
工事種別

工事の業種

1 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 利賀ダム本体建設（第１期）工事（政府調達協定対象） 富山県南砺市

ダム土工　１式、堤体工　１式、地盤変動域対策工　１
式、仮設工　１式

（工事発注規模）
50億円以上

４８ヶ月 一般競争 一般土木工事 第４四半期

2 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 押場地区貯水池法面対策（第１期）工事（政府調達協定対象） 富山県南砺市

排土工　１式、排水トンネル　１式、抑止杭工　１式、仮
橋・仮桟橋工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）
50億円以上

４８ヶ月 一般競争 一般土木工事 第４四半期

3 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 令和５年度押場地区進入路（シャフト線）工事 富山県南砺市

道路土工　１式、仮橋・仮桟橋架設工　１式、仮設工　１
式

（工事発注規模）
3億円以上　6億8,000万円未満

１５ヶ月 一般競争 一般土木工事 第１四半期

4 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 令和５年度押場進入路その５工事 富山県南砺市

仮橋・仮桟橋工　１式、仮設工　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 一般土木工事 第２四半期

5 農林水産省 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
地震計更新工事

富山県南砺市
立野脇地内ほか

地震計の更新　１式
(工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)

約11ヶ月 一般競争入札
電気通信工事
又は電気工事

第１四半期
(概ね４月を予定)

済み

6 富山県 営繕課 富山県利賀川ダム管理事務所内外部改修工事 南砺市利賀村水無
ダム管理事務所(RC-2、延べ300㎡)の外壁改修、建具
改修、内装改修等

約４ヶ月 条件付一般 一般建築 第１四半期 追加

7 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修取水ゲート塗装工事 南砺市桂外 扉体塗装更新1式水密ゴム更新1式 約7ヶ月 条件付一般 塗装 第1四半期

8 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修取水ゲート塗装その２工事 南砺市桂外 扉体塗装更新1式水密ゴム更新1式 約7ヶ月 条件付一般 塗装 第4四半期

9 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修制水ゲート開閉装置改良工事 南砺市桂外 ゲート開閉装置更新1式 約5ヶ月 指名 水門・門扉 第2四半期

10 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修利水副ゲート水密塗装工事 南砺市桂外 扉体塗装更新1式水密ゴム更新1式 約5ヶ月 指名 塗装 第2四半期

11 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修低水ゲート操作盤改良工事 南砺市桂外 機側操作盤改良N=1式自動制御盤改良N=1式 約１5ヶ月 条件付一般 水門・門扉 第2四半期

12 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修取水ゲート開閉装置改良工事 南砺市桂外 電動機改良N=1式 約１5ヶ月 条件付一般 水門・門扉 第2四半期

13 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修制水ゲート開閉装置改良工事 南砺市桂外 電動機改良N=1式 約１5ヶ月 条件付一般 水門・門扉 第2四半期

14 富山県 境川ダム管理事務所 境川ダム河川改修情報伝達装置改修工事 南砺市桂外 情報伝達装置改修N=1式 約8ヶ月 指名 電話・通信設備 第1四半期

15 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祖山トンネル外修繕 南砺市祖山外
祖山トンネル、上梨トンネル 剥落防止材設置工
A=100m2

約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期

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〕

農林水産省 北陸農政局　〔 令和 5 年 4 月 24 日　時点〕

富山県南砺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 砺波土木センター
主要地方道金沢井波線県単独道路維持修繕道路監視カメラ
設置

南砺市法林寺外 道路監視カメラ設置  N=４基 約５ヶ月 指名 電話・通信設備 第１四半期

17 富山県 砺波土木センター
主要地方道金沢井波線道路橋りょう改築医王トンネル照明設
備修繕その ２

南砺市小又～法林寺 トンネル照明設備修繕一式 約８ヶ月 条件付一般 道路照明 第１四半期 追加

18 富山県 砺波土木センター
一般県道城端嫁兼線外県単独交通安全施設（２種）案内標識
設置

南砺市立野原東外
城端スマートIC案内標識  N=11基登坂車線案内標識
N=3基

約７ヶ月 指名 道路標識 第１四半期 追加

19 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）法面工下
原Ａ091工区その２

南砺市
利賀村下原

ロープ伏工  A=1,000m2 約５ヶ月 条件付一般 法面処理 第１四半期 追加

20 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）法面工下
原A204工区

南砺市
利賀村下原

鉄筋挿入工  N=50本法枠工  L=150m 約５ヶ月 指名 法面処理 第１四半期 追加

21 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)擁壁補修工
新屋G201工区

南砺市新屋
コンクリート根固め工  V=470m3 (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 追加

22 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障子倉3Bロックシェッド修繕 南砺市祖山 堆積土砂撤去・雑木伐採  N=1式 約４ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第１四半期 追加

23 富山県 砺波土木センター
主要地方道福光上平線県単独災害防除崩壊土砂防止柵工刀
利A120工区

南砺市刀利 崩壊土砂防止柵工  L=22m (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

24 富山県 砺波土木センター
一般国道304号道路総合交付金（防災・災防・修繕）舗装補修
見座工区

南砺市見座 舗装打換  A=1,500m2 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ヶ月)

25 富山県 砺波土木センター
一般県道上百瀬島地線県単独道路維持修繕舗装補修上百瀬
工区

南砺市
利賀村上百瀬

舗装打換  A=2,500m2 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ヶ月)

26 富山県 砺波土木センター
一般県道城端嫁兼線県単独道路維持修繕舗装補修国広外工
区

南砺市国広外 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工  A=1,500m2 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ヶ月)

27 富山県 砺波土木センター
一般県道才川七法林寺線県単独道路維持修繕舗装補修広谷
工区

南砺市広谷 舗装打換  A=2,500m2 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ヶ月)

28 富山県 砺波土木センター
一般県道富山庄川小矢部自転車道線県単独交通安全施設（２
種）転落防止柵設置

南砺市苗島 転落防止柵撤去設置  L=100m 約４ヶ月 指名 防護柵 第２四半期 追加

29 富山県 砺波土木センター
一般国道156号県単独交通安全施設
（２種）転落防止柵設置

南砺市下出 転落防止柵撤去設置  L=100m 約４ヶ月 指名 防護柵 第２四半期 追加

30 富山県 砺波土木センター 一般国道156号県単独道路維持修繕凍結情報板更新 南砺市西赤尾町 凍結情報板  N=1箇所 約４ヶ月 指名 道路標識 第２四半期 追加

