
工事種別

工事の業種

1 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港(新湊地区)泊地(-14m)浚渫工事 射水市奈呉の江地先、射水市七美地先
ポンプ浚渫・土捨工約190,000m3、排砂設備設置・撤去1
式
工事発注規模6億8,000万円以上15億円未満

約11ヶ月 一般競争入札 港湾等しゅんせつ工事 第2四半期
総合評価落札方
式

2 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1) 射水市海王町地内

消波工(ブロック40t型製作、170個)
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート（21-8-40）約2,800m3
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2四半期
総合評価落札方
式

3 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港新湊出張所設備改修工事 射水市堀岡新明神字西浜205-150
給水管更新1式、小便器取替1式
工事発注規模3,000万円未満

約6ヶ月 一般競争入札 建築工事 第1四半期
総合評価落札方
式

4 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港太閤山宿舎居室内装改修工事 射水市中太閤山13-5
内装改修1式
工事発注規模3,000万円未満

約6ヶ月 一般競争入札 建築工事 第2四半期
総合評価落札方
式

5
海上保安庁
第九管区海上保安本部

交通部整備課 七尾港第四号灯浮標ほか５基定期交換工事 石川県七尾市、富山県射水市 灯浮標交換工事 約３ヶ月 一般競争入札 港湾工事 令和5年9月頃

6 富山県 営繕課 太閤山県営住宅37・38号棟排水管改善工事 射水市太閤山 県営住宅（２棟、24戸）の排水管ライニング改修 約５ヶ月 指名 給排水衛生設備 第１四半期
余裕期間制度
(実工期約3ヶ月)

7 富山県 営繕課 太閤山県営住宅67号棟外壁及び屋上防水改修工事 射水市中太閤山
県営住宅（RC-4、延べ1,408㎡）の外壁及び屋上防水改
修

約５ヶ月 条件付一般 一般建築 第２四半期 追加

8 富山県 営繕課 太閤山県営住宅69号棟外壁及び屋上防水改修工事 射水市中太閤山
県営住宅（RC-4、延べ2,019㎡）の外壁及び屋上防水改
修

約５ヶ月 条件付一般 一般建築 第２四半期 追加

9 富山県 営繕課 太閤山東県営住宅１号棟等屋上防水改修工事 射水市池多
県営住宅(RCｰ４、延べ4,０20㎡)の屋上防水改修及び他
２棟の塗膜防水改修

約４ヶ月 条件付一般 防水 第２四半期 追加

10 富山県 営繕課 県民公園太閤山ランド管理センター等屋根改修工事 射水市黒河 展望塔（RC+S-2、延べ1,150㎡）外4棟の屋上防水改修 約５ヶ月 条件付一般 防水 第２四半期 追加

11 富山県 営繕課 太閤山県営住宅68号棟屋上防水改修工事 射水市中太閤山 県営住宅（RC-4、延べ1,488㎡）の屋上防水改修 約３ヶ月 指名 防水 第２四半期 追加

12 富山県 営繕課 富山県こどもみらい館照明器具更新工事 射水市黒河 館内の一般照明器具のLED化 約５ヶ月 条件付一般 電気設備 第２四半期 追加

13 富山県 営繕課 富山県立新湊高等学校第一体育館照明器具更新工事 射水市西新湊 第一体育館の照明器具LED化 約５ヶ月 指名 電気設備 第２四半期 追加

14 富山県 営繕課 富山県環境科学センター高圧ケーブル更新工事 射水市中太閤山 高圧ケーブルの更新 約６ヶ月 指名 電気設備 第２四半期 追加

15 富山県 営繕課 富山県衛生研究所消火栓ポンプ更新工事 射水市中太閤山 屋内消火栓ポンプの更新 約８ヶ月 指名 給排水衛生設備 第２四半期 追加

16 富山県 営繕課 太閤山東県営住宅２号棟給湯設備改善工事 射水市池多
県営住宅（１棟、36戸）各戸の電気温水器をヒートポンプ
給湯器に更新

約８ヶ月 条件付一般 給排水衛生設備 第３四半期 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〕

海上保安庁 第九管区海上保安本部　〔 令和 5 年 4 月 10 日　時点〕

富山県射水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 高岡土木センター （主）高岡小杉線 道路改築 舗装 工事 射水市橋下条外
舗装工A=1,300m2、仮設歩道設置 L=210m、側溝工
L=70m

