期 道20

88 黒部市 都市創造部 準用河川出戸川支川改修工事 石田 水門設置　N=1基 5ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅰ四半期 道21

89 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道山田浦山線舗装補修工事

浦山
施工延長　L=600m
舗装補修　A=4,200㎡

3.5ヶ月 条件付き一般競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道22

90 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道舌山愛川線舗装補修工事

荻生
施工延長　L=150m
舗装補修　A=2,000㎡

3.5ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道23

91 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道金屋1号線他1路線舗装補修工事

大布施
施工延長　L=200m
舗装補修　A=1,400㎡

3.5ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道24

92 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道若栗袖野線他1路線舗装補修工事

若栗
施工延長　L=140m
舗装補修　A=1,000㎡

3.5ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道25

93 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道愛本新11号線他1路線舗装補修工事

愛本
施工延長　L=60m
舗装補修　A=550㎡

3.5ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 道26

94 黒部市 都市創造部 堀切地内空家解体工事 石田 木造２階建て　床面積550㎡ 3ヶ月 指名競争入札 解体 第Ⅰ四半期 都1

95 黒部市 都市創造部 黒部市民病院東病棟機械設備更新その２工事 三日市 機械設備更新一式 9ヶ月 条件付き一般競争入札 管 第Ⅰ四半期 都2

96 黒部市 都市創造部 想影展望台改修工事 宇奈月温泉 床面改修A=60㎡　手摺り塗装A=115㎡ 5ヶ月 条件付き一般競争入札 とび 第Ⅰ四半期 街2

97 黒部市 都市創造部 宮野運動公園テニスコート照明設備工事 前沢 照明器具LED化　20灯（４柱×５灯） 3ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅰ四半期 街3

98 黒部市 都市創造部
三日地保育所周辺土地区画整理事業
都）黒部宇奈月線舗装Ｎｏ.0～Ｎｏ.7工事

荻生 施工延長L=150ｍ　舗装工A=700㎡ 4ヶ月 条件付き一般競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 街5

99 黒部市 産業振興部 大橋農村公園安全施設補修工事 浦山 施工延長130ｍ　フェンス設置工L=100ｍ 5ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅰ四半期 農5

100 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道長屋愛川線配水管改良工事

荻生 φ75 HPPE　L=140 2.8ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水2
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101 黒部市 都市創造部
増補改良事業
県道魚津入善線配水管改良工事

荻生 φ100GX-DIP　L=150ｍ 3.2ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水3

102 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道飛騨荒俣線配水管改良工事

村椿 φ50 HPPE　L=160ｍ 3.1ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水4

103 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道若栗3号線配水管改良工事

若栗 φ75HPPE　L=150ｍ 3.1ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水5

104 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道吉田越湖2号線配水管改良工事

村椿 φ75 HPPE　L=250ｍ 3.2ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水6

105 黒部市 都市創造部
増補改良事業
植木地内生活道配水管布設工事

大布施 φ50HPPE　L=80ｍ 2.4ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水8

106 黒部市 都市創造部 市道堀切飛騨線外２路線舗装復旧工事 村椿 舗装工（打換え）　A=1800㎡ 2.9ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水9

107 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道田家新山田線舗装復旧工事

田家 舗装工（打換え）　A=420㎡ 2.4ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水10

108 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道荻生5号線舗装復旧工事

荻生 舗装工（打換え）　A=480㎡ 2.3ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水11

109 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道生地3号線外2路線本復旧工事

生地 舗装工（打換え）　A=480㎡ 2.3ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水12

110 黒部市 都市創造部
増補改良事業
区画道路配水管布設その１工事

三日市
φ75HPPE、φ50HPPE
L=340ｍ

2.8ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水14

111 黒部市 都市創造部
漏水対策特別事業
市道東町団地1号線配水管改良工事

若栗
φ75 HPPE、φ30HPPE
L=140ｍ

3.2ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水17

112 黒部市 都市創造部
水道普及促進事業
市道三島天神新線外3路線配水管布設工事

三日市 φ150GX-DIP、φ75・φ50HPPE　L=490ｍ 3.9ヶ月 条件付き一般競争入札 管 第Ⅰ四半期 水18

113 黒部市 都市創造部 増補改良事業　中坪高区外末端水質監視装置設置工事 前沢 末端水質監視装置設置　２箇所 6.8ヶ月 条件付き一般競争入札 機械 第Ⅰ四半期 水21