31 富山県 砺波土木センター 一般県道井波井口城端線県単独道路維持修繕側溝新設 南砺市川上中
側溝工   L=70m
（BF300）

約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

32 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小原トンネル照明設備修繕 南砺市小原 トンネル照明設備修繕一式 約８ヶ月 条件付一般 道路照明 第２四半期 追加
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33 富山県 砺波土木センター
一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル照明設備修繕工
事

南砺市梨谷 トンネル照明設備修繕一式 約８ヶ月 条件付一般 道路照明 第２四半期 追加

34 富山県 砺波土木センター
一般県道林道温泉線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩
拡幅その２

南砺市城端
側溝工  L=33m
（B700×H1000～1300）

約７ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

35 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湯出島橋上部工補修 南砺市上梨 ボルト取替N=18,000本 約９ヶ月 条件付一般 鋼橋上部 第１四半期 追加

36 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渡原２号橋再塗装 南砺市渡原
再塗装  A=580m2
素地調整工（１種ケレン） A=580m2
PCB対応環境対策 N=1式

約６ヶ月 条件付一般 塗装(道路標示を含む) 第２四半期 追加

37 富山県 砺波土木センター 一般県道西勝寺福野線道路橋りょう改築存覚橋再塗装 南砺市梅ヶ島～院林
再塗装 A=1,800m2
素地調整工（３種ケレン） A=1,800m2

約６ヶ月 条件付一般 塗装(道路標示を含む) 第４四半期 追加

38 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上部工補修 南砺市下梨～大島

【平橋】
支承取替N=4基 排水管取替N=1式
【平歩道橋】
歩道橋ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ取替N=1式高欄部材取替N=1式

約６ヶ月 条件付一般 鋼橋上部 第２四半期 追加

39 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・防雪）雪崩予防柵設
置大崩島工区

南砺市大崩島
雪崩予防柵  L=25m
（三角フェンス）

約６ヶ月 条件付一般 法面処理 第２四半期 追加

40 富山県 砺波土木センター
一般国道３０４号道路総合交付金（防災・防雪）無散水消雪施
設修繕（平 98）

南砺市梨谷
無散水消雪パネル修繕L=20m
（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

41 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橋平2-5Cスノーシェッド外
修繕

南砺市井波外四入会 堆積土砂除去V=380m3仮設道路設置 N=１式 約６ヶ月 条件付一般 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第２四半期 追加

42 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祖山トンネル1Dスノーシェッ
ド外修繕

南砺市祖山 堆積土砂除去V=820m3仮設道路設置 N=１式 約６ヶ月 条件付一般 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第２四半期 追加

43 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）崩壊土砂
防止柵工栃原A316工事

南砺市利賀村栃原 仮設防護柵  L=90m排土工 V=700m3 約６ヶ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

44 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法面工祖山B303工区 南砺市祖山
繊維補強モルタル吹付 A=800m2
空洞充填工 N=１式

約６ヶ月 条件付一般 法面処理 第２四半期 追加

45 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東中江桟道橋上部工補修 南砺市東中江 ひび割れ補修  １式 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

46 富山県 砺波土木センター 一般県道城端嫁兼線県単独橋梁維持修繕豊年橋修繕 南砺市立野原東 ひび割れ補修  １式 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

47 富山県 砺波土木センター
主要地方道砺波福光線外県単独雪寒維持修繕消雪ポンプ更
新（福光94外）

南砺市遊部外 ポンプ更新  N=2基 約６ヶ月 指名 水処理施設 第１四半期 追加

48 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消雪装置集中管理シ
ステム子局設備更新

南砺市荒木外 消雪装置集中管理システム子局設備更新  １式 約１０ヶ月 指名 電話・通信設備 第２四半期 追加

49 富山県 砺波土木センター 主要地方道利賀河合線道路改良 南砺市 利賀村岩渕
延長  L=80ｍ
排水構造物工  L=80m下部工  2基

約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加
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50 富山県 砺波土木センター
一般県道安居福野線道路橋りょう改築（ﾒﾝﾃ・橋梁）川崎橋水
位局移設

南砺市上川崎 水位局移設 N=1式 約５ヶ月 指名 電話・通信設備 第１四半期 追加

51 富山県 砺波土木センター 都市計画道路谷今町線道路改築函渠工 南砺市井波

延長  L=25ｍ
土工  V=1,500m3
函渠工  L=24.5m
(4千万円未満)または(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１四半期 追加

52 富山県 砺波土木センター 都市計画道路谷今町線道路改築開渠工 南砺市井波

延長  L=35ｍ
土工  V=1,000m3
開渠工  L=34.3m
(4千万円未満)または(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１四半期 追加

53 富山県 砺波土木センター 主要地方道砺波福光線道路総合交付金(改築)道路改良工事 南砺市吉江中
延長  L=300ｍ側溝工  L=300m
下層路盤工  A=2，500m2
(4千万円未満)または(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２四半期 追加

54 富山県 砺波土木センター 一般県道安居福野線道路橋りょう改築(ﾒﾝﾃ･橋梁)舗装 南砺市上川崎
延長  L=330ｍ
橋面舗装工  A=1,000m2舗装工  A=2,300m2

約５ヶ月 条件付一般 アスファルト舗装 第２四半期 追加

55 富山県 砺波土木センター 一般県道井波福野線県単独道路改良 南砺市飛騨屋
延長  L=100ｍ
下層路盤工  A=980m2排水構造物工  L=50m (4千万円
未満)

約５ヶ月
条件付一般 or
指名

一般土木 第２四半期 追加

56 富山県 砺波土木センター 一般県道小森谷庄川線県単独道路改良 南砺市高屋

延長  L=180ｍ
Ｌ型擁壁工  L=170m
排水構造物工  L=180m
(4千万円未満)または(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

57 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系大門川県単独河川維持修繕河道掘削工 南砺市井波外 河道掘削工  Ｖ=400m3 約3ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第１四半期 追加

58 富山県 砺波土木センター 城端ダム県単独ダム維持修繕田屋水位局無線機更新 南砺市上原 無線機更新  1式 約3ヶ月 指名 電話・通信設備 第１四半期 追加

59 富山県 砺波土木センター 小矢部川河川総合交付金河道掘削工 南砺市和泉 河道掘削工  V=2,000m3 約4ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第２四半期 追加

60 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系山田川河川総合交付金河道掘削工工事 南砺市晩田 河道掘削工  V=2,900m3 約4ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第２四半期 追加

61 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系赤山田川県単独河川維持修繕河道掘削工 南砺市是安外 河道掘削工  Ｖ=400m3 約3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 砺波土木センター 小矢部川水系清水川県単独河川維持修繕護岸工 南砺市安居外 護岸修繕  L=80m 約3ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

63 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系山田川県単独河川維持修繕護岸工 南砺市梅ヶ島 護岸修繕  L=30m 約3ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