約６ヶ月 条件付一般 アスファルト舗装 第２四半期 追加

18 富山県 高岡土木センター （主）高岡小杉線 道路改築 地盤改良工事 射水市中太閤山 地盤改良工N=340本 約６ヶ月 条件付一般 とび・土工 第２四半期 追加

19 富山県 高岡土木センター （主）高岡小杉線 道路改築 橋梁下部工（P1-4） 工事 射水市宿屋
橋梁下部工N=1基
（１億円以上）

約１２ヶ月 条件付一般 一般土木 第３四半期 追加

20 富山県 高岡土木センター （主）新湊庄川線 道路総合交付金 道路改良 工事 射水市島外 道路改良L=140m 約６ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

21 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 工事 射水市生源寺 道路改良L=70m 約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

22 富山県 高岡土木センター (都)二口北野線街路総合交付金水路工工事 射水市大島北野
水路工  Ｌ＝90ｍ
（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２四半期 追加

23 富山県 高岡土木センター （国）４１５号道路総合交付金（防災・災防・修繕）舗装補修工事 射水市海老江練合 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

24 富山県 高岡土木センター （主）富山高岡線県単独道路維持修繕舗装補修工事
射水市中野
～若杉

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

25 富山県 高岡土木センター （国）４７２号県単独道路維持修繕舗装補修工事 射水市浄土寺 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

26 富山県 高岡土木センター
（一）堀岡小杉線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅
工事

射水市愛宕 L型擁壁  Ｌ=50m 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

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

射水市安吉 L型擁壁  Ｌ=60m 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

28 富山県 高岡土木センター
（一）八町大門線県単独道路改良（フレッシュアップ）側溝蓋掛
け工事

射水市布目 側溝工  L=100m 約４ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

29 富山県 高岡土木センター
（一）堀岡新明神能町線県単独道路改良（フレッシュアップ）側
溝蓋掛け
（八幡町工区）工事

射水市八幡町 側溝工  L=100m 約４ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

30 富山県 高岡土木センター
（一）堀岡新明神能町線県単独道路改良（フレッシュアップ）側
溝蓋掛け
（放生津町工区）工事

射水市放生津町 側溝工  L=100m 約４ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

31 富山県 高岡土木センター
（一）松木鷲塚線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅
工事

射水市沖 L型擁壁  Ｌ=50m 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

32 富山県 高岡土木センター
（一）堀岡小杉線県単独交通安全施設等整備（２種）転落防止
柵設置工事

射水市新堀 転落防止柵工  L=300m 約３ヶ月 指名 防護柵 第１四半期
追加
分割検討中

33 富山県 高岡土木センター
（一）富山庄川小矢部自転車道線県単独交通安全施設等整備
（２種）転落防止柵設置工事

射水市土合
～二口

転落防止柵工  L=300m 約３ヶ月 指名 防護柵 第１四半期
追加
分割検討中
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34 富山県 高岡土木センター （一）八町大門線県単独雪寒対策施設消雪配管工事 射水市北高木 消雪配管工  L=390m 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

35 富山県 高岡土木センター （国）４１５号道路橋りょう改築（新庄川橋下り）橋梁補修工事 射水市庄西町
下横構取替工  N=3箇所当板補修  N=1箇所
断面修復工  V=0.15m3
塗装塗替工  A=170m2

約８ヶ月 条件付一般 鋼橋上部 第２四半期 追加

36 富山県 高岡土木センター （国）４７２号道路橋りょう改築（臨港橋下り）橋梁補修工事 射水市作道
ひび割れ充てん工  Ｌ=1mひび割れ注入工  Ｌ=15m断面
修復工  V=0.10m3
（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

37 富山県 高岡土木センター
（国）４７２号道路橋りょう改築（臨港線立体橋下り）支承耐震補
強工事

射水市本開発～三ケ
落橋防止構造（緩衝チェーン） N=52基せん断ストッパー
N=52基

約１７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

38 富山県 高岡土木センター
（主）富山高岡線道路橋りょう改築（高岡大橋歩道橋）再塗装工
事

射水市大島北野 部分塗替塗装工  A=314m2 約５ヶ月 指名 塗装 第２四半期 追加

39 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（南郷大橋下り）下部工補修
工事

射水市土合
ひび割れ充てん工  Ｌ=70mひび割れ注入工  Ｌ=450m断
面修復工  V=0.30m3
（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

