
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 上野地区道路改良その８工事 富山県下新川郡入善町

道路土工　　　　１式
排水構造物工　　１式
横断ボックス工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

７ヶ月 一般競争 一般土木工事 第２四半期

2 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５・６一般国道８号入善地区電線共同溝その１０工事 富山県下新川郡入善町

電線共同溝１式

（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

１４ヶ月 一般競争 アスファルト舗装工事 第２四半期

3 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ５・６一般国道８号入善地区電線共同溝その９工事 富山県下新川郡入善町

電線共同溝１式

（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

１４ヶ月 一般競争 アスファルト舗装工事 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 Ｒ５下新川海岸ブロック製作その１工事 富山県下新川郡入善町

コンクリートブロック製作　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

5 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 Ｒ５下新川海岸ブロック製作その２工事 富山県下新川郡入善町

コンクリートブロック製作　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

6 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 Ｒ５下新川海岸ブロック製作その３工事 富山県下新川郡入善町

コンクリートブロック製作　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

7 富山県 営繕課 富山県立入善高等学校第二体育館建具改修工事 下新川郡入善町入膳 第二体育館（RCｰ2、延べ1,042㎡）建具改修 約４ヶ月 条件付一般 一般建築 第２四半期 追加

8 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

 （一）上飯野入善停車場線県単独道路維持修繕側溝工  入善町上飯野  側溝工  L=50m  4か月  指名  一般土木  第１四半期 削除

9 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（主）魚津生地入善線県単独道路改良フレッシュアップ擁壁工 入善町下飯野 擁壁工L=100m 5ヵ月 指名 一般土木 第２四半期 修正

10 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道市跨線橋舗装補修 入善町道市 舗装補修  N=1式 4ヶ月 指名 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 第１四半期 発注済

11 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

(主)入善朝日線道路橋りょう改築擁壁工 入善町藤原～春日 擁壁工L=300m 6ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期
追加
分割検討中

12 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

(一)北羽入入善線県単独道路改良フレッシュアップ擁壁工 入善町椚山 擁壁工L=50m 6ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

13 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（主）魚津生地入善線県単独道路改良フレッシュアップ擁壁工
第２工区

入善町神子沢 擁壁工L=100m 5ヵ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

14 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

(一)一般県道上飯野入善停車場線外
県単独りょう維持修繕上田橋外橋梁補修

入善町入膳外 断面修復工  N=4橋炭素繊維工  N=2橋 4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〕

富山県下新川郡入善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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15 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）大家庄上飯野線外県単独橋りょう維持修繕小幡橋外橋梁
補修

入善町福島新外 断面修復工  N=2橋 4ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 追加

16 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）上飯野入善停車場線道路総合交付金（防災・防雪）消雪
配管

入善町東狐 消雪工L＝120ｍ 5ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

17 富山県
新川土木センター入善土木事
務所

（一）大家庄上飯野線県単独雪寒対策施設  消雪配管 入善町一宿 消雪工L＝150ｍ 5ヶ月 指名 消雪装置 第１四半期 追加

18 富山県 新川農林振興センター 土地改良総合整備  入善北部地区横山Ｈ３号用水路下流工事 入善町八幡
用水路工  L=256ｍ
（4千万円未満）

約9ヶ月 条件付一般 一般土木 第2四半期 追加

19 富山県 新川農林振興センター
土地改良総合整備  上田地区
青島３－２号排水路第５工区工事

入善町青島
用水路工  L=335ｍ
（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

20 富山県 新川農林振興センター
土地改良総合整備  上田地区
青島３－２号排水路第６工区ほか１路線工事

入善町入膳ほか
用排水路工  L=227ｍ
（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

21 富山県 新川農林振興センター 土地改良総合整備  青島地区青島６－１号用水路工事 入善町青島
用水路工      L=486ｍ
（4千万円未満）

約9ヶ月 条件付一般 一般土木 第2四半期 追加

22 富山県 新川農林振興センター 土地改良総合整備  青島地区青島６号用水路ほか１路線工事 入善町青島
用水路工      L=338ｍ
（4千万円未満）

約9ヶ月 条件付一般 一般土木 第2四半期 追加

23 富山県 新川農林振興センター 山のみち交付金林道  羽入・明日線舟見工区  開設工事 入善町舟見
林道開設  L=160m（一部舗装） (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

24 入善町 建設課 日吉青島上田線舗装工事 入膳 延長　L=200ｍ 120日 指名競争 舗装 第１四半期

25 入善町 建設課 日吉青島上田線付帯工事 入膳 延長　L=100ｍ 120日 一般競争 土木 第１四半期

26 入善町 建設課 高堀上諏訪線機械設備工事 入膳 機械設備一式 150日 指名競争 管 第１四半期

27 入善町 建設課 踊場線消雪配管工事 入膳 延長　L=100ｍ 120日 指名競争 管 第１四半期

28 入善町 建設課 芦崎中道線改良工事 芦崎 延長　L=30m 70日 一般競争 土木 第１四半期

29 入善町 建設課 平曽川国道線外安全施設設置工事 東狐外 区画線一式 60日 指名競争 その他 第１四半期

30 入善町 建設課 日吉青島上田線安全施設設置工事 入膳 延長　L=100m 70日 一般競争 土木 第２四半期

31 入善町 建設課 黒東小学校線改良工事 新屋 延長　L=20m 150日 一般競争 土木 第２四半期

入善町　〔 令和 5 年 4 月 1 日　時点〕
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32 入善町 建設課 板屋下上野線舗装修繕工事 道市外 延長　L=400m 120日 指名競争 舗装 第２四半期