64 富山県 砺波土木センター 城端ダム県単独ダム維持管理貯水池堆砂掘削工 南砺市上田外 貯水池掘削工  V=2,000m3 約5ヶ月 一般 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第２四半期 追加

65 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系池川砂防関係施設整備（砂防）管理用道路 南砺市城端
Ｌ型擁壁工  L=54m
重力式擁壁工  L=31m側溝工  L=19m
下層路盤工  A=268m2

約5ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

66 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）堰堤工

南砺市大谷
堰堤工  N=1式
(４千万円未満もしくは４千万円以上１億円未満)

約6ケ月 条件付一般 一般土木 第１四半期 追加
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67 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系湯谷道無谷砂防総合交付金（砂防）堰堤工 南砺市湯谷 堰堤工  N=1式 約6ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

68 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系蓑谷砂防総合交付金 (砂防)取付水路工 南砺市蓑谷 水路工  L=27m護岸工  L=30m 約5ヶ月 指名又は 条件付一般 一般土木 第１四半期 追加

69 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系池川砂防関係施設整備（砂防）護岸工 南砺市理休外
護岸工  L=100m床固工  N=1式
(４千万円以上１億円未満)

約9ケ月 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6ヶ月)

70 富山県 砺波土木センター
小矢部川水系西大谷川左支川砂防総合交付金（砂防）管理用
道路

南砺市大谷
延長  L=150m
敷砂利  A=450m2掘削工  V=200m3盛土工  V=200m3

約4ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

71 富山県 砺波土木センター
庄川水系大野殿地区砂防関係施設整備（地すべり）緊急改築
水路工

南砺市下出 水路工  L=70m 約5ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

72 富山県 砺波土木センター
庄川水系大島地区砂防関係施設整備（地すべり）集水井防護
柵修繕

南砺市大島 集水井防護柵修繕  N=1箇所 約4ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

73 富山県 砺波土木センター
庄川水系見座地区砂防関係施設整備（地すべり）集水井防護
柵修繕

南砺市見座 集水井防護柵修繕  N=1箇所 約4ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

74 富山県 砺波土木センター
庄川水系北豆谷地区砂防関係施設整備（地すべり）集水井防
護柵修繕

南砺市利賀村北豆谷 集水井防護柵修繕  N=2箇所 約5ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

75 富山県 砺波土木センター
庄川水系利賀地区砂防関係施設整備（地すべり）集水井防護
柵修繕

南砺市利賀村 集水井防護柵修繕  N=1箇所 約4ケ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

76 富山県 砺波土木センター 高窪地区県単独砂防維持修繕（急傾斜）法面修繕工 南砺市高窪 モルタル吹付工  A=400m2 約4ケ月 指名 法面処理 第１四半期 追加

77 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系山田川県単独砂防維持修繕浚渫工 南砺市塔尾 浚渫工  V=1,500m3 約5ケ月 指名 とび・土工・ｺﾝ ｸﾘｰﾄ 第１四半期
追加
余裕期間制度 (実
工期3ヶ月)

78 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系池川砂防関係施設整備（砂防）護岸工その２ 南砺市城端 護岸工  L=100m (４千万円未満) 約5ケ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

79 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系太美谷砂防総合交付金（砂防）護岸工 南砺市太美 護岸工  L=70m (４千万円未満) 約5ケ月 指名又は 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

80 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系折田林川県単独砂防改良護岸工 南砺市理休
護岸工  L=30m
現場打函渠工  N=1基床固工  N=1式

約5ケ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

81 富山県 砺波土木センター 小矢部川水系池川砂防関係施設整備（砂防）護岸工その３ 南砺市理休
護岸工  L=60m床固工  N=1式
(４千万円未満もしくは４千万円以
上１億円未満)

約7ケ月 条件付一般 一般土木 第２四半期 追加

82 富山県 利賀川ダム管理事務所 利賀川ダム河川改修ダム管理用制御処理設備改良工事
南砺市
利賀村水無外

ダム管理用 制御処理設備 １式 約21か月
条件付一般
（特定ＪＶ）

電話・通信設備 第１四半期 修正

83 富山県 利賀川ダム管理事務所 利賀川ダム土砂運搬処分工事 南砺市 利賀村水無
土砂運搬処分
V=800m3

約４ヶ月 指名 とび・土工コンクリート 第１四半期

5 / 18 



工事種別

工事の業種

富山県南砺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

84 富山県 利賀川ダム管理事務所 利賀川ダム河川改修情報伝送装置改修工事 南砺市 利賀村水無
ダム情報伝送装置改修
１式

約７か月 指名 電話・通信設備 第１四半期 追加

85 富山県 利賀川ダム管理事務所 利賀川ダム堆砂除去工事 南砺市 利賀村水無
土砂掘削運搬
V=7,500m3

約５ヶ月 条件付一般 とび・土工コンクリート 第２四半期 追加

86 富山県 高岡農林振興センター 用排水施設  戸久用水地区用水路第８工区工事 南砺市人母
用水路工  L=27m
(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

87 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
四ヶ村排水路水門整備その２工事

南砺市上津 水門整備工  一式 約６か月 指名 水門・門扉 第2四半期 追加

88 富山県 高岡農林振興センター 用排水施設  戸久用水地区仮設撤去工事 南砺市人母 仮設撤去工  一式 約５か月 指名 一般土木 第4四半期 追加

89 富山県 小矢部川ダム管理事務所
小矢部川ダム管理
刀利・臼中ダム管理制御機器改修工事

南砺市刀利ほか
ファイル装置  1台
時計装置(GPSユニット)  2台ほか

約８ヶ月 指名 電話・通信 第１四半期

90 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一期地区桜ヶ池幹線用水路第12
工区工事

南砺市野田 水路工100m (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

91 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一期地区桜ヶ池幹線用水路第13
工区工事

南砺市野田ほか
水路工200m
(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2四半期 追加

92 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一期地区桜ヶ池幹線用水路第14
工区工事

南砺市金戸 水路工100m (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

93 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一期地区金戸棧水路第2工区工
事

南砺市金戸
水路工90m
(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

94 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田パイブライン第1工
区工事

南砺市野田
バイブライン480m
(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2四半期 追加

95 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田パイブライン第2工
区工事

南砺市野田 バイブライン580m(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2四半期 追加

96 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田ファームポンド整備
工事

南砺市野田 水路工20m 約6ヶ月 指名 一般土木 第2四半期 追加

97 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備祖谷一期地区ほ場整備第15エ区工事 南砺市祖谷 区画整理工A=1.0ha (4千万円未満） 約8ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期

98 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第11工区工事 南砺市法林寺ほか
水路工L=710m
区画整理工A=17ha (4千万円未満）