40 富山県 高岡土木センター
（主）高岡青井谷線道路橋りょう改築
（大門大橋）再塗装工事

射水市大門 再塗装工  A=1，010m2 約８ヶ月 条件付一般 塗装 第２四半期 追加

41 富山県 高岡土木センター
（一）堀岡小杉線道路橋りょう改築（下久々江橋）上部工補修工
事

射水市新堀
～西高木

ひび割れ注入工  Ｌ=584m断面修復工  V=0.13m3 表面
含浸工  A=739m2
（4千万円未満もしくは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

42 富山県 高岡土木センター （一）八町大門線道路橋りょう改築（常盤橋）橋面舗装補修工事 射水市大門新 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

43 富山県 高岡土木センター （一）八町大門線道路橋りょう改築（常盤橋）橋梁補修工事 射水市大門新
ひび割れ充てん工  Ｌ=68mひび割れ注入工  Ｌ=73m断
面修復工  V=0.19m3

約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

44 富山県 高岡土木センター （一）堀岡新明神能町線道路橋りょう改築（湊橋）橋梁補修工事 射水市放生津町～港町
ひび割れ注入工  Ｌ=526m断面修復工  V=0.62m3
（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

45 富山県 高岡土木センター
（一）広上大門新線道路橋りょう改築
（上条橋）橋梁補修工事

射水市上条
ひび割れ充てん工  Ｌ=230mひび割れ注入工  Ｌ=4m
断面修復工  V=0.05m3
（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

46 富山県 高岡土木センター
（主）高岡青井谷線道路橋りょう改築
（錦橋歩道橋）伸縮装置補修工事

射水市二口 伸縮装置補修工  Ｌ=8m 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

47 富山県 高岡土木センター
（主）高岡青井谷線道路橋りょう改築
（錦橋歩道橋）橋梁補修工事

射水市二口
ひび割れ充てん工  Ｌ=70mひび割れ注入工  Ｌ=33m表
面含浸工  A=85m2
支承補修工  N=1式

約４ヶ月 指名 一般土木 第３四半期 追加

48 富山県 高岡土木センター （国）４１５号道路橋りょう改築（小規模橋梁）タマチ函渠工工事 射水市本町二丁目
函渠工  Ｌ=15ｍ
（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

49 富山県 高岡土木センター
（国）４１５号道路橋りょう改築（小規模
橋梁）シンフナツキ橋面舗装補修工事

射水市庄川本町 橋面防水・舗装  A=90m2 約３ヶ月 指名 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
（一）松木鷲塚線道路橋りょう改築（小規模橋梁）ヌノメ１ゴウ伸
縮装置補修
工事

射水市沖塚原～布目 伸縮装置補修工  Ｌ=13m 約４ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加
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51 富山県 高岡土木センター
（一）松木鷲塚線道路橋りょう改築（小規模橋梁）ヌノメ１ゴウ橋
面舗装補修
工事

射水市沖塚原～布目 橋面防水・舗装  A=90m2 約３ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期 追加

52 富山県 高岡土木センター
（国）４１５号県単独橋りょう維持修繕
（東部１号橋上り・下り）下部工補修工事

射水市七美二六町
ひび割れ充てん工  Ｌ=24mひび割れ注入工  Ｌ=250m断
面修復工  V＝0.02m3

約４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
（一）松木鷲塚線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅
工事

射水市沖塚原 側溝工  Ｌ=150m 約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

54 富山県 高岡土木センター
（主）新湊庄川線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅
工事

射水市松木 側溝工  Ｌ=50m 約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

55 富山県 高岡土木センター 下条川河川総合交付金河道掘削工事 射水市橋下条外 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

56 富山県 高岡土木センター
伏木富山港（新湊地区） 臨港道路東線 港湾総合交付金照明
灯設置工事

射水市西白石外 照明灯設置  N=７基 約５ヶ月 指名 道路照明 第１四半期 追加

57 富山県 高岡土木センター 新湊漁港漁港施設機能強化西防波堤補強工事 射水市港町
防波堤補強  L=20m  消波ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付 N=1式
（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

58 富山県 高岡土木センター 新湊漁港県単独漁港整備車止め設置工事 射水市港町 車止め工  L=45m梯子補修  N=1基 約３ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

59 富山県 高岡土木センター
神通川左岸流域下水道小杉大門幹線マンホール耐震対策舗
装復旧工事

射水市新開発外
アスファルト舗装
小規模施工  N=14箇所

約５ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期 追加

60 富山県 高岡土木センター
神通川左岸流域下水道富山婦負幹線外マンホール耐震対策
舗装復旧工事

射水市海老江練合外
アスファルト舗装
小規模施工  N=11箇所

約５ヶ月 指名 アスファルト舗装 第１四半期 追加

61 富山県 高岡土木センター
神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センター３，４系水処
理設備IO盤
更新工事