33 入善町 建設課 内八幡線外消雪配管工事 入膳 延長　L=180m 100日 指名競争 管 第２四半期

34 入善町 建設課 高堀上諏訪線消雪配管工事 入膳 延長　L=130m 100日 指名競争 管 第２四半期

35 入善町 建設課 東狐五十里線改良工事 下飯野新 延長　L=10m 90日 一般競争 土木 第２四半期

36 入善町 建設課 北町山王線側溝工事 入膳 延長　L=80m 90日 一般競争 土木 第２四半期

37 入善町 建設課 小摺戸中坪線舗装工事 小摺戸 延長　L=110m 100日 指名競争 舗装 第２四半期

38 入善町 建設課 西裏線側溝工事 舟見 延長　L=30m 70日 一般競争 土木 第２四半期

39 入善町 建設課 入善漁港線外矢羽根型路面標示設置工事 芦崎外 延長　L=2,700m 90日 指名競争 その他 第２四半期

40 入善町 建設課 林道中野線改良工事 舟見 延長　L=70ｍ 120日 一般競争 土木 第１四半期

41 入善町 建設課 舟見地区水路改修工事 舟見 延長　L=28ｍ 100日 一般競争 土木 第２四半期

42 入善町 住まい・まちづくり課 美善公園遊具更新工事 入膳 遊具１基 100日 一般競争 土木 第１四半期

43 入善町 キラキラ商工観光課 入善海洋深層水送水機械棟　建築主体工事 下飯野 施設建築一式 240日 指名競争 建築 第１四半期

44 入善町 キラキラ商工観光課 入善海洋深層水送水機械棟　機械設備工事 下飯野 機械設備一式 270日 指名競争 管 第１四半期

45 入善町 キラキラ商工観光課 入善海洋深層水送水機械棟　電気設備工事 下飯野 電気設備一式 270日 指名競争 電気 第１四半期

46 入善町 キラキラ商工観光課 入善海洋深層水取水施設　送水管布設その１工事 下飯野 送水設備一式 180日 指名競争 管 第２四半期

47 入善町 キラキラ商工観光課 入善海洋深層水取水施設　送水管布設その２工事 下飯野 送水設備一式 180日 指名競争 管 第２四半期

48 入善町 キラキラ商工観光課 下飯野地内企業団地　造成その１工事 下飯野 用地造成一式 180日 一般競争 土木 第２四半期
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49 入善町 キラキラ商工観光課 下飯野地内企業団地　造成その２工事 下飯野 用地造成一式 180日 一般競争 土木 第２四半期

50 入善町 キラキラ商工観光課 うるおい館避難誘導灯等交換工事 入膳 誘導灯交換一式 120日 指名競争 電気 第１四半期

51 入善町 総務課 入善町新庁舎整備事業　車庫棟建設工事 入膳
建築工事一式
（鉄骨造平屋建２棟・建築面積約600㎡）

300日
制限付き
一般競争

建築 第１四半期

52 入善町 総務課 入善町新庁舎整備事業　太陽光発電設置工事 入膳
蓄電池等設置工事一式
（太陽光パネル150KW）

300日
制限付き
一般競争

電気 第１四半期

53 入善町 総務課 入善町防災行政無線移設工事 入膳 防災行政無線設備移設一式 180日 指名競争 その他 第２四半期

54 入善町 企画財政課 地域イントラ再整備工事 一円 町内公共施設27施設 270日 随意契約 その他 第１四半期

55 入善町 結婚・子育て応援課 桃李統合保育所（仮称）整備事業　舗装工事 椚山 アスファルト舗装4,300㎡ 90日 指名競争 舗装 第１四半期

56 入善町 結婚・子育て応援課 桃李統合保育所（仮称）整備事業　植栽工事 椚山 芝生335㎡、低木100ｍ 90日 指名競争 その他 第１四半期

57 入善町 元気わくわく健康課 健康交流プラザサンウェル　多目的ホール外壁塗装改修工事 上野 北・西面外壁334㎡、南面外壁123.7㎡ 60日 指名競争 その他 第２四半期

58 入善町 教育委員会事務局 入善中学校・入善西中学校　給食調理室空調設備設置工事 入膳 給食調理室空調設備設置一式 70日 指名競争 管 第１四半期

59 入善町 教育委員会事務局 入善町民会館公民館系統空調設備更新工事 入膳 個別空調設備設置一式 300日
制限付き
一般競争

管 第１四半期

60 入善町 教育委員会事務局 産業展示会館　集会室冷房機更新工事 上野 冷房機１基更新 90日 指名競争 管 第１四半期

61 入善町 教育委員会事務局 働く婦人の家　軽運動室外ＬＥＤ照明化工事 青木 照明ＬＥＤ化一式 90日 指名競争 電気 第１四半期

62 入善町 教育委員会事務局 小摺戸地区公民館　集会室外ＬＥＤ照明化工事 一宿 照明ＬＥＤ化一式 90日 指名競争 電気 第１四半期

63 入善町 教育委員会事務局 入善町中央公園ふれあい広場遊具新設工事 入膳 遊具新設一式 90日 指名競争 その他 第１四半期

64 日本下水道事業団 入善町入善浄化センター電気設備工事その１５ 富山県入善町 水運転操作 約18ヶ月 一般競争入札方式 電気設備(Ｂ) 第2四半期

日本下水道事業団　〔 令和 5 年 4 月 28 日　時点〕
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