約9ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期

99 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第12エ区工事 南砺市法林寺
水路工L=950m
区画整理工A=0.4ha (4千万円未満）

約9ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

100 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第13工区工事 南砺市法林寺 水路工L=630m (4千万円未満） 約8ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加
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101 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整備石品西部地区水路整備第14エ区工事 南砺市法林寺
水路工L=1.380m区画整理工A=0.1ha
(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

102 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備石品東部地区ほ場整備第25工区工事 南砺市松木 区画整理工A=2.9ha(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1四半期 追加

103 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備石贔東部地区ほ場整備第26工区工事 南砺市松木 区画整理工A=1.8ha (4千万円未満） 約9ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期 追加

104 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備小坂一期地区ほ場整備第3工区工事 南砺市小坂 区画整理工A=2.0ha (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

105 富山県 砺波農林振興センター ほ場整備舘一期地区ほ場整備第3工区工事 南砺市舘 区画整理工A=1.4ha (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

106 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水路整備第4工区工事 南砺市北野
水路工L=660m
(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1四半期 追加

107 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水路整備第5工区工事 南砺市北野 水路工L=360m 約9ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 追加

108 富山県 砺波農林振興センター 土地改良総合整備東石黒北部1期地区完了整備工事 南砺市梅ヶ島ほか 完了整備1式 約9ヶ月 指名 とび・土エ 第1四半期 追加

109 富山県 砺波農林振興センター 復旧治山北野山腹工事 南砺市北野ほか2入会地杉山
土窟エ、作集道開設1式
 (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

110 富山県 砺波農林振興センター 復旧治山上田山腹工事
南砺市上田ほか
26ヶ村入会地山
田郷東口

法切エ、法枠エ1式
(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 追加

111 富山県 砺波農林振興センター 復旧治山小原渓間工事 南砺市小原大谷
谷止エ1基
 (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

112 富山県 砺波農林振興センター 山地災害重点平入谷渓間工事 南砺市入谷菅平 谷止エ1基 約6ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 追加

113 富山県 砺波農林振興センター 山地災害重点平高な嶺渓間工事 南砺市冨草嶺八束
谷止エ1基
 (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

114 富山県 砺波農林振興センター 山地災害重点平下梨渓間工事 南砺市下梨ほか上開地ほか
谷止エ1基
 (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

115 富山県 砺波農林振興センター 予防治山皆葎渓間工事 南砺市皆葎ブド原谷
谷止エ1基
 (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

116 富山県 砺波農林振興センター 治山施設機能強化小瀬集水井修繕工事 南砺市小瀬中平 集水井修繕1式 約6ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 追加

117 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山東中江水路工修繕工事 南砺市東中江ほか西平ほか 水路工修繕1式 約6ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 追加
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118 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山百瀬川東山柵その2工事 南砺市利賀村百瀬川東山
柵工事1式
 (4千万円未満）

約5ヶ月 条件付一般 一般土木 第1四半期 修正

119 富山県 砺波農林振興センター 復旧治山上品渓間工事 南砺市利賣村上8川東下
谷止エ1基
 (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

120 富山県 砺波農林振興センター 緊怠予防治山水上谷渓間工事 南砺市利貫村百瀬川東山
谷止エ1基
 (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

121 富山県 砺波農林振興センター 緊急予防治山ゴキガ谷渓間工事 南砺市利賃村上百瀑東山
谷止エ1基
 (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

122 富山県 砺波農林振興センター 防災林造成水無谷柵工事 南砺市利賃村大鯰場桂尾
柵工事1式
 (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

123 富山県 砺波農林振興センター 緊念機能強化大豆谷谷止工修繕工事 南砺市利貫村大豆谷葛山ほか 谷止エ2基 約6ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 退加

124 富山県 砺波農林振興センター 予防治山大勘場渓間工事 南砺市利貫村大勘場千束 谷止エ1基 約5ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 追加

125 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山大豆谷渓間工事 南砺市利貫村大豆谷南筋 床固エ1基 約5ヶ月 指名 一般土木 第1四半期 追加

126 富山県 砺波農林振興センター 県営林道道整偏交付金高成1号線中根工区開設工事 南砺市上梨
林逍開設L=286m
(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4四半期 追加

127 富山県 砺波農林振興センター 県営林道道整傭交付金高成1号線東俣工区開設工事 南砺市下出外三ヶ村入会
林道開設L=172m
(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4四半期 追加

128 富山県 砺波農林振興センター 県営林道道整傭交付金ふれあいの森線大勘場工区開設工事 南砺市利賀村大勧場 林道開設L=100m (4千万円未満） 約7ヶ月 条件付一般 一般土木 第4四半期 追加

129 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水無工区開設工事
南砺市利賣村上百瀬百瀾川
入会ほか

林道開設L=380m (4千万円未満） 約7ヶ月 条件付一般 一般土木 第4四半期 追加

130 富山県 企業局 小矢部川第二発電所  太美ダム予備発電機等更新工事 南砺市立野脇地内
予備発電機、燃料タンク移設更新  1式電力、通信ケー
ブル敷設  1式

約10ヶ月
条件付
一般競争入札

電気設備 第１四半期

131 富山県 企業局 小矢部川第二発電所  直流電源装置及び蓄電池更新工事 南砺市太美地内 直流電源装置、蓄電池更新  １式 約9ヶ月 指名競争入札 電気設備 第１四半期

132 富山県 企業局 小矢部川支所  ダム監視制御装置用UPSバッテリー更新工事 南砺市太美地内 UPSバッテリー更新  １式 約5ヶ月 指名競争入札 電気設備 第１四半期

133 南砺市 総務部 財政課 市庁舎本館照明LED化工事 荒木 LED照明取替　N=1,000台 約8ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第1四半期

134 南砺市 総務部 財政課 福野市民ｾﾝﾀｰ北側駐車場改修工事 松原新
既存舗装版撤去　500㎡
擁壁工　L=50m

約2ヶ月 指名競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第2四半期

南砺市　〔 令和 5 年 4 月 1 日　時点〕
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135 南砺市 総務部 行革・施設管理課 旧井口小学校校舎解体工事 蛇喰 旧校舎解体ほか 約6ヶ月 条件付一般競争入札 解体工事 第1四半期

136 南砺市 総務部 行革・施設管理課 上平市民センター執務室改修工事 上平細嶋 間仕切り、空調設備設置 約3ヶ月 条件付一般競争入札 建築一式工事 第1四半期

137 南砺市 総務部 行革・施設管理課 利賀飛翔の里解体工事 利賀村利賀 施設３棟解体 約6ヶ月 条件付一般競争入札 解体工事 第1四半期

138 南砺市 総務部 行革・施設管理課 南砺市立南砺つばき学舎整備（第３期）電気設備工事 蛇喰 電気設備工事 約10ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第1四半期