射水市海竜町 ３，４系水処理設備IO盤（監視制御設備）更新  １式 約18ヶ月 条件付一般 電気設備 第２四半期 追加

62 富山県 高岡土木センター
神通川左岸流域下水道県単独神通川左岸浄化センター汚泥
溶融炉設備
修繕工事

射水市海竜町 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

63 富山県 高岡土木センター
神通川左岸流域下水道県単独神通川左岸浄化センター沈砂
池設備修繕工事

射水市海竜町 沈砂池設備修繕  １式 約６ヶ月 条件付一般 水処理装置 第２四半期 追加

64 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾予防保全臨港道路西線舗装補修
その１工事

射水市作道 切削オーバーレイ  A=3500㎡ 約4ケ月 条件付一般 アスファルト舗装 第１四半期

65 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾予防保全臨港道路西線舗装補修
その２工事

射水市作道 切削オーバーレイ  A=3000㎡ 約4ケ月 条件付一般 アスファルト舗装 第１四半期

66 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾予防保全海王丸パーク海王ドル
フィン補修工事

射水市海王町
断面修復工  １式
（40百万円未満）

約4ケ月 条件付一般 一般土木 第２四半期

67 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金東埋立地緑地道路改
良工事

射水市海竜町 路床改良  A=790㎡下層路盤  A=690㎡ 約5ケ月 指名 一般土木 第１四半期
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68 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金東埋立地緑地舗装工
事

射水市海竜町 上層路盤  A=680㎡表層  A=850㎡ 約5ケ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期

69 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金臨港道路北線舗装補
修工事

射水市海王町 舗装打ち換え工  A=3000㎡ 約5ケ月 条件付一般 アスファルト舗装 第１四半期

70 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金（新湊大橋）付属物設
置工事

射水市海王町
突起金具設置  L=820m
（40百万円未満）

約6ケ月 条件付一般 防護柵 第２四半期

71 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾改良整備堀岡船だまり泊
地係留施設設置工事

射水市海竜町
基礎捨石工  V=748m3ブロック設置  N=90個
（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１四半期

72 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾運河維持修繕灯浮標塗装
工事

射水市奈呉の江 灯浮標塗装  N=4基 約6ケ月 指名 塗装 第１四半期

73 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾運河維持修繕灯浮標設置
工事

射水市奈呉の江 灯浮標設置撤去  N=4基 約6ケ月 指名 とび土工 第１四半期

74 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾運河維持修繕海王丸パー
ク大型遊具修繕工事

射水市海王町 大型遊具ネット張替  A=180㎡ 約7ケ月 指名 造園 第２四半期

75 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）荷役機械建設国際物流ターミナル荷
役機械レール更新その１工事

射水市越の潟町
レール取替  L=260ｍ
（40百万円以上1億円未満）

約9ケ月 条件付一般 一般土木 第１四半期

76 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）荷役機械建設国際物流ターミナル荷
役機械レール更新その２工事

射水市越の潟町
レール取替  L=240ｍ
（40百万円以上1億円未満）

約9ケ月 条件付一般 一般土木 第１四半期

77 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）野積場運営国際物流ターミナル照明
塔更新工事

射水市越の潟町 照明灯更新  N=1式 約5ケ月 指名 道路照明 第２四半期

78 富山県 高岡農林振興センター
県営農村地域防災減災事業射水池多地区
勅使ヶ池堤体改修工事

射水市山本新 堤体工  一式 (1億円以上) 約19か月 条件付一般 一般土木 第2四半期 追加

79 富山県 高岡農林振興センター ため池整備  射水池多地区 勅使ヶ池取水施設製作据付工事 射水市山本新 取水施設製作据付  一式 約6か月 条件付一般 水門・門扉 第3四半期 追加

