
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 常願寺川・日置護岸その４工事 富山県中新川郡立山町
低水護岸　Ｌ＝６０ｍ
（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

2 富山県 営繕課 富山県立雄山高等学校特別教室棟蒸気配管改修工事 中新川郡立山町前沢 暖房用蒸気配管の改修 約５ヶ月 条件付一般 暖冷房設備 第１四半期

3 富山県 白岩川ダム管理事務所 白岩川ダム河川改修ダム気象観測装置等改良工事 立山町白岩
気象観測装置  N=1式地震観測設備  N=1式漏水量計
N=1式

約10ヶ月 条件付一般 電話・通信設備 第２四半期

4 富山県 白岩川ダム管理事務所 白岩川ダム河川改修ダム常用放流設備等改良工事 立山町白岩 常用放流設備改良 N=1門低水放流設備改良 N=2門 約18ヶ月 条件付一般 水門・門扉 第２四半期

5 富山県 白岩川ダム管理事務所 白岩川ダム県単独ダム維持管理堆砂土砂撤去工事 立山町白岩 土砂撤去  V＝3,000m3 約8ヶ月 指名 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 第２四半期

6 富山県 富山土木センター (都)大窪米沢線街路総合交付金道路改良 立山町五百石
側溝工  L=80m
コンクリート舗装  A=160m2アスファルト舗装  A=200m2

約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

7 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線県単独道路改良消雪設備 立山町  芦峅寺
取水設備  N=1箇所
消雪ポンプ取替  N=1式

約７ヶ月 指名 水処理装置 第２四半期 追加

8 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線県単独道路改良舗装 立山町  芦峅寺 舗装  A=700㎡ 約３ヶ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期 追加

9 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山上市線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅 立山町  泉 側溝工  L=150m 約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

10 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山外郭環状線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡
幅

立山町  西大森 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁  L=80m 約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

11 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山上滝立山線道路橋りょう改築真川大橋再塗装 立山町  芦峅寺
上部工 再塗装  A=1800㎡
（4千万円以上1億円未満）

約７ヶ月 条件付き一般 塗装 第１四半期 追加

12 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)立山山田線道路橋りょう改築立山橋自歩道橋伸縮装置取
替

立山町  岩峅寺 伸縮装置取替  N=2基 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

13 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山上滝立山線道路橋りょう改築藤橋再塗装 立山町  芦峅寺 上部工  再塗装  A=500㎡ 約５ヶ月 指名 塗装 第２四半期 追加

14 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山魚津線道路橋りょう改築
大日橋伸縮装置取替

立山町  利田 伸縮装置取替  N=1基 約５ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

15 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線道路橋りょう改築奥荒谷橋下部工補修 立山町  芦峅寺
下部工
ひび割れ補修・断面修復工 N=1式

約５ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

16 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線道路橋りょう改築雑穀谷橋下部工補修 立山町  芦峅寺
下部工
ひび割れ補修・断面修復工 N=1式

約５ヶ月 指名 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〕

富山県中新川郡立山町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
富山土木センター
立山土木事務所

(主）富山上市線道路橋りょう改築流観橋橋面防水 立山町泉 橋面舗装  A=250㎡ 約５ヶ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期 追加

18 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)原千垣停車場線道路橋りょう改築芳見橋補修 立山町  芦峅寺
上部工・下部工
ひび割れ補修・断面修復工 N=1式
（４千万円未満）

約９ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期 追加

19 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)宇奈月大沢野線道路橋りょう改築湯毘谷橋再塗装 立山町  白岩
上部工  再塗装  A=700m2
（4千万円以上1億円未満）

約８ヶ月 条件付き一般 塗装 第３四半期 追加

20 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(主)富山立山公園線道路橋りょう改築瀬戸蔵スノーシェッド補
修