139 南砺市 総務部 行革・施設管理課 広瀬舘交流センター屋上防水改修工事 祖谷 屋上防水 約3ヶ月 条件付一般競争入札 防水工事 第1四半期

140 南砺市 総務部 行革・施設管理課 福光屋内グラウンド屋上防水改修工事 法林寺 屋上防水 約3ヶ月 条件付一般競争入札 防水工事 第1四半期

141 南砺市 総務部 行革・施設管理課 福光斎場空調設備更新工事 小坂 空調設備更新 約6ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

142 南砺市 総務部 行革・施設管理課 いなみ交流館ラフォーレ屋上防水工事 山見 屋上防水 約3ヶ月 条件付一般競争入札 防水工事 第2四半期

143 南砺市 総務部 行革・施設管理課 いなみ交流館ラフォーレ照明設備更新工事 山見 プール照明更新 約3ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第2四半期

144 南砺市 総務部 行革・施設管理課 南砺市立南砺つばき学舎外構整備工事 蛇喰 駐車場整備ほか 約4ヶ月 条件付一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第2四半期

145 南砺市 総務部 行革・施設管理課 松原団地外部改修工事 松原 屋上防水、外壁補修 約4ヶ月 条件付一般競争入札 建築一式工事 第2四半期

146 南砺市 総合政策部 生活環境課 福野斎場火葬炉等補修工事 柴田屋 火葬炉補修工事　一式 約6ヶ月 随意契約 タイル・れんが・ブロック工事 第1四半期

147 南砺市 総合政策部 生活環境課 福光斎場空調設備更新工事 小坂 空調設備　一式 約6ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

148 南砺市 ブランド戦略部 農政課 小原用水路改修工事 小原 水路改修230ｍ 約3ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

149 南砺市 ブランド戦略部 林政課 団体営林道事業林道尾洞山線開設その17工事 利賀村坂上 開設延長L=１７６ｍ 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

150 南砺市 ブランド戦略部 林政課 県単独森林整備事業林道樋瀬戸線舗装工事 樋瀬戸 舗装延長L=３００ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

151 南砺市 ブランド戦略部 林政課 県単独森林整備事業林道奧孫線法面保護工事 刀利 施工延長L=２０ｍ 約3カ月 条件付一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第2四半期
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152 南砺市 ブランド戦略部 林政課 県単独森林整備事業林道坂の尻2号線改良工事 井口 施工延長L=７ｍ 約4カ月 指名競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第2四半期

153 南砺市 ブランド戦略部 林政課 県単独治山事業蔵原地内渓流斜面復旧工事 蔵原 施工延長L=16m 約5カ月 条件付一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第2四半期

154 南砺市
ブランド戦略部 商工企業立地
課

井波彫刻総合会館モニュメント撤去工事 北川 屋根モニュメント撤去 約2ヶ月 指名競争入札 解体工事 第1四半期

155 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

桂湖多目的広場　東屋屋根修繕工事 桂 東屋根修繕　N=2基 約4ヶ月 指名競争入札 建築一式工事 第1四半期

156 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

上梨地内ささらアーチ看板塗装工事 上梨 塗装工事　A=９９㎡ 約2ヶ月 指名競争入札 塗装工事 第1四半期

157 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

IOX-AROSAスキー場合併処理浄化槽ばっ気装置更新工事 才川七 ばっ気装置取替　N=１基 約8ヶ月 指名競争入札 水道施設工事 第1四半期

158 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

IOX-AROSAスキー場高圧受電設備更新工事 才川七 高圧受電設備更新　２箇所 約6ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第1四半期

159 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

五箇山荘非常用発電機更新工事 田向 非常用発電機更新　N=1基 約6ヶ月 随意契約 電気工事 第1四半期

160 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

桜ヶ池クアガーデン客室等内装工事 立野原東 クロス貼替　１５部屋、玄関、階段、ホール 約3ヶ月 条件付一般競争入札 内装仕上工事 第1四半期

161 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

天竺温泉の郷ボイラー熱交換器修繕工事 利賀村上百瀬 ボイラー熱交換器交換　3台 約3ヶ月 随意契約 管工事 第1四半期

162 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

旧スノーバレー利賀スキー場北谷流路拐取工事 利賀村上百瀬 流路工事　L=136m 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

163 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

タカンボースキー場第２リフト乗り場修繕工事 西赤尾町 リフト乗場修繕　A=145㎡ 約3ヶ月 指名競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第2四半期

164 南砺市
ブランド戦略部 交流観光まちづ
くり課

天竺温泉の郷ろ過設備修繕工事 利賀村上百瀬 ろ過機、ろ材交換　2台 約6ヶ月 随意契約 機械器具設置工事 第2四半期

165 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道下出入谷線道路改良その１３工事 入谷 道路改良L=70ｍ 約8ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

166 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道小坂岩木線道路改良その７工事 岩木 道路改良工事　L=200ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

167 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道経塚立野２号線舗装その１工事 土生新 舗装工事　A=400㎡ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

168 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道立野原蓑谷線他案内標識設置工事 千福・立野原東 標識設置N=4基 約4ヶ月 条件付一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第1四半期
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169 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道高屋井口線道路改良その８舗装工事 山見 舗装工事530㎡ 約3ヶ月 指名競争入札 ほ装工事 第1四半期

170 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道高畠城端栄町線舗装その５工事 是安 舗装工事　L=300ｍ 約5ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

171 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道二日町広安線道路改良その10舗装工事 院林・柴田屋 舗装L=90m 約5ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

172 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道坂上上百瀬線道路改良その１５工事 利賀村上百瀬 改良工事　L=70ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

173 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道藤巻線道路改良その１工事 利賀村坂上
改良工事　L=75ｍ
舗装工事　A=380㎡

約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

174 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道土山能美線道路改良その５工事 土山 地盤改良　L=100m 約3ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

175 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道下梨渡原線道路改良その４工事 下梨 防護柵工等　Ｌ＝35ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

176 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道竹林宮後線道路改良その１工事 宮後 側溝工等　Ｌ＝80ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

177 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 都市計画道路松原柴田屋線改良（その13）工事 福野 道路改良工事　L=50ｍ 約3カ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

178 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 都市計画道路百町二日町線改良(その8)舗装工事 苗島 舗装工　A=1３００㎡ 約3カ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

179 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 都市計画道路百町二日町線改良（その9）工事 苗島 函渠工　Ｌ＝100ｍ 約6カ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

180 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道経塚立野２号線道路改良その３工事 土生新
改良工事　L＝80ｍ
舗装工事　A=400㎡