80 富山県 高岡農林振興センター
県営農村地域防災減災事業黒河新地区
がめ堤堤体改修工事

射水市黒河 堤体工  一式 (1億円以上) 約19か月 条件付一般 一般土木 第2四半期 追加

81 富山県 高岡農林振興センター
ため池整備  黒河新地区
がめ堤取水施設製作据付工事

射水市黒河 取水施設製作据付  一式 約6か月 条件付一般 水門・門扉 第3四半期 追加

82 富山県 高岡農林振興センター
ほ場整備  島地区
ほ場整備第4工区工事

射水市上条ほか
区画整理工  A=3.6ha
(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

83 富山県 企業局 西部工業用水道事業大島線制水弁設置工事 射水市本開発外地内
不断水弁設置  １基
（４千万円以上１億円未満）

約９ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第１四半期

84 富山県 企業局 西部工業用水道事業高岡本線管路更新第４工区工事 射水市作道～鏡宮地内
管路布設工(φ1000) L=150ｍ(推進工法)
（１億円以上）

約１０ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第２四半期
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85 富山県 企業局 西部工業用水道事業高岡本線管路更新第５工区工事 射水市作道～鏡宮地内
管路布設工(φ1000) L=100ｍ(推進工法)
（１億円以上）

約１０ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第２四半期

86 富山県 企業局 西部工業用水道事業高新大橋添架管再塗装工事 射水市川口地内 水管再塗装  A=700㎡ 約６ヶ月
条件付
一般競争入札

塗装 第２四半期

87 富山県 企業局
西部工業用水道事業高岡本線管路更新 (朴木新橋水管橋）工
事

射水市朴木地内
水管橋(φ1000)１橋（橋長20m）
（１億円以上）

約１０ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第３四半期

88 富山県 企業局 西部工業用水道事業高岡本線管路更新第３工区工事 射水市作道地内
管路布設工(φ1000) L=300ｍ(開削工法)
（１億円以上）

約１０ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第４四半期

89 富山県 企業局 西部工業用水道事業高岡本線管路更新第１４工区工事 射水市松木地内
管路布設工(φ1000)
開削工L=200ｍ  推進工L＝50m
（１億円以上）

約１０ヶ月
条件付
一般競争入札

一般土木 第４四半期

90 富山県 警察本部警務部会計課 射水警察署太閤山交番所長公舎解体工事 射水市太閤山
車庫（Ｓ－１、約45m2）、既設交番所長公舎（Ｗ－１、約
58.8m2）及び倉庫（Ｗ－
１、約9.72m2）の解体

約３ヶ月 指名 解体 第２四半期

91 富山県 警察本部警務部会計課 射水警察署太閤山交番庁舎新築工事 射水市太閤山
交番庁舎（Ｓ-２、約100㎡）及び車庫（Ｓ- １、約15㎡）の
新築

約６ヶ月 条件付一般 建築一式 第２四半期

92 射水市 環境課 射水市衛生センター基幹的設備改良工事 射水市　寺塚原 基幹的設備改良工　一式 約22か月 一般 清掃施設 第１四半期

93 射水市 環境課 市道塚原156号線舗装（その４）工事 射水市　沖塚原 舗装工　A=550㎡ 約3か月 指名 ほ装 第１四半期

94 射水市 子育て支援課 塚原保育園外周フェンス改修工事 射水市　松木 保育園外周フェンス改修 約3か月 一般 とび・土工・コンクリート 第１四半期

95 射水市 市民活躍・文化課 中太閤山コミュニティセンター大規模改修工事 射水市　中太閤山 中太閤山コミュニティセンターの大規模改修 約9か月 一般 建築一式 第１四半期

96 射水市 市民活躍・文化課 中太閤山コミュニティセンター外構工事 射水市　中太閤山
中太閤山コミュニティセンタ－大規模改修に伴う外構工
事

約9か月 一般 ほ装 第１四半期

97 射水市 市民活躍・文化課 戸破コミュニティセンター大集会室空調設備設置工事 射水市　戸破
戸破コミュニティセンター大集会室に空調設備を設置す
る

約3か月 一般 管 第１四半期

98 射水市 生涯学習・スポーツ課 新湊総合体育館排煙装置修繕工事 射水市　久々湊 排煙装置修繕 約3か月 指名 建築一式 第１四半期

99 射水市 生涯学習・スポーツ課 新湊総合体育館武道館南側窓雨漏り修繕工事 射水市　久々湊 武道館南面外壁シーリング打替修繕 約3か月 指名 建築一式 第１四半期

100 射水市 生涯学習・スポーツ課 下村パークゴルフ場敷地内木製橋修繕工事 射水市　加茂中部 木製橋床板取替、欄干修理 約3か月 指名 建築一式 第３四半期

101 射水市 生涯学習・スポーツ課 海竜スポーツランド消防用設備等修繕工事 射水市　海竜町
自動火災報知設備、誘導灯
非常電源、防排煙制御設備修繕

約3か月 指名 消防施設 第１四半期

射水市　〔 令和 5 年 4 月　時点〕
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102 射水市 生涯学習・スポーツ課 海竜スポーツランドプール修繕工事 射水市　海竜町 25ｍプール及び幼児用プール修繕 約1か月 指名 建築一式 第２四半期

