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1 町道津幡29号線ほか区画線補修工事 津幡ほか 区画線工　L=9,000m 3ヶ月 塗装 第１四半期 指名競争

2 町道潟端7号線舗装補修工事 潟端
施工延長　L=140m
舗装工　A=500㎡

3ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

3 町道能瀬14号線舗装補修工事 能瀬
施工延長　L=130m
舗装工　A=900㎡

3ヶ月 舗装 第１四半期 指名競争

4 町道菩提寺１号線道路改良工事（Ｒ４） 種
施工延長　L=70m
道路改良工　L=70m

5ヶ月 土木 第１四半期 一般競争

5 町道上大田１号線ほか道路改良工事 上大田
施工延長　L=140m
道路改良工　L=140m

3ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

6 町道庄35号線道路改良工事（道整備）（Ｒ４） 庄
施工延長　L=115m
道路改良工　L=115m

4ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

7 町道浅田3号線道路改良工事（道整備）（Ｒ４） 浅田
施工延長　L=230m
道路改良工　L=230m

5ヶ月 土木 第１四半期 一般競争

8 町道南中条12号線道路改良工事（道整備）（Ｒ４） 南中条
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

9
町道南中条12号線道路照明施設等設置工事（道整
備）

南中条 道路照明施設設置等　N=1式 5ヶ月 電気 第１四半期 指名競争

10 町道上藤又大窪線(上藤又橋)鋼桁補修工事 上藤又
橋梁補修工　N=1橋
鋼桁架替工　Ｎ=2箇所

5ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

11 あがた公園鉄骨屋根塗装工事 加茂
塗装工事　A=122㎡
足場工　A=135㎡

3ヶ月 建築 第１四半期 指名競争

12 住吉公園整備工事（電気設備） 庄 電気設備工　N=1式 4ヶ月 電気 第１四半期 指名競争

13
町道津幡2号線道路改良工事（防災・安全）（Ｒ３補正
その２）

津幡
施工延長　L=20m
道路改良工　L=20m

3ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

14 住吉公園整備工事（駐車場基盤整備） 庄
土工　N=一式
路盤工　N=一式

4ヶ月 土木 第１四半期 一般競争

15 住吉公園整備工事（給排水） 庄
給水設備　N=一式
排水設備　N=一式

4ヶ月 管 第１四半期 指名競争

16 町道上藤又大窪線(上藤又橋)橋面ほか補修工事 上藤又
橋梁補修工　N=1橋
橋面防水工　Ａ=22㎡

4ヶ月 舗装 第２四半期 指名競争

17
町道潟端27号線(潟端第十一橋)橋梁補修工事(Ｒ３補
正)

潟端
橋梁補修工　N=1橋
塗装塗替工　Ａ=29㎡

5ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

18 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=336㎡

5ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

19 町道別所下中線(岩橋)鋼桁補修工事 下中
橋梁補修工　N=1橋
塗装塗替工　Ａ=40㎡

5ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

20 町道太田6号線ほか1路線舗装補修工事 太田
施工延長　L=380m
舗装工　A=1900㎡

3ヶ月 舗装 第２四半期 指名競争

21
町道太田舟橋線消雪設備（電気）設置工事（防災・安
全）

庄 消雪電気設備設置　N=式 4ヶ月 電気 第２四半期 指名競争

22
町道太田舟橋線消雪設備（機械）設置工事（防災・安
全）

庄 消雪機械設備設置　N=式 4ヶ月 機械 第２四半期 指名競争

23 町道太田舟橋線消雪配管設置工事（防災・安全） 庄
施工延長　L=200m
消雪配管工　L=200m

3ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

24
準用河川吉倉川
堆積土砂除去工事(緊急浚渫)

吉倉 堆積土砂除去工　V=1,100m3 5ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

25
準用河川総門川
堆積土砂除去工事(緊急浚渫)

津幡 堆積土砂除去工　V=1,000m3 5ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

26
準用河川藤又川
堆積土砂除去工事(緊急浚渫)

下藤又 堆積土砂除去工　V=2,000m3 5ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

27
越中坂地内急傾斜地
崩壊防止対策工事(緊急自然災害)

越中坂 急傾斜地崩壊防止対策　N=１式 6ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

28
町道津幡2号線道路改良工事（防災・安全）（Ｒ３補正
その３）

津幡
施工延長　L=200m
道路改良工　L=200m

4ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

29 住吉公園整備工事（駐車場新設） 庄
取壊工　N=一式　路盤工　N=一式
擁壁工　N=一式

4ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

30 住吉公園整備工事（排水施設２工区） 庄 側溝工　N=一式 ３ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

31 住吉公園整備工事（舗装） 庄 舗装工　N=一式 ３ヶ月 舗装 第３四半期 指名競争

1 林道高津線法面改良工事（道整備その２） 上河合・瓜生 N=3箇所　ΣL=30m 2ヶ月 とび土工 第１四半期 指名競争

2 河合谷宿泊体験交流施設空き家改修工事 下河合
建築工事N=1式　電気設備工事
N=1式　給排水設備工事N=1式

4ヶ月 建築 第１四半期 指名競争

3 倶利伽羅塾改修工事費 竹橋 室内機更新工事N=1式 3ヶ月 機械 第１四半期 指名競争

令　和　４　年　度　発　注　計　画　全　期
令和４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4年4月1日
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4
土地改良施設維持管理適正化事業
新舟橋排水機場主ポンプ修繕工事