約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

181 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道高屋井口線道路改良その９工事 山見 側溝工、縁石工等　　Ｌ=70ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

182 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道高堀太美山線道路改良その６工事 田尻 側溝工、縁石工等　　Ｌ=60ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

183 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道野田法林寺線道路改良その５工事 殿 道路改良工事　L=108ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

184 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道高宮２号線道路改良工事 高宮 道路改良工事　L=120ｍ 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

185 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道荒木31号線道路改良工事 荒木 排水構造物工　L=70ｍ 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期
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186 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道専勝寺院瀬見線道路改良工事 高瀬 交差点改良一式 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

187 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道荒木33号線道路改良工事 荒木 道路改良工事 L=150ｍ 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

188 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 市道川島池川左岸線舗装工事 川島 舗装工事　L=120ｍ 約4ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第2四半期

189 南砺市 ふるさと整備部 道路整備課 都市計画道路百町二日町線改良（その10）工事 苗島 函渠工　Ｌ＝60ｍ 約6カ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

190 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道新町国広線消雪設備工事 城端（野下） 消雪設備工 N=1箇所 約4ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第1四半期

191 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道東島庚申塚線ほか消雪配管工事 井波（木崎野） 消雪配管工 Ｌ=430m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

192 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道堀之内山ノ下町線消雪配管リフレッシュ工事 山下 消雪配管工 Ｌ=150m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

193 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道寺家高儀線ほか消雪配管リフレッシュ工事 二日町 消雪配管工 Ｌ=400m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

194 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道東町猫島線ほか消雪配管工事 福光（東新町）ほか 消雪配管工 Ｌ=800m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

195 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 城端地域バイパス水路整備その１３工事 泉沢 水路整備工 Ｌ=30m 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期

196 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 福野地域基幹管路耐震化その1工事 上川崎
耐震性ｱﾗﾐﾄﾞ外装高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 L=140m
耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ150 L=100m

約8ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

197 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 福野地域基幹管路耐震化その2工事 安清 耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ300 L=250m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

198 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 福光地域基幹管路耐震化その1工事 大西 耐震性ダクタイル鋳鉄管NSφ500 L=250m 約5ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

199 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 福光地域基幹管路耐震化その2工事 大西 耐震性ダクタイル鋳鉄管NSφ500 L=250m 約5ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

200 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 井口地域基幹管路耐震化工事 井口 耐震性ダクタイル鋳鉄管NSφ150 L=300m 約5ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

201 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 中ノ江地内配水管更新工事 中ノ江 耐震性ポリエチレン管φ100 L=160m 約3ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

202 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 殿地内配水管更新工事 殿 耐震性ポリエチレン管φ75 L=300m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

12 / 18 



工事種別

工事の業種

富山県南砺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

203 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 信末地内外配水管更新工事 信末
耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100 L=160m
推進工法 L=3.0m

約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

204 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 金戸地内配水管更新工事 金戸 耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100 L=220m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

205 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 県道井波城端線配水管更新工事 北野 耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100 L=120m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

206 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 北川（栄町）地内配水管更新工事
北川
（栄町）

耐震性ポリエチレン管φ50 L=220m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

207 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 東城寺地内配水管更新工事 東城寺 耐震性ポリエチレン管φ50 L=140m 約3ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

208 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 木崎野地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事
井波
（木崎野）

As舗装　A=760㎡ 約3ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

209 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 上広安地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事 上広安 As舗装　A=360㎡ 約3ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

210 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 東部高区No.2送水ポンプ更新工事 大鋸屋
送水ポンプ N=1基
インバーター盤設置　N=1式

約3ヶ月 指名競争入札 電気工事 第1四半期

211 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 蔵原浄水場遠方監視システム更新工事 蔵原 遠方監視システム更新 N=1式 約8ヶ月 指名競争入札 電気通信工事 第1四半期

212 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 井波地内減圧弁更新工事 井波 減圧弁φ150 N=1基 約5ヶ月 条件付一般競争入札 水道施設工事 第1四半期

213 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 漏水調査用流量測定ピット設置工事 井波ほか 流量計ピット設置 N=4箇所 約3ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第1四半期

214 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 西勝寺地区配水管更新工事
川西
（西勝寺）

耐震性ポリエチレン管φ100 L=280m、φ75 L=1030m 約7ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

215 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 猪谷地内配水管更新工事 猪谷 耐震性ポリエチレン管φ75 L=290m 約5ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

216 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 入谷地内配水管更新工事 入谷 耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ75 L=100m 約3ヶ月 指名競争入札 管工事 第1四半期

217 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 利賀村利賀地内配水管更新工事 利賀 耐震性ポリエチレン管φ150 L=130m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

218 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 猪谷地内送水管敷設工事 猪谷 耐震性ｱﾗﾐﾄﾞ外装高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50 L=540m 約8ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

219 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 猪谷地内送水ポンプ施設設置工事 猪谷 送水ポンプ施設設備 N=1基 約10ヶ月 条件付一般競争入札 水道施設工事 第1四半期
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220 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 利賀配水池遠方監視システム更新工事 利賀 遠方監視システム更新 N=1式 約5ヶ月 指名競争入札 電気通信工事 第1四半期

221 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 市道百町二日町線道路改良工事に伴う配水管移転工事 苗島
不断水分岐弁 N=1基
耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ200 L=8m

約3ヶ月 指名競争入札 管工事 第1四半期

222 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 福野地域基幹管路耐震化その3工事
安清
三清西

耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ300 L=250m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第2四半期

223 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 市道野田法林寺線配水管更新工事 殿 耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100 L=150m 約6ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第2四半期

224 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 香城寺地内配水管更新工事 香城寺 耐震性ポリエチレン管φ75 L=230m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第2四半期

225 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 土山配水池送水管更新工事 土山 耐震性ｱﾗﾐﾄﾞ外装高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50 L=100m 約4ヶ月 指名競争入札 管工事 第2四半期

226 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 北川（栄町）地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事
北川
（栄町）

As舗装　A=460㎡ 約3ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第2四半期

227 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 井口地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事 井口 As舗装　A=750㎡ 約3ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第2四半期

228 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 城端西部地区遠方監視システム更新工事 立野原東 遠方監視システム更新 N=1式 約5ヶ月 条件付一般競争入札 電気通信工事 第2四半期

229 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 坂下配水池防護フェンス更新工事 北川 防護フェンス更新 H1500 L=170m 約3ヶ月 条件付一般競争入札 とび・土工・コンクリート工事 第2四半期

230 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課
桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線用水路工事に伴う配水管移
転工事