103 射水市 学校教育課 射水市立中太閤山小学校プール改築（建築主体）工事 射水市　戸破 学校水泳25ｍプール 約9か月 一般 建築一式 第１四半期

104 射水市 学校教育課 射水市立中太閤山小学校プール改築（電気設備）工事 射水市　戸破 学校水泳25ｍプール 約9か月 一般 電気 第１四半期

105 射水市 学校教育課 射水市立中太閤山小学校プール改築（機械設備）工事 射水市　戸破 学校水泳25ｍプール 約9か月 一般 管 第１四半期

106 射水市 学校教育課 射水市立堀岡小学校空調設備改修（電気設備）工事 射水市　海竜町 空調更新　約600㎡ 約6か月 指名 電気 第１四半期

107 射水市 学校教育課 射水市立堀岡小学校空調設備改修（機械設備）工事 射水市　海竜町 空調更新　約600㎡ 約6か月 一般 管 第１四半期

108 射水市 学校教育課 射水市立大門小学校空調設備改修（電気設備）工事 射水市　二口 空調更新　約1,800㎡ 約6か月 指名 電気 第１四半期

109 射水市 学校教育課 射水市立大門小学校空調設備改修（機械設備）工事 射水市　二口 空調更新　約1,800㎡ 約6か月 一般 管 第１四半期

110 射水市 学校教育課 射水市立太閤山小学校空調設備改修（電気設備）工事 射水市　橋下条 空調更新　約1,500㎡ 約6か月 一般 電気 第１四半期

111 射水市 学校教育課 射水市立太閤山小学校空調設備改修（機械設備）工事 射水市　橋下条 空調更新　約1,500㎡ 約6か月 一般 管 第１四半期

112 射水市 建築住宅課 港町市営住宅電気容量変更工事 射水市　港町
団地内12室の電気容量を20Ａから30Ａに対応可能とす
る工事

約4か月 指名 電気 第１四半期

113 射水市 建築住宅課 殿村市営住宅2号棟屋上防水工事 射水市　殿村 屋上防水工事 約5か月 指名 防水 第２四半期

114 射水市 建築住宅課 赤井市営住宅給湯器取替工事 射水市　赤井
機械設備工事　　40台
電気設備工事　　一式
廊下出窓解体工　20箇所

約9か月 一般 管 第１四半期

115 射水市 都市計画課 足洗潟北側公園トイレ更新工事 射水市　本江 トイレ更新 N=1棟 約6か月 一般 土木一式 第１四半期

116 射水市 道路課 市道布目沢藤巻線舗装補修工事 射水市　藤巻
打換え
（舗装工、路盤工　A=2,400㎡）

約3か月 一般 ほ装 第１四半期

117 射水市 道路課 市道大島北野鷲塚線舗装補修工事 射水市　三ケ
切削オーバーレイ
（舗装工　A=2,310㎡）

約3か月 一般 ほ装 第１四半期

118 射水市 道路課 市道大門本江大白線舗装補修工事 射水市　竹鼻外
アスコン打ち換え
（舗装工　A=2,358㎡）

約3か月 一般 ほ装 第２四半期
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119 射水市 道路課 市道大島北野鷲塚線（小杉大橋）補修工事 射水市　高寺　外
鋼桁塗替塗装工　一式
ひび割れ注入工　一式