立山町  芦峅寺
柱交換  N=5本
（４千万円未満）

約６ヶ月 条件付き一般 一般土木 第１四半期 追加

21 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

(一)松倉宮路線県単独道路維持修繕擁壁復旧 立山町  座主坊新 ブロック積擁壁  L=10m 約３ヶ月 指名 一般土木 第１四半期 追加

22 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

白岩川水系下嵐谷砂防関係施設整備下嵐谷堰堤工 立山町栃津
堰堤工 V=320m3
林道付替工 L=100m
（4千万円以上1億円未満）

約６ヶ月 条件付き一般 一般土木 第３四半期 追加

23 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

常願寺川水系雑穀谷砂防関係施設整備雑穀谷１号堰堤補修
工

立山町 芦峅寺
堰堤補修  1式
（4千万円以上1億円未満）

約５ヶ月 条件付き一般 一般土木 第１四半期 追加

24 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

目桑地区砂防関係施設整備(地すべり)横ボーリング工 立山町目桑 横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ N=8本 約４ヶ月 指名
ボーリング
・グラウト

第１四半期 追加

25 富山県
富山土木センター
立山土木事務所

横江地区砂防関係施設整備（急傾斜）擁壁補修工 立山町横江 擁壁補修工 L=70m 約４ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期 追加

26 富山県 富山農林振興センター
基幹水利施設  常願寺川右岸５期地区常東合口用水路第７工
区工事

立山町三ツ塚新
用水路工  Ｌ＝1５0m
(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

27 富山県 富山農林振興センター
基幹水利施設  常願寺川右岸５期地区常東合口用水路第８工
区工事

立山町三ツ塚新
用水路工  Ｌ＝1５0m
(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

28 富山県 富山農林振興センター 用排水施設整備  野口西地区次郎兵衛川防護柵設置工事 立山町野口 防護柵設置工  一式 約4ヶ月 指名 防護柵 第2四半期 追加

29 富山県 富山農林振興センター ほ場整備  田添地区 G号用水路工事 立山町田添
用水路工  L＝650m
（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1四半期 追加

30 富山県 富山農林振興センター 地すべり防止（虫谷）渓間工事 立山町虫谷
谷止工  0.5基
（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1四半期 追加

31 富山県 富山農林振興センター 地すべり防止（虫谷）ボーリング工事 立山町虫谷 地表排水ボーリング工 L＝270ｍ（6本） 約4ヶ月 指名
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
・ｸﾞﾗｳﾄ

第1四半期 追加

32 富山県 富山農林振興センター 治山施設機能強化（千垣）谷止工修繕工事 立山町千垣
谷止工補修（ｺﾝｸﾘｰﾄ）  1基
（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

33 富山県 富山農林振興センター 自然環境整備交付金  弥陀ヶ原園地歩道等整備工事 立山町芦峅寺 登山道整備L=300ｍ 約6ヶ月 指名 その他 第１四半期 追加
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34 富山県 企業局 仁右ヱ門用水発電所ゲート設備点検工事 立山町末三賀地内
点検整備(取水口排砂ｹﾞｰﾄ 1門、起伏ｹﾞｰﾄ 1門、除塵
機）

約３ヶ月 指名競争入札 水門門扉 第２四半期

35 富山県 企業局 仁右ヱ門用水発電所  水車発電機修繕工事 中新川郡立山町東大森地内
水車発電機分解点検及び修繕用品製作・工場返送修理
等   1式

約10ヶ月 随意契約 電気設備 第１四半期

36 富山県 警察本部警務部会計課 追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止標示塗替工事 立山町
追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止標示の塗
替