野田
不断水分岐弁 N=1基
耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100 L=10m

約3ヶ月 指名競争入札 管工事 第3四半期

231 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 マンホール周り舗装修繕工事 南砺市一円 オーバーレイ工、打換工 約7ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

232 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 マンホール蓋取替修繕工事 福光 マンホール蓋取替 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

233 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 公共 福光地内管渠工事 福光 管渠敷設 L=40m 約4ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第1四半期

234 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環（広域化）管渠工事 柴田屋 管渠敷設 L=625m 約8ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

235 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環（広域化）マンホールポンプ場設置工事 柴田屋 マンホールポンプ１基、制御盤１基 約8ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第1四半期

236 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環 縄蔵地内管渠工事 縄蔵 管渠敷設 L=105m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期
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237 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環 粲明浄化センターホッパー攪拌パドル修繕工事 下梨 攪拌パドルオーバーホール 約3ヶ月 指名競争入札 水道施設工事 第1四半期

238 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環 粲明浄化センター汚水ポンプ取替工事 下梨 No.2汚水ポンプ取替 約5ヶ月 指名競争入札 水道施設工事 第1四半期

239 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 農集 下水道処理施設遠方監視装置修繕工事 南砺市一円 遠方監視装置修繕１１施設 約6ヶ月 指名競争入札 電気通信工事 第1四半期

240 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 農集 利賀坂上地内管渠移設工事 利賀村坂上 管渠移設 L=51m 約4ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第1四半期

241 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 個別 浄化槽機器更新工事 小院瀬見 浄化槽更新 約4ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第1四半期

242 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 管渠補修工事 福光 内面補修工 約4ヶ月 条件付一般競争入札 管工事 第2四半期

243 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環 泉沢地内管渠工事 泉沢 管渠布設 L=10m、撤去 L=33m 約3ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第2四半期

244 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環 マンホールポンプ遠方監視装置更新工事 法林寺ほか 遠方監視装置取替４箇所 約8ヶ月 指名競争入札 電気通信工事 第2四半期

245 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環 マンホールポンプ更新工事 山見ほか 汚水ポンプ取替３箇所 約8ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第2四半期

246 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 特環 上梨浄化センター汚水ポンプ取替工事 上梨 No.2汚水ポンプ取替 約5ヶ月 指名競争入札 水道施設工事 第2四半期

247 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 農集 マンホールポンプ遠方監視装置更新工事 才川七ほか 遠方監視装置取替３箇所 約7ヶ月 指名競争入札 電気通信工事 第2四半期

248 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 農集 マンホールポンプ更新工事 高窪ほか 汚水ポンプ取替４箇所 約8ヶ月 条件付一般競争入札 電気工事 第2四半期

249 南砺市 ふるさと整備部 上下水道課 公共 荒木地内都市計画街路管渠工事 荒木 管渠敷設 L=82m 約4ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第3四半期

250 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道中ノ江岩木線吉谷橋補修工事 中ノ江・川西 地内 橋梁補修　一式 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

251 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道吉江野小山線小山橋補修工事 竹内・小山 地内 橋梁補修　一式 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

252 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道吉江野小山線神宮橋補修工事 高宮・天神 地内 橋梁補修　一式 約11ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

253 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道江田雨潜線勧行寺１号橋補修工事 江田 地内 橋梁補修　一式 約4ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第2四半期
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254 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道専勝寺院瀬見線干谷川１号橋補修工事 三清東・沖 地内 橋梁補修　一式 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

255 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道桂線打越トンネル修繕その２工事 打越  地内 裏込めウレタン注入工1式、漏水対策工式 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

256 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道井波環状線線ほか舗装打換工事 坪野 地内ほか 舗装打替工　L=450m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

257 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道寺家高儀線ほか舗装打換工事 下吉江 地内ほか 舗装打替工　L=450m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第2四半期

258 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道高堀太美山線ほか舗装打換工事 荒木 地内ほか 舗装打替工　L=450m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第2四半期

259 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 院林住宅側溝改修工事 院林 地内 自由勾配側溝敷設工　L=100m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

260 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道祖山線落石防護柵設置その３工事 祖山 地内 落石防護柵設置工　12m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

261 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道山の神線雪崩予防施設設置その５工事 利賀村坂上 地内 雪崩予防杭設置工　15基 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

262 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道立野原蓑谷線他転落防止柵設置工事 大鋸屋 地内 ガードレール設置工　L=300m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

263 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道下村線舗装打換工事 利賀村利賀 地内 舗装打替工　L=450m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

264 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道山の神線舗装打換工事 高草嶺 地内 舗装打替工　L=70m 約3ヶ月 条件付一般競争入札 ほ装工事 第1四半期

265 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道角田２号線路肩改修工事 吉江中 地内 路肩改修工　73m 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

266 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道野尻古村１２号線側溝工事 野尻古村 地内 自由勾配側溝敷設工　L=100m 約4ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

267 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道坂下閑乗寺線ほか側溝補修工事 坂下 地内 自由勾配側溝敷設工　L=50m 約4ヶ月 指名競争入札 土木一式工事 第2四半期

268 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道区画線復旧工事 南砺市一円 区画線補修工　1式 約4ヶ月 条件付一般競争入札 塗装工事 第2四半期

269 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道立野原蓑谷線向野橋補修その２工事 野口 地内 橋梁補修　一式 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期

270 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道末広町北野線城北橋補修その２工事 是安・北野 地内 橋梁補修　一式 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期
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271 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道井波環状線大門橋（Ａ橋）修繕工事 南砺市山見 地内 橋梁補修　一式 約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

272 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道山の神線新山の神トンネル補修その３工事 高草嶺・利賀村坂上  地内 ひび割れ補修工１式、断面修復工１式 約6ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

273 南砺市 ふるさと整備部 建設維持課 市道井波環状線ほか舗装修繕工事 坪野 地内 舗装本復旧工　L=180m 約4ヶ月 指名競争入札 ほ装工事 第1四半期

274 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 城端伝統芸能会館舞台設備更新工事 城端
吊物ワイヤーロープ　１式、制御部電気部品（操作盤、
制御盤）　１式、固定式ロープ　１式

約10ヶ月 随意契約 機械器具設置工事 第1四半期

275 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 福野文化創造センター舞台設備更新工事 やかた
舞台昇降床機構ストッパー等交換　１４４台、舞台幕設
備更新　１式

約6ヶ月 随意契約 機械器具設置工事 第1四半期

276 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 福野文化創造センター火災感知器取替工事 やかた 光電式スポット型感知器　２３７個、仮設足場工　１式 約6ヶ月 条件付一般競争入札 消防施設工事 第1四半期

277 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 福光屋内グラウンド屋上防水改修工事 法林寺 屋上防水改修　３２２㎡、外壁塗装改修　２６０㎡ 約4ヶ月 条件付一般競争入札 防水工事 第1四半期