約4か月 指名 塗装 第２四半期

120 射水市 道路課 市道小杉駅南線（駅南大橋）補修工事 射水市　三ケ ひび割れ注入工　一式 約4か月 一般 土木一式 第２四半期

121 射水市 道路課 市道作道三ケ線側溝有蓋化工事 射水市　今井 側溝有蓋化工　L=50m 約3か月 指名 土木一式 第２四半期

122 射水市 道路課 消雪施設遠隔管理システム整備（その2）工事 射水市全域 遠隔管理装置設置工　一式 約4か月 指名 電気通信 第１四半期

123 射水市 道路課 市道新町八塚線橋梁改修工事 射水市　小島 橋梁上部工　一式 約6か月 一般 土木一式 第１四半期

124 射水市 道路課 市道朴木赤井線道路改良工事 射水市　沖塚原 歩道整備、側溝工　L=350ｍ 約6か月 一般 土木一式 第２四半期

125 射水市 道路課 市道大門針原線歩道改良工事 射水市　赤井 歩道整備　L=40m 約4か月 一般 土木一式 第２四半期

126 射水市 道路課 市道朴木赤井線舗装工事 射水市　沖塚原 舗装工　A=2500㎡ 約4か月 一般 ほ装 第３四半期

127 射水市 道路課 市道三ケ34号線舗装工事 射水市　稲積 舗装工　A=1000㎡ 約4か月 一般 ほ装 第３四半期

128 射水市 道路課 市道港町線区画線設置工事 射水市　八幡町三丁目 区画線工　L=800m 約2か月 指名 交通安全施設 第２四半期

129 射水市 道路課 市道作道51号線道路改良工事 射水市　鏡宮弥生 側溝工　L=130ｍ 約3か月 一般 土木一式 第１四半期

130 射水市 道路課 市道作道140号線外道路改良工事 射水市　新生町 側溝工　L=160ｍ 約3か月 一般 土木一式 第１四半期

131 射水市 道路課 市道生源寺４号線道路改良工事 射水市　生源寺 側溝工　L=70m、舗装工　A=1000㎡ 約3か月 一般 土木一式 第２四半期

132 射水市 道路課 市道本村常国線道路改良工事 射水市　本村 側溝工　L=80m 約3か月 指名 土木一式 第２四半期

133 射水市 道路課 市道幸町１号線道路改良工事 射水市　幸町 側溝工　L=80m 約3か月 指名 土木一式 第２四半期

134 射水市 道路課 市道七美39号線道路改良工事 射水市　七美二十六町 側溝工　L=50m 約3か月 指名 土木一式 第３四半期

135 射水市 道路課 市道大江419号線道路改良工事 射水市　小杉白石 側溝工　L=50m 約3か月 一般 土木一式 第３四半期
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136 射水市 上水道工務課 太閤山１０丁目地内配水管布設替工事 射水市　太閤山１０丁目
配水管布設工　L=165m
給水管　N=1件、消火栓　N=1基