３ヶ月 指名競争入札
塗  装
（道路標示を含む）

第１四半期

37 立山町 浦田地内宅地造成に伴う水道管新設工事 浦田
配水管新設　φ75HIVP
L＝155［m］　給水12件

3箇月 指名競争 上水道 第1四半期

38 立山町 元気交流ステーション空調設備更新工事（その１） 前沢 元気交流ステーションの空調設備更新 4箇月 指名競争 機械 第1四半期

39 立山町 元気交流ステーション空調設備更新工事（その２） 前沢 元気交流ステーションの空調設備更新 4箇月 指名競争 機械 第1四半期

40 立山町 みどりの森保育園複合遊具新設工事 高原八ツ屋 複合遊具の新設 3箇月 指名競争 造園 第1四半期

41 立山町 あおぞら保育園庇防水改修工事 横沢 老朽化した庇の改修 3箇月 指名競争 建築 第1四半期

42 立山町 林道茨谷線城前橋橋梁補修工事 城前 橋梁補修工　L＝12［m］ 6箇月 指名競争 土木 第1四半期

43 立山町 林道長倉線改良その４工事 長倉 法枠工　L＝38［m］ 6箇月 指名競争 土木 第1四半期

44 立山町 町道五百石道源寺線舗装補修工事 五百石 道路舗装工　L=100m 2箇月 指名競争 舗装 第1四半期

45 立山町 町道五百石道源寺線舗装補修工事 榎 道路舗装工　L=100m 2箇月 指名競争 舗装 第1四半期

46 立山町 町道金剛新横江線舗装補修工事 野町 道路舗装工　L=100m 2箇月 指名競争 舗装 第1四半期

47 立山町 町道沢端線舗装補修工事 沢端 道路舗装工　L=70m 2箇月 指名競争 舗装 第1四半期

48 立山町 千寿ヶ原ロータリー線舗装工事 千寿ヶ原 舗装工　L=100ｍ 2箇月 指名競争 舗装 第1四半期

49 立山町 給食センター給湯器更新工事 給食センター 給食センター給湯器の更新 4箇月 指名競争 設備 第1四半期

50 立山町 元気交流ステーション空調設備更新工事（その３） 前沢 元気交流ステーションの空調設備更新 6箇月 指名競争 機械 第1四半期

立山町　〔 令和 5 年 4 月　時点〕
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51 立山町 五郎丸地内宅地造成に伴う水道管新設工事 五郎丸
配水管新設　φ75HIVP
L＝721［m］　給水83件

5箇月 指名競争 上水道 第1四半期

52 立山町 日中上野地内汚水ます設置工事 日中上野 汚水ます　1基 3箇月 指名競争 下水道 第1四半期

53 立山町 向新庄配水池薬液タンク更新工事 向新庄 薬液タンク更新　1基 4箇月 指名競争 機械設備 第1四半期

54 立山町 雄山中学校校舎LED化改修工事 雄山中学校 雄山中学校校舎照明のLED化 3箇月 指名競争 電気 第1四半期

55 立山町 雄山中学校体育館LED化改修工事 雄山中学校体育館 設計監理　雄山中学校体育館照明のLED化 3箇月 指名競争 電気 第1四半期

56 立山町 立山小学校校舎ＬＥＤ化改修工事 立山小学校 立山小学校校舎のＬＥＤ化 3箇月 指名競争 電気 第1四半期

57 立山町 総合公園屋内ドーム高効率照明機器設置工事 野沢 効率照明機器更新工　1式 3箇月 指名競争 電気 第1四半期

58 立山町 立山中央小学校夜間照明更新工事 立山中央小学校 立山中央小学校夜間照明の取替 2箇月 指名競争 電気 第1四半期

59 立山町 立山中央小学校屋内運動場ＬＥＤ化改修工事 立山中央小学校屋内運動場 立山中央小学校屋内運動場のＬＥＤ化 2箇月 指名競争 電気 第1四半期

60 立山町 林道白岩線舗装工事 白岩 舗装工　L＝238［m］ 5箇月 指名競争 舗装 第1四半期

61 立山町 林道茨谷線改良工事 長倉 擁壁工　L=6m 5箇月 指名競争 土木 第1四半期

62 立山町 町道沢端野町２号線改良工事 沢端 道路改良　L=100ｍ 6箇月 指名競争 土木 第1四半期

63 立山町 町道大山上市線道路改良工事 米沢 側溝改修　L=70ｍ 3箇月 指名競争 土木 第1四半期

64 立山町
老朽管緊急更新整備事業に伴う末三賀地内水道管布設替工
事（第１工区）

末三賀 送水管布設　φ250DIP　　　　　L＝150［m］ 4箇月 指名競争 上水道 第1四半期

65 立山町
老朽管緊急更新整備事業に伴う末三賀地内水道管布設替工
事（第２工区）

末三賀 送水管布設　φ250DIP　　　　　L＝150［m］ 4箇月 指名競争 上水道 第1四半期

66 立山町
老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替工事
（第１工区）

利田 配水管布設　φ150DIP　　　　　L＝300［m］ 4箇月 指名競争 上水道 第1四半期

67 立山町
老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替工事
（第２工区）

利田 配水管布設　φ150DIP　　　　　L＝300［m］ 4箇月 指名競争 上水道 第1四半期
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68 立山町 老朽管緊急更新整備事業に伴う竹林地内水管橋布設替工事 竹林 水管橋布設　φ100HPEP　　　　　L＝28［m］ 5箇月 指名競争 上水道 第1四半期

