
部　名 課　　名 番号 工　　　　　事　　　　　名 工事箇所 工　　事　　概　　要 期間 種別 入札を行う時期
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1
町道川尻７号線(川尻水門橋)
上部工補修工事(補正)

川尻
橋梁補修工　N=1橋
断面修復工　Ｖ=0.2m3

６ヶ月 土木 第１四半期 一般競争

2
町道竹橋大坪線(萩野橋)
鋼桁補修工事(補正)

大坪・七野
橋梁補修工　N=1橋
塗装塗替工　Ａ=20.0㎡

６ヶ月 土木 第１四半期 一般競争

3
町道川尻２号線(新川橋)
伸縮装置補修工事

川尻
橋梁補修工　N=1橋
伸縮装置補修工　Ｌ=16.2ｍ

４ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

4
町道七野１２号線(閑野橋)
橋面補修工事

竹橋･七野
橋梁補修工　N=1橋
橋面防水工　Ａ=220㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

5 町道清水２６号線舗装補修工事(その２) 清水
施工延長　Ｌ=20ｍ
舗装工　Ａ=160㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

6 町道太田３号線舗装補修工事 太田
施工延長　Ｌ=200ｍ
舗装工　Ａ=800㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

7 町道能瀬２号線舗装補修工事 能瀬
施工延長　Ｌ=190ｍ
舗装工　Ａ=1,100㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

8
町道川尻７号線(川尻水門橋)
橋面補修工事(補正)

川尻
橋梁補修工　N=1橋
橋面防水工　Ａ=180㎡

３ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

9
町道七野１２号線(閑野橋)
伸縮装置補修工事

竹橋･七野
橋梁補修工　N=1橋
伸縮装置補修工　Ｌ=13.5ｍ

４ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

10
町道種５号線(河原橋)
橋面ほか補修工事

種
橋梁補修工　N=1橋
橋面防水工　Ａ=36.5㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

11 町道津幡７１号線舗装補修工事 津幡
施工延長　Ｌ=60ｍ
舗装工　Ａ=480㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

12
町道潟端７号線ほか１路線
舗装補修工事

潟端･太田
施工延長　Ｌ=240ｍ
舗装工　Ａ=720㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

13 町道庄３５号線舗装補修工事(その２) 庄
施工延長　Ｌ=100ｍ
舗装工　Ａ=600㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

14 町道太田舟橋線舗装補修工事(その３) 太田
施工延長　Ｌ=400ｍ
舗装工　Ａ=3,200㎡

４ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

15 町道潟端５号線ほか区画線補修工事 潟端ほか 区画線工　L=8,950m ３ヶ月 塗装 第１四半期 指名競争

16 津幡町住吉公園温水プール建設工事（建築） 庄
建築工事一式　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一
部鉄骨造2階建、延床面積3,387.17
㎡

20ヶ月 建築 第１四半期 一般競争

17 津幡町住吉公園温水プール建設工事（電気設備） 庄
電気設備工事一式　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造一部鉄骨造2階建、延床面積
3,387.17㎡

20ヶ月 電気 第１四半期 一般競争

18 津幡町住吉公園温水プール建設工事（空調設備） 庄
空調設備工事一式　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造一部鉄骨造2階建、延床面積
3,387.17㎡

20ヶ月 機械 第１四半期 一般競争

19
津幡町住吉公園温水プール建設工事（給排水衛生設
備）

庄
給排水衛生設備工事一式　鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造2階建、延床面
積3,387.17㎡