114 黒部市 都市創造部 増補改良事業　犬山水源地濁度・残留塩素計更新工事 石田 濁度・残留塩素計更新　１台 6.6ヶ月 指名競争入札 機械 第Ⅰ四半期 水22

115 黒部市 都市創造部
愛本簡易水道
中ノ口第2水源地取水井外地下ピット築造工事

愛本
さく井工　１箇所　パーカッション工法
　ｹｰｼﾝｸﾞ径φ250×深度32ｍ　RC造地下ピット　１式

5.3ヶ月 条件付き一般競争入札 さく井 第Ⅰ四半期 水23

116 黒部市 都市創造部 音沢東山簡易水道　下立配水場造成工事 下立
既設構造物撤去　1式
土工　1式

3.9ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅰ四半期 水26

117 黒部市 都市創造部 音沢東山簡易水道　市道栃屋下立線外1路線配水管改良工事 浦山 φ200GX-DIP　L=480ｍ 5.3ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅰ四半期 水27
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118 黒部市 都市創造部 音沢東山簡易水道　市道音沢2号線外1路線配水管改良工事 音沢 φ75・φ50HPPE　L=125ｍ 2.9ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水28

119 黒部市 都市創造部 音沢東山簡易水道　市道栃屋熊野2号線配水管改良工事 浦山 φ100HPPE　L=160ｍ 2.8ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅰ四半期 水29

120 黒部市 都市創造部
公共下水道事業　石田処理分区石田地区B528-4-1路線外渠
布設工事

荻生
φ200PRP　L=63ｍ
1号マンホール　1箇所
地下水低下工　1式

3.7ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下1

121 黒部市 都市創造部
公共下水道事業　三日市処理分区三日市地区993路線外管渠
布設工事

三日市
φ200PRP　L=280ｍ
1号マンホール　3箇所
小口径マンホール　2箇所

3.3ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下2

122 黒部市 都市創造部
公共下水道事業　石田処理分区石田地区石田大島MP場舗装
復旧工事

石田 舗装工（打換え）　A=480㎡ 2.6ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 下3

123 黒部市 都市創造部
特環下水道事業　特環処理分区東上野地区401路線管渠布設
工事

荻生
φ200PRP　L=180ｍ
1号マンホール　4箇所
小口径マンホール　3箇所

3.9ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下4

124 黒部市 都市創造部
特環下水道事業　特環処理分区西小路地区路線管渠布設工
事

荻生
φ200PRP　L=120ｍ
1号マンホール　2箇所

2.9ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下5

125 黒部市 都市創造部 特環下水道事業　特環処理分区若栗地区路線管渠布設工事 若栗
φ200PRP　L=135ｍ
1号マンホール　2箇所
小口径マンホール　1箇所

3.7ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下6

126 黒部市 都市創造部 特環下水道事業　特環処理分区若栗地区路線管渠布設工事 若栗
φ200PRP　L=200ｍ
1号マンホール　2箇所
小口径マンホール　1箇所

3.9ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下7

127 黒部市 都市創造部 特環下水道事業　特環処理分区沓掛地区路線管渠布設工事 大布施
φ200PRP　L=ｍ
1号マンホール　箇所
小口径マンホール　箇所

3.7ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下10

128 黒部市 都市創造部
特環下水道事業　特環処理分区古御堂地区路線管渠布設工
事

大布施
φ200PRP　L=50ｍ
1号マンホール　1箇所

3.4ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅰ四半期 下11

129 黒部市 都市創造部 特環下水道事業　特環処理分区若栗地区路線舗装復旧工事 若栗 舗装工（打換え）　A=1050㎡ 3.1ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 下12