69 立山町 三ツ塚新地内用水路施設改良第５工区工事
三ツ塚新・
東大森

安全施設工 L＝45［m］ 5箇月 指名競争 土木 第1四半期

70 立山町 一本木川原木地内排水路施設改良第１工区工事 一本木川原木 安全施設工 L＝115［m］ 5箇月 指名競争 土木 第1四半期

71 立山町 一本木川原木地内排水路施設改良第２工区工事 一本木川原木 安全施設工 L＝115［m］ 5箇月 指名競争 土木 第1四半期

72 立山町 白湯橋橋梁補修工事 白岩 橋梁補修工　1式 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

73 立山町 無名橋99橋梁補修工事 浅生 橋梁補修工　1式 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

74 立山町 町道泊新沢中山線消雪施設整備工事 鋳物師沢 消雪施設　L=140m 6箇月 指名競争 設備 第2四半期

75 立山町 老朽管緊急更新整備事業に伴う若林地内水道管布設替工事 若林 配水管布設　φ75HIVP　　　　　　L＝200［m］ 3箇月 指名競争 上水道 第2四半期

76 立山町 町道曽我鉾木線舗装工事 曽我 舗装工　L=60ｍ 3箇月 指名競争 舗装 第2四半期

77 立山町 町道日中田添線道路改良工事 野町 道路改良　L=50ｍ 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

78 立山町 （仮称）防災センター及び児童館整備事業建築主体工事 前沢 RC造2階建　1,500㎡ 12箇月 指名競争 建築 第2四半期

79 立山町 （仮称）防災センター及び児童館整備事業電気設備工事 前沢 RC造2階建　1,500㎡ 12箇月 指名競争 電気 第2四半期

80 立山町 （仮称）防災センター及び児童館整備事業機械設備工事 前沢 RC造2階建　1,500㎡ 12箇月 指名競争 機械 第2四半期

81 立山町
（仮称）防災センター及び児童館整備事業地中熱空調設備用
ボアホール工事

前沢 地中熱空調設備用地中熱交換器の埋設 6箇月 指名競争 機械 第2四半期

82 立山町
（仮称）防災センター及び児童館整備事業床暖房設備用配管
工事

前沢 床暖房設備用配管の敷設 6箇月 指名競争 機械 第2四半期

83 立山町 大森・新川・下段公民館LED化改修工事 大森・新川・下段公民館 大森・新川・下段公民館のLED化 6箇月 指名競争 電気 第2四半期

84 立山町 新瀬戸・高野・日中上野・谷口公民館LED化改修工事 新瀬戸・高野・日中上野・谷口公民館 新瀬戸・高野・日中上野・谷口公民館のLED化 6箇月 指名競争 電気 第2四半期
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85 立山町 釜ヶ渕・岩峅・芦峅・千垣公民館LED化改修工事 釜ヶ渕・岩峅・芦峅・千垣公民館 釜ヶ渕・岩峅・芦峅・千垣公民館のLED化 6箇月 指名競争 電気 第2四半期

86 立山町 青少年ホームLED化改修工事 青少年ホーム 青少年ホームのLED化 4箇月 指名競争 電気 第2四半期

87 立山町 総合公園太陽光発電設備設置工事 野沢 太陽光発電設備設置工　1式 3箇月 指名競争 電気 第2四半期

88 立山町 町道泊東大森線道路改良工事 東大森 側溝改修　L=50ｍ 5箇月 指名競争 土木 第2四半期

89 立山町 町道浦田本線道路改良工事 浦田 側溝改修　L=80ｍ 5箇月 指名競争 土木 第2四半期

90 立山町 町道前沢榎線道路改良工事 大窪 道路改良　L=100ｍ 5箇月 指名競争 土木 第2四半期

91 立山町 町道泊新沢中山線消雪配管改修工事 沢中山 消雪施設改修　1式 4箇月 指名競争 配管 第2四半期

92 立山町 町道坂井沢白岩線消雪配管改修工事 石坂 消雪施設改修　1式 4箇月 指名競争 配管 第2四半期

93 立山町 総合公園四阿等更新工事 野沢 四阿更新　1式 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