約3か月 一般 管 第１四半期

137 射水市 上水道工務課 中太閤山９丁目地内太閤山幹線布設替工事 射水市　中太閤山９丁目
配水管布設工　L=370m
給水管　N=1件、消火栓　N=2基

約4か月 一般 管 第１四半期

138 射水市 上水道工務課 太閤山７丁目地内配水管布設替工事 射水市　太閤山７丁目
配水管布設工　L=460m
給水管　N=40件、消火栓　N=1基

約5か月 一般 管 第１四半期

139 射水市 上水道工務課 善光寺地内配水管布設替工事 射水市　善光寺
配水管布設工　L=400m
給水管　N=26件

約5か月 一般 管 第１四半期

140 射水市 上水道工務課 小杉白石地内配水管布設替工事 射水市　小杉白石
配水管布設工　L=35m
給水管　N=1件

約3か月 指名 管 第１四半期

141 射水市 上水道工務課 緑町地内配水管布設工事 射水市　緑町 配水管布設工　L=35m 約3か月 指名 管 第１四半期

142 射水市 上水道工務課 三ケ（白銀町）地内配水管布設工事 射水市　三ケ（白銀町） 配水管布設工　L=60m 約3か月 指名 管 第１四半期

143 射水市 上水道工務課 上野調整場外無停電電源装置更新工事 射水市　南太閤山19丁目外 無停電電源装置（更新）　一式 約10か月 指名 電気 第１四半期

144 射水市 上水道工務課 立町地内配水管布設替工事 射水市　立町
配水管布設工　L=70m
給水管　N=2件、消火栓　N=1基

約3か月 指名 管 第２四半期

145 射水市 上水道工務課 寺塚原地内配水管布設替工事 射水市　寺塚原
配水管布設工　L=285m
給水管　N=９件

約4か月 一般 管 第２四半期

146 射水市 上水道工務課 二口地内配水管布設工事 射水市　二口 配水管布設工　L=120m 約3か月 一般 管 第２四半期

147 射水市 上水道工務課 下条地内配水管布設工事 射水市　下条 配水管布設工　L=145m 約3か月 一般 管 第２四半期

148 射水市 上水道工務課
太閤山４丁目外地内主要地方道富山戸出小矢部線舗装復旧
工事

射水市　太閤山４丁目外 舗装工　A=700㎡ 約3か月 指名 ほ装 第２四半期

149 射水市 上水道工務課 高岡市石丸地内中央幹線接続工事 高岡市　石丸 配水管布設工　L=30m 約6か月 一般 管 第２四半期

150 射水市 上水道工務課 北野（新町）外地内配水管布設替工事 射水市　北野（新町）外
配水管布設工　L=205m
給水管　N=14件

約4か月 一般 管 第３四半期

151 射水市 上水道工務課 中太閤山７丁目外地内配水管布設替工事 射水市　中太閤山７丁目外
配水管布設工　L=315m
給水管　N=27件、消火栓　N=2期

約4か月 一般 管 第３四半期

152 射水市 下水道工務課 公共下水道(雨水)枇杷首排水区機械電気設備工事 射水市　枇杷首
排水ポンプφ350×2基
制御盤×1面

約10か月 指名 機械器具設置 第１四半期
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153 射水市 下水道工務課 公共下水道汚水管布設工事 射水市　足洗新町 開削工φ150　L=36m 約3か月 指名 土木一式 第１四半期

154 射水市 下水道工務課 公共下水道（改築）汚水管改築（第10工区）工事 射水市　立町
布設替　L=105m
ポンプ槽（2号マンホール）N=1基

約4か月 一般 土木一式 第１四半期

155 射水市 下水道工務課 公共下水道（改築）汚水管改築（第11工区）工事 射水市　立町 布設替　L=93m 約4か月 一般 土木一式 第１四半期

156 射水市 下水道工務課 公共下水道（改築）太閤山処理区汚水管更生（第17工区）工事 射水市　太閤山7丁目外 管更生 L=182m 約4か月 一般 土木一式 第１四半期

157 射水市 下水道工務課 公共下水道（改築）太閤山処理区汚水管改築（第18工区）工事 射水市　中太閤山5丁目外 布設替　L=142m 約4か月 一般 土木一式 第１四半期

158 射水市 下水道工務課
公共下水道（改築）マンホールポンプ場機械電気設備改築（そ
の２）工事

新湊地区
マンホールポンプ　N=11基
制御盤　N=7面

約6か月 一般 機械器具設置 第１四半期

159 射水市 下水道工務課
特環下水道（改築）マンホールポンプ場機械電気設備改築（そ
の３）工事

新湊地区
マンホールポンプ　N=9基
制御盤　N=4面

約6か月 一般 機械器具設置 第１四半期

160 射水市 下水道工務課 公共下水道(雨水)作道第1排水区調整池整備（その２）工事 射水市　作道（新生町）
調整池基礎杭L=41m,N=5本
仮設工、底版コンクリート

約6か月 一般 土木一式 第２四半期

161 射水市 下水道工務課
公共下水道（改築）マンホールポンプ場機械電気設備設置工
事

射水市　立町
汚水用水中ポンプ　N=2基
制御盤　N=1面

約6か月 一般 機械器具設置 第２四半期

162 射水市 下水道工務課
公共下水道（改築）マンホールポンプ場機械電気設備改築（そ
の３）工事

小杉・大門地区
マンホールポンプ　N=9基
制御盤　N=5面

約6か月 一般 機械器具設置 第２四半期

163 射水市 下水道工務課
特環下水道（改築）マンホールポンプ場機械電気設備改築（そ
の４）工事

小杉・大門地区
マンホールポンプ　N=5基
制御盤　N=3面

約6か月 一般 機械器具設置 第２四半期

164 射水市 消防本部　総務課 新湊分団屯所　　新築工事 射水市　本町一 丁目 消防分団屯所の新築工事 約6か月 一般 建築一式 第１四半期

165 射水市 消防本部　総務課 旧二口分団屯所　解体工事 射水市　二口 旧消防分団屯所の解体工事 約2か月 指名 解体 第２四半期

166 射水市
射水市民病院
経営管理課

自動火災報知設備更新工事 射水市民病院 自動火災報知設備の更新 約3か月 指名 電気 第２四半期

167 射水市
射水市民病院
経営管理課

電気室高圧ケーブル更新工事 射水市民病院 院内電気室の高圧ケーブル更新 約3か月 指名 電気 第２四半期

168 射水市
射水市民病院
経営管理課

区分用気中開閉器更新工事 射水市民病院 区分用気中開閉器の更新 約3か月 指名 電気 第２四半期

169 射水市
射水市民病院
経営管理課

屋上防水改修工事 射水市民病院 屋上等防水工事 約3か月 指名 防水 第１四半期
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