130 黒部市 都市創造部 特環下水道事業　特環処理分区金屋地区路線舗装復旧工事 大布施 舗装工（打換え）　A=950㎡ 2.5ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅰ四半期 下13

131 黒部市 都市創造部 黒部浄化センター　オゾン発生装置シーケンサ更新工事 石田 シーケンサ―更新　1式 7.6ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅰ四半期 下19

132 黒部市 都市創造部 宇奈月浄化センター　直流電源装置整流器更新工事 宇奈月温泉 直流電源装置整流器更新　1式 7.6ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅰ四半期 下20

133 黒部市 産業振興部 宇奈月麦酒館仕込釜撹拌機モーター取替工事 下立 部品交換、メンテナンス等 6ヶ月 指名競争入札 機械 第Ⅰ四半期 そ1

134 黒部市 産業振興部 宇奈月麦酒館排水処理設備制御盤改修工事 下立 制御盤改修(交換) 8ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅰ四半期 そ2
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135 黒部市 産業振興部 石田漁港釣り桟橋補修工事 石田 柱、床板、手摺りの補修 8ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅰ四半期 そ4

136 黒部市 産業振興部
黒部市芸術創造センターセレネ冷温水発生機冷却水ポンプ更
新工事

宇奈月温泉 冷温水ポンプ２基　冷却水ポンプ２基 10ヶ月 指名競争入札 機械 第Ⅰ四半期 そ13

137 黒部市 総務管理部 くろべ市民交流センターカーテン等設置工事 三日市 交流センターカーテン、ブライド設置 3.5ヶ月 条件付き一般競争入札 建築 第Ⅰ四半期 そ20

138 黒部市 市民福祉部 防犯灯LED化推進工事 一円 ナトリウム灯等からLED灯に取替　943灯 4ヶ月 条件付き一般競争入札 電気 第Ⅰ四半期 そ21

139 黒部市 市民福祉部 若栗保育所大規模修繕工事(建築主体) 若栗 屋上防水改修ほか 7ヶ月 条件付き一般競争入札 建築 第Ⅰ四半期 そ22

140 黒部市 市民福祉部 若栗保育所大規模修繕工事(機械設備) 若栗 便所改修ほか 6ヶ月 指名競争入札 建築 第Ⅰ四半期 そ23

141 黒部市 市民福祉部 若栗保育所大規模修繕工事(電気設備) 若栗 電灯取替工事ほか 6ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅰ四半期 そ24

142 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道生地中新線道路改良工事

大布施
施工延長　L=20m
道路改良  L=20m

6ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道27

143 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道若栗22号線道路改良工事

若栗
施工延長　L=100m
道路改良　L=100m

6ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道28

144 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道六天飛騨線道路改良工事

村椿
施工延長　L=140m
道路改良  L=140m

6.5ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道29

145 黒部市 都市創造部 市道中陣釈迦堂線道路改良工事 東布施
施工延長　L=30m
道路改良  L=30m

3.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道30

146 黒部市 都市創造部 市道愛本新19号線道路改良工事 愛本
施工延長　L=20m
道路改良　L=20m

3.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道31

147 黒部市 都市創造部 音谷川雑用水取水口改修工事 音沢 取水口改修　1式 3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道32

148 黒部市 都市創造部 準用河川生地西背戸川側壁改修工事 生地
施工延長　L=100m
側壁改修　L=100m

5.5ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道33

149 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道生地飯沢1号線道路改良工事

生地
施工延長　L=100m
道路改良　L=100m

5.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道34

150 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道石田磯線安全施設工事

石田 防護柵工　N=4箇所 3ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅱ四半期 道35

151 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道浦山40号線他1路線舗装補修工事

浦山
施工延長　L=70m
舗装補修　A=570㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅱ四半期 道36
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152 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道山田1号線他2路線舗装補修工事