20ヶ月 機械 第１四半期 一般競争

20 町道菩提寺１号線道路改良工事（Ｒ２その２） 種
施工延長　Ｌ＝４０ｍ
道路改良工　Ｌ＝４０ｍ

４ヶ月 土木 第１四半期 一般競争

21 町道庄３５号線道路改良工事（その１）（道整備） 庄
施工延長　Ｌ＝６０ｍ
道路改良工　Ｌ＝６０ｍ

５ヶ月 土木 第１四半期 一般競争

22 町道上大田１号線ほか道路改良工事 上大田
施工延長　Ｌ＝１３０ｍ
道路改良工　Ｌ＝１３０ｍ

３ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

23 町道鳥屋尾市谷線ほか道路改良工事 市谷
施工延長　Ｌ＝２００ｍ
道路改良工　Ｌ＝２００ｍ

３ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

24
町道川尻２号線(新川橋)
鋼桁補修工事

川尻
橋梁補修工　N=1橋
塗装塗替工　Ａ=360㎡

６ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

25
町道七野１２号線(閑野橋)
鋼桁補修工事

竹橋･七野
橋梁補修工　N=1橋
塗装塗替工　Ａ=20㎡

６ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

26
町道種５号線(河原橋)
鋼桁補修工事

種
橋梁補修工　N=1橋
塗装塗替工　Ａ=60㎡

６ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

27 準用河川明神川堆積土砂除去工事（緊急浚渫） 明神ほか 土砂除去工　Ｌ＝１，０００ｍ ４ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

28 準用河川刈安川堆積土砂除去工事（緊急浚渫） 刈安ほか 土砂除去工　Ｌ＝２，５００ｍ ４ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

29 準用河川笠野川堆積土砂除去工事（緊急浚渫） 鳥越ほか 土砂除去工　Ｌ＝２，５５０ｍ ４ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

30 準用河川八反田川堆積土砂除去工事（緊急浚渫） 庄 土砂除去工　Ｌ＝３２０ｍ ４ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

31 住吉公園整備工事 庄
公園整備工事　一式
調整池、駐車場、ﾌｪﾝｽ

6ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

32 町道竹橋倶利伽羅線道路改良工事（その３） 上藤又
施工延長　Ｌ＝４００ｍ
舗装工　Ｌ＝４００ｍ

３ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

33 町道菩提寺１号線道路改良工事（Ｒ３） 種
施工延長　Ｌ＝１００ｍ
道路改良工　Ｌ＝１００ｍ

５ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

34 町道庄３５号線道路改良工事（その２）（道整備） 庄
施工延長　Ｌ＝３０ｍ
道路改良工　Ｌ＝３０ｍ

３ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

令　和　３　年　度　発　注　計　画　全　期
令和３年度中に発注を予定している予定価格１３０万円以上の公共工事について公表しています。 令和3年4月1日
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令　和　３　年　度　発　注　計　画　全　期
令和３年度中に発注を予定している予定価格１３０万円以上の公共工事について公表しています。 令和3年4月1日

1
河合谷宿泊体験交流施設
周辺整備工事（バーベキュー棟）

下河合 バーベキュー施設　N=１棟 3か月 建築 第１四半期 指名競争

2
河合谷宿泊体験交流施設
周辺整備工事（炭焼き小屋）

下河合 炭焼き小屋　N=１棟 3か月 建築 第１四半期 指名競争

3
河合谷宿泊体験交流施設
周辺整備工事（果樹園）

下河合 散策道整備　植樹 4か月 造園 第１四半期 指名競争

4
土地改良施設維持管理適正化事業
下中・下藤又地区用水路改修工事

下中・下藤又 N=6箇所　ΣL=350m 5か月 土木 第３四半期 指名競争

5
農村総合整備事業（条件改善型）
潟端第４地区用水施設改修工事

潟端 用水路　L=400ｍ 5か月 土木 第３四半期 指名競争

6
農村総合整備事業（条件改善型）
興津地区芹谷池改修工事

興津 堤体改修工　一式 5か月 土木 第３四半期 指名競争

7 林道高津線法面改良工事（道整備） 上河合・瓜生 N=6箇所　ΣL=80m 5か月 とび土工 第３四半期 指名競争

1
津幡町公共下水道事業
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場遠方監視ｼｽﾃﾑ更新工事

東荒屋他 遠方監視装置更新工　Ｎ＝４箇所 ５ヶ月 電気 第１四半期 指名競争

2
農業集落排水事業
遠方監視システム更新工事

富田他 遠方監視装置更新工　Ｎ＝６箇所 ５ヶ月 電気 第１四半期 一般競争

3
津幡町公共下水道事業（改築）
浄化ｾﾝﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ棟機械設備更新工事

川尻 ポンプ等更新工　Ｎ＝１式 ６ヶ月 機械 第１四半期 一般競争

4
津幡町公共下水道事業（改築）
浄化ｾﾝﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ棟電気設備更新工事