278 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 たいらクロスカントリー場ローラースキーコース整備工事 小来栖
ローラースキーコース整備（土工、舗装工、付帯構造物
工）　L=1.7㎞

約5ヶ月 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期

279 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 クレー射撃場トラップ部鉛飛散防止ネット張替工事 小院瀬見
散弾飛散防止ネット張替　８００㎡、破損部補強用ネット
７００㎡

約4ヶ月 随意契約 建築一式工事 第1四半期

280 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 井波社会体育館トレーニング室換気設備整備工事 北川 調温機能付換気扇　２台、換気ダクト工、電気工　１式 約3ヶ月 指名競争入札 管工事 第2四半期

281 南砺市 教育部 生涯学習スポーツ課 福光屋内グラウンド防災設備更新工事 法林寺
自動火災報知設備更新（受信機、発信機、感知器）　１
式

約4ヶ月 条件付一般競争入札 消防施設工事 第2四半期

282 南砺市 教育部 こども課 城端さくら保育園電話交換設備工事 理休地内 電話交換設備一式更新 約3ヶ月 指名競争入札 電気通信工事 第1四半期

283 南砺市 教育部 こども課 城端さくら保育園給湯設備更新工事 理休地内 エコキュート設備一式更新 約3ヶ月 指名競争入札 管工事 第1四半期

284 南砺市 地域包括医療ケア部 福祉課 ゆ～楽計装盤修繕工事 大崩島 源泉ポンプ計装盤　一式 約10カ月 指名競争入札 電気工事 第1四半期

285 南砺市
地域包括医療ケア部 公立南砺
中央病院

５階・６階水冷式ヒートポンプ空調機更新工事 梅野 既存設備撤去、更新設備取付（64台) 約9か月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

286 南砺市
地域包括医療ケア部 公立南砺
中央病院

手術室1.2外気処理機更新工事 梅野 空調機器 1台更新、据付撤去工事 約6か月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期

287 南砺市
地域包括医療ケア部 公立南砺
中央病院

手術室ﾎｰﾙ外気処理機更新工事 梅野 空調機器 1台更新、据付撤去工事 約6か月 条件付一般競争入札 管工事 第1四半期
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288 南砺市
地域包括医療ケア部 公立南砺
中央病院

6階系統上水・雑用水用加圧給水ポンプ更新工事 梅野 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 2台取付更新 約3ヶ月 指名競争入札 管工事 第2四半期

289 南砺市
地域包括医療ケア部 公立南砺
中央病院

冷却塔加圧給水ポンプ更新工事 梅野 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 1台取付更新 約3ヶ月 指名競争入札 管工事 第2四半期

290 南砺市
地域包括医療ケア部 公立南砺
中央病院

屋内避難階段照明更新工事 梅野 非常用照明器具 15台更新 約3ヶ月 指名競争入札 電気工事 第2四半期

291 南砺市
地域包括医療ケア部 南砺市民
病院

東棟屋上防水維持工事
南砺市民病院
東棟屋上

屋上の防水シート張替え1300㎡ 約3か月 指名競争入札 防水工事 第2四半期

292 中日本高速道路(株) 金沢支社 東海北陸自動車道（４車線化）成出トンネル他１TN工事 富山県南砺市

白川郷IC～五箇山IC間（10.1㎞）の4車線化事業におい
て、成出トンネルおよび楮トンネル、仙洞橋の橋台２基
の工事を行うもの

延長　　　　　 約2km
トンネル延長　約2km
切盛土工　　 約1万m3
橋台　　　　　　2基

約74ヶ月 一般競争 土木工事 第２四半期

293 中日本高速道路(株) 金沢支社 東海北陸自動車道　真木トンネル舗装工事 富山県南砺市

東海北陸自動車道　白川郷IC～五箇山IC間（2.8㎞）の
付加車線事業において、真木トンネルおよび前後土工
区間の舗装、防護柵、標識、立入防止柵を施工する工
事
・延長　　　　約3km
・アスファルト舗装面積　約1万m2
・コンポジット舗装面積　約1万m2
・標識柱　約25基
・標識板　約55m2
・防護さく設置　約1.5km

約27ヶ月 一般競争 舗装工事 第２四半期

294 中日本高速道路(株) 金沢支社 東海北陸自動車道　真木トンネル照明設備工事 富山県南砺市～富山県南砺市

本工事は、真木トンネルにおいてトンネル照明設備の新
設及び更新を行うものである。
・トンネル照明新設　約1.5km
・トンネル照明更新　約1.5km

約28ヶ月 一般競争 電気工事 第１四半期

295 中日本高速道路(株) 金沢支社 東海北陸自動車道　真木トンネル非常用設備工事 富山県南砺市

真木トンネルにおいて、トンネル非常用設備の新設及び
更新を行う工事
・トンネル非常用設備　新設　約1.5km
・トンネル非常用設備　更新　約1.5km

約23ヶ月
公募併用型指名競争入
札方式

トンネル非常用設備工事 第１四半期

296 中日本高速道路(株) 金沢支社 東海北陸自動車道　真木トンネル受配電設備他改造工事 富山県南砺市

本工事は、真木トンネルの受配電設備及び遠方監視制
御設備の改造を行う工事
・受配電設備　改造　1箇所
・遠方監視制御設備　改造　１箇所

約20ヶ月 個別契約 受配電設備工事 第２四半期

297 中日本高速道路(株) 金沢支社 東海北陸自動車道　真木トンネル交通情報設備工事 富山県南砺市

真木トンネルにおいて、交通情報設備の新設他を行う工
事
・トンネル情報板設備　更新　2面
・トンネル情報板設備　移設　1面
・可変式速度規制標識設備　更新　2基
・通信線路　新設　約4km
・ラジオ再放送（誘導線）新設　トンネル1箇所
・ラジオ再放送（誘導線）更新　トンネル1箇所
・移動無線（LCX）新設　トンネル1箇所
・非常電話設備　新設　約10基
・CCTV設備　新設　約5基

約21ヶ月
公募併用型指名競争入
札方式

交通情報設備工事 第２四半期

298 中日本高速道路(株) 金沢支社 東海北陸自動車道　真木トンネル換気設備工事 富山県南砺市

真木トンネルにおいて、トンネル換気設備の新設及び更
新を行う工事
・トンネル換気設備　新設　2基
・トンネル換気設備　更新　2基
・換気制御盤　更新　1面

約22ヶ月
公募併用型指名競争入
札方式

トンネル換気設備工事 第２四半期

中日本高速道路(株)　〔 令和 5 年 4 月　時点〕
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