田家
施工延長　L=140m
舗装補修　A=1,000㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅱ四半期 道37

153 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道吉田越湖1号線他1路線舗装補修工事

村椿
施工延長　L=60m
舗装補修　A=400㎡

3ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅱ四半期 道38

154 黒部市 都市創造部 市道石田4号線側溝改修工事 石田
施工延長　L=25m
側溝改修　L=25m

3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道40

155 黒部市 都市創造部 市道中新西小路線道路改良工事 荻生
施工延長　L=20m
道路改良  L=20m

3.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道41

156 黒部市 都市創造部
社会資本整備総合交付金事業（防災安全）
市道若栗21号線道路改良工事

若栗
施工延長　L=40m
道路改良  L=40m

4.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 道42

157 黒部市 都市創造部 内山住宅外壁改修工事 内山
RC４階建て　外壁改修工事
改修面積約1400㎡

5ヶ月 条件付き一般競争入札 建築 第Ⅱ四半期 都3

158 黒部市 都市創造部 若栗分団消防屯所外壁改修工事 若栗 外壁改修工事　改修面積約150㎡ 5ヶ月 指名競争入札 建築 第Ⅱ四半期 都5

159 黒部市 都市創造部 宮野運動公園野球場グラウンド改修工事 前沢
野球場グラウンド排水対策　１式
グラウンド造成A=3,300㎡

5ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅱ四半期 街1

160 黒部市 都市創造部
三日地保育所周辺土地区画整理事業
都）国道８号線道路改良その４工事

三日市 施工延長L=70ｍ　側溝工L=70ｍ 3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 街6

161 黒部市 都市創造部
三日地保育所周辺土地区画整理事業
都）国道８号線道路改良その５工事

三日市 施工延長L=70ｍ　側溝工L=70ｍ 3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 街7

162 黒部市 都市創造部
三日地保育所周辺土地区画整理事業
１号水路改良工事

三日市 施工延長L=50ｍ　水路工L=50ｍ 4ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅱ四半期 街10

163 黒部市 都市創造部
田家公民館避難収容室整備事業
駐車場整備工事

田家 舗装面積A=550㎡ 4ヶ月 指名競争入札 舗装 第Ⅱ四半期 街14

164 黒部市 産業振興部 宮沢地区農道改良工事 前沢 施工延長40ｍ　水路工40ｍ舗装工A=240㎡ 6ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 農1

165 黒部市 産業振興部 県単独農村整備事業　村椿地区（飯沢）地区排水路改修工事 村椿 施工延長190ｍ　水路工190ｍ 5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 農2

166 黒部市 産業振興部 県単独農村整備事業　堀切地区排水路改修工事 石田 施工延長40ｍ　水路工40ｍ 5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 農3

167 黒部市 産業振興部 県単独農村整備事業　田家野地区排水路補修工事 田家 施工延長130ｍ　水路工130ｍ 5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 農4

168 黒部市 産業振興部 林道別又僧ヶ岳線法面対策工事 宇奈月温泉 施工延長10ｍ　簡易法枠工200ｍ2 5ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅱ四半期 農6
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169 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道犬山住宅3号線外1路線配水管改良工事

石田
φ75 HPPE、φ50 HPPE
L=170ｍ

3.6ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 水1

170 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道前沢9号線配水管改良工事

前沢 φ50 HPPE　L=190ｍ 3.2ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 水7

171 黒部市 都市創造部
増補改良事業
市道堀切１７号線本復旧工事

石田 舗装工（打換え）　A=800㎡ 2.2ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 水13

172 黒部市 都市創造部
増補改良事業
新三島簡易水道組合統合関連付替給水工事

三日市 付替給水　37戸 3.8ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 水19

173 黒部市 都市創造部
愛本簡易水道
中ノ口第2水源地導水管外布設工事

愛本
φ150・φ100GX-DIP　L=62ｍ
電気通信ケーブル　L=90ｍ

3.4ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 水24

174 黒部市 都市創造部
愛本簡易水道
市道愛本新22号線配水管改良工事

愛本 φ50HPPE　L=140ｍ 3.2ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 水25

175 黒部市 都市創造部 内山簡易水道　内山地区生活道配水管改良工事 内山 φ50HPPE　L=75ｍ 2.5ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 水30