川尻 ｼｰｹﾝｻ盤等更新工　Ｎ＝１式 ８ヶ月 電気 第１四半期 一般競争

5
津幡町公共下水道事業（改築）
浄化ｾﾝﾀｰ汚泥濃縮棟機械設備更新工事

川尻 攪拌機更新工　Ｎ＝１式 ６ヶ月 機械 第１四半期 一般競争

6
津幡町公共下水道事業（改築）
浄化ｾﾝﾀｰ汚泥濃縮棟電気設備更新工事

川尻 ｼｰｹﾝｻ盤等更新工　Ｎ＝１式 ８ヶ月 電気 第１四半期 指名競争

7
老朽管更新事業
庄地内舗装本復旧工事

庄 Ａｓ舗装工　Ａ＝１,５００㎡ ３ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

8
老朽管更新事業
津幡地内舗装本復旧工事

津幡 Ａｓ舗装工　Ａ＝６６０㎡ ３ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

9
津幡町公共下水道事業
第7処理分区舗装本復旧工事

津幡 Ａｓ舗装工　Ａ＝３，３４０㎡ ３ヶ月 舗装 第２四半期 一般競争

10
津幡町公共下水道事業
第6処理分区舗装本復旧工事

明神・ 井野河内 Ａｓ舗装工　Ａ＝５，６００㎡ ３ヶ月 舗装 第２四半期 一般競争

11
津幡町公共下水道事業
第10処理分区管渠築造工事(その16)

中橋 φ１５０VＵ管布設工　Ｌ＝１００ｍ ４ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

12
津幡町公共下水道事業
第9号幹線他ﾏﾝﾎｰﾙ耐震化工事(その5)

加賀爪 MH耐震化　Ｎ＝１０人孔 ６ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

13
老朽管更新事業
高区送水管布設替工事（その2）

津幡他
１５０ｍｍ配水管布設替工
GXDIP　L=７１０ｍ

４ヶ月 管 第２四半期 一般競争

14
老朽管更新事業
興津・種地内配水管布設替工事（1工区）

興津・種
１００ｍｍ配水管布設替工
HPPE　L=６６０ｍ

４ヶ月 管 第２四半期 一般競争

15
老朽管更新事業
興津・種地内配水管布設替工事（2工区）

興津・種
１００ｍｍ配水管布設替工
HPPE　L=３１０ｍ

４ヶ月 管 第２四半期 一般競争

16
老朽管更新事業
谷内向橋水管橋布設替工事

御門
１５０ｍｍ配水管布設替工
SUS　L=３３ｍ

４ヶ月 管 第２四半期 一般競争

総
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監理課 1 津幡町新庁舎・福祉センター整備工事（外構工事） 加賀爪
新庁舎付帯施設新設・改修及び駐
車場等外構整備　一式

４ヶ月 建築 第１四半期 一般競争

1 井上小学校児童玄関扉改修工事 井上の荘 児童玄関改修　Ｎ＝４箇所 ２カ月 建築 第１四半期 指名競争

2 刈安小学校 プールろ過材入れ替え工事 刈安 ろ過材入替　Ｎ＝一式 ２ヶ月 機械 第1四半期 指名競争

3 井上小学校 プールろ過材入れ替え工事 井上の荘 ろ過材入替　Ｎ＝一式 ２ヶ月 機械 第1四半期 指名競争

4 津幡中学校 プールろ過材入れ替え工事 加賀爪 ろ過材入替　Ｎ＝一式 ２ヶ月 機械 第1四半期 指名競争

1 分団車庫改修工事 蓮花寺 外壁改修工事 ３ヶ月 建築 第２四半期 指名競争

2 分団車庫改修工事 下河合 外壁改修工事 ３ヶ月 建築 第２四半期 指名競争

3 消防庁舎改修工事 加賀爪 電源設備改修工事 ３ヶ月 電気 第２四半期 指名競争

4 防火水槽設置工事 能瀬 ４０㎥鋼製Ⅱ型防火水槽新設 ４ヶ月 土木 第３四半期 指名競争

5 防火水槽設置工事 南横根 ４０㎥鋼製Ⅱ型防火水槽新設 ４ヶ月 土木 第３四半期 指名競争
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