94 立山町 虫谷・四谷尾農道新設工事 谷口 農道工　L=25［m］ 4箇月 指名競争 土木 第2四半期

95 立山町 町道大石原蔵本新線側溝改修工事 蔵本新 側溝改修　L=30ｍ 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

96 立山町 町道西大森泊線舗装工事 泊新 舗装工　L=80ｍ 3箇月 指名競争 舗装 第2四半期

97 立山町 町道坂井沢白岩線道路改良工事 坂井沢 道路改良　L=80ｍ 6箇月 指名競争 土木 第2四半期

98 立山町 上水道管理センター太陽光発電設備設置工事 岩峅寺 太陽光発電設備設置　1式 7箇月 指名競争 電気 第2四半期

99 立山町 白岩浄化センター太陽光発電設備設置工事 白岩 太陽光発電設備設置　1式 7箇月 指名競争 電気 第2四半期

100 立山町 元気交流ステーション太陽光発電設備増設工事 前沢 雁木上での太陽光パネル設置 6箇月 指名競争 電気 第2四半期

101 立山町 無名橋40橋梁新設工事 金剛寺 橋梁架替工　1式 5箇月 指名競争 土木 第2四半期
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102 立山町 無名橋234外橋梁補修工事 寺田外 橋梁補修工　1式 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

103 立山町 新江橋外橋梁補修工事 大窪開 橋梁補修工　1式 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

104 立山町 町道下田東中野新線改良工事 宮路 道路改良　L=140ｍ 6箇月 指名競争 土木 第2四半期

105 立山町 町道二ツ塚辻線側溝改修工事 辻 側溝改修　L=75ｍ 4箇月 指名競争 土木 第2四半期

106 立山町 町道五百石東線道路改良工事 五百石 道路改良　L=50ｍ 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

107 立山町 町道大清水榎線舗装工事 榎 道路改良　L=120ｍ 5箇月 指名競争 土木 第2四半期

108 立山町 町道大清水高原八ツ屋線舗装工事 大清水 道路改良　L=180ｍ 5箇月 指名競争 土木 第2四半期

109 立山町 下段地内道路改良工事 榎 道路改良工　L=30ｍ 3箇月 指名競争 土木 第2四半期

110 立山町 総合公園園路整備工事 野沢 園路整備　L=60m 2箇月 指名競争 土木 第2四半期

111 立山町 総合公園多目的グラウンド周辺施設改修工事 野沢 照明灯更新等 1式 2箇月 指名競争 土木 第2四半期

112 立山町 老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内舗装復旧工事 利田 舗装本復旧　L＝600［m］ 3箇月 指名競争 舗装 第2四半期

113 立山町 上水道管理センター原水ポンプ更新工事 岩峅寺 原水ポンプ設備更新　1基 12箇月 指名競争 機械設備 第2四半期

114 立山町 町道二ツ塚辻線路肩改修工事 若宮 道路改良工　L=75m 2箇月 指名競争 土木 第3四半期

115 立山町 町道西大森泊線舗装補修工事 泊新 道路舗装工　L=150m 2箇月 指名競争 土木 第3四半期

116 立山町 雄山中学校昇降機改修工事 雄山中学校 雄山中学校昇降機の入替 6箇月 指名競争 昇降設備 第3四半期

117 立山町 老朽管緊急更新整備事業に伴う若林地内舗装復旧工事 若林 舗装本復旧　L＝200［m］ 2箇月 指名競争 舗装 第3四半期

118 立山町 向新庄地内舗装復旧工事 向新庄 舗装本復旧　L＝140［m］ 2箇月 指名競争 舗装 第3四半期
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119 中日本高速道路(株) 金沢支社
【個別契約】北陸自動車道（特定更新等）立山IC～滑川IC間床
版取替工事（その１）

富山県中新川郡立山町～富山県滑川市

北陸自動車道　立山IC～滑川IC間における老朽化した
橋梁の床版取替を行う工事。なお、本工事は基本契約
方式の第１個別契約である。
・床版取替：約2.5千m2
・床版打換：約0.5千m2
・塗替塗装：約7千m2
・支承取替：約60基
・附帯工：1式
・詳細設計：1式
　本工事で必要となる対面通行規制は別工事にて行うも
のとする。

約36ヶ月 一般競争 橋梁補修工事 第３四半期

中日本高速道路(株)　〔 令和 5 年 4 月　時点〕
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