176 黒部市 都市創造部 特環下水道事業　特環処理分区若栗地区路線管渠布設工事 若栗
φ200PRP　L=100ｍ
1号マンホール　1箇所
小口径マンホール　1箇所

3ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅱ四半期 下9

177 黒部市 都市創造部 水産物地方卸売市場管理棟暖房設備更新工事 生地 ボイラーの取替 3ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅱ四半期 そ3

178 黒部市 産業振興部 おおしまパークゴルフ場取得地整地、駐車場移設工事 石田 表土剥ぎ取り、駐車場移設 6ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅱ四半期 そ5

179 黒部市 産業振興部 くろべ牧場まきばの風牛舎扇風機設置等工事 浦山 扇風機新設９台、扇風機調整５台 4ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅱ四半期 そ6

180 黒部市 教育委員会
黒部市総合体育センター 非常照明蓄電池・非常用発電機蓄
電池更新工事

石田 非常照明蓄電池・非常用発電機蓄電池更新 2ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅱ四半期 そ7

181 黒部市 教育委員会
黒部市総合体育センター RB-1気密箇所分解整備・水室ガス
ケット交換工事

石田 RB-1気密箇所分解整備・水室ガスケット交換 3ヶ月 指名競争入札 機械 第Ⅱ四半期 そ8

182 黒部市 教育委員会 大布施公民館屋根改修工事 大布施 屋根改修一式 2ヶ月 指名競争入札 屋根 第Ⅱ四半期 そ9

183 黒部市 教育委員会 吉田科学館屋上防水改修工事 村椿 防水工事　A＝1,900㎡ 4ヶ月 条件付き一般競争入札 屋根 第Ⅱ四半期 そ10

184 黒部市 教育委員会 吉田科学館プラネタリウム機器LED化工事 村椿 機器LED化一式 3ヶ月 指名競争入札 電気 第Ⅱ四半期 そ11

185 黒部市 総務管理部 公民館等Wi-Fi環境整備工事 一円 市内生涯学習施設Wi-Fi環境整備工事 3ヶ月 条件付き一般競争入札 電気 第Ⅱ四半期 そ19
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工事種別

工事の業種

富山県黒部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

186 黒部市 都市創造部 市道東三日市沓掛線道路改良工事 大布施
施工延長　L=80m
道路改良　L=80m

4.5ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅲ四半期 道39

187 黒部市 都市創造部 中新市営住宅等ガス風呂釜更新工事 大布施 住戸風呂釜更新　約20台 4ヶ月 指名競争入札 管 第Ⅲ四半期 都4

188 黒部市 都市創造部
三日地保育所周辺土地区画整理事業
区画道路6-25号線外２路線道路改良工事

三日市 施工延長L=100ｍ　側溝工L=60ｍ　路盤工A=500㎡ 4ヶ月 条件付き一般競争入札 土木 第Ⅲ四半期 街9

189 黒部市 都市創造部
三日地保育所周辺土地区画整理事業
１号水路取水施設防護柵新設工事

三日市 フェンス設置L=40ｍ 3ヶ月 指名競争入札 とび 第Ⅲ四半期 街11

190 黒部市 都市創造部
三日地保育所周辺土地区画整理事業
５号水路改良その３工事

三日市 施工延長L=20ｍ　水路工L=20ｍ 4ヶ月 指名競争入札 土木 第Ⅲ四半期 街12

191 黒部市 教育委員会 うなづき友学館屋上防水改修工事 下立 防水工事　A＝460㎡ 2ヶ月 指名競争入札 屋根 第Ⅲ四半期 そ12
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