舟橋 ポンプ分解整備工　N=1式 6ヶ月 機械 第２四半期 指名競争

5
土地改良施設維持管理適正化事業
上大田地区蛇豆池堆積土砂除去工事

上大田 土砂除去工　V=500m3 3ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

6
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（その２）

潟端 送水管　L=130ｍ 6ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

7
農村総合整備事業（条件改善型）
興津地区用水施設改修工事

興津 送水管　L=５00ｍ 5ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

8 林道高津線法面改良工事（道整備その３） 瓜生 N=3箇所　ΣL=50m 3ヶ月 とび土工 第２四半期 一般競争

9 河合谷宿泊体験交流施設親水施設整備工事 下河合 階段工W=10m 5ヶ月 土木 第３四半期 一般競争

1
津幡町公共下水道事業
第1処理分区管渠築造工事(その60)

太田 φ２００VＵ管布設工　Ｌ＝２０ｍ ３ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

2
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

杉瀬、 東荒屋 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

3
津幡町公共下水道事業（改築）
浄化ｾﾝﾀｰ塩素混和棟、管理棟電気設備更新工事

川尻 電気設備更新工　Ｎ＝１式 ２１ヶ月 電気 第１四半期 一般競争

4
老朽管更新事業
高区送水管布設替工事（その４）

七黒 φ１００送水管布設替工　L=３５０ｍ ４ヶ月 管 第１四半期 一般競争

5
老朽管更新事業
高区送水管布設替工事（その５）

七黒 φ１００送水管布設替工　L=３７０ｍ ４ヶ月 管 第１四半期 一般競争

6
老朽管更新事業
高区送水管布設替工事（その６）

七黒、吉倉 φ１００送水管布設替工　L=３６０ｍ ４ヶ月 管 第１四半期 一般競争

7
老朽管更新事業
中津幡橋水管橋更新工事

津幡、加賀爪 φ２５０水管橋更新　L=４６ｍ ６ヶ月 管 第１四半期 一般競争

8
津幡町公共下水道事業
第1処理分区管渠築造工事(その58)

太田 φ２００VＵ管布設工　Ｌ＝７０ｍ ３ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

9
津幡町公共下水道事業
第1処理分区管渠築造工事(その59)

太田 φ２００VＵ管布設工　Ｌ＝３５ｍ ３ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

10
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、中橋 Ａｓ舗装工　Ａ＝５２０㎡ ２ヶ月 舗装 第２四半期 指名競争

11
津幡町公共下水道事業
第10号幹線他ﾏﾝﾎｰﾙ耐震化工事(その1)

井上の荘、 川尻 MH耐震化　Ｎ＝１０人孔 ６ヶ月 土木 第２四半期 一般競争

12
農業集落排水事業（機能強化）
上大田地区機械・電気設備更新工事

上大田 機械・電気設備更新工　Ｎ＝１式 ６ヶ月 機械 第２四半期 指名競争

13
農業集落排水事業（機能強化）
興津地区機械・電気設備更新工事

興津 機械・電気設備更新工　Ｎ＝１式 ６ヶ月 機械 第２四半期 指名競争

14
老朽管更新事業
小熊・種地内配水管布設替工事（３工区）

種 φ１００配水管布設替工　L=４８０ｍ ４ヶ月 管 第２四半期 一般競争

15
老朽設備更新事業
高区第1送水ポンプ場電気機械設備更新工事

津幡 機械・電気設備更新工　Ｎ＝１式 ８ヶ月 機械 第２四半期 一般競争

1
笠野小学校
児童玄関扉改修工事

七野 児童玄関扉改修　一式 ２ヶ月 建築 第１四半期 指名競争

2
津幡中学校他２校
電気保安設備改修工事

加賀爪ほか 高圧ケーブル他改修　一式 ２ヶ月 電気 第１四半期 指名競争

3
中条小学校
空調設備整備工事

南中条 空調設備整備　一式 ３ヶ月 機械 第１四半期 指名競争

4
津幡中学校
空調設備整備工事

加賀爪 空調設備整備　一式 ３ヶ月 機械 第１四半期 一般競争

5
津幡南中学校
空調設備整備工事

南中条 空調設備整備　一式 ３ヶ月 機械 第１四半期 一般競争

6
中条小学校・条南小学校
防球ネット等改修工事

南中条・太田 防球ネット・フェンス改修　一式 ３ヶ月 土木 第２四半期 指名競争

1 条南公民館バルクタンク更新工事 太田 バルクタンク更新　N=1式 ２ヶ月 機械 第１四半期 指名競争

2 津幡運動公園スポーツホールエアコン更新工事 竹橋 エアコン設置　N=２台 ２ヶ月 機械 第２四半期 指名競争

3 総合体育館改修工事 加賀爪 総合体育館改修　N=1式 ６ヶ月 建築 第２四半期 指名競争

4 津幡運動公園テニスコート四阿改修工事 竹橋 四阿改修　N=1式 ３ヶ月 建築 第３四半期 指名競争

1 防火水槽撤去工事 加賀爪 公設防火水槽撤去 ３ヶ月 土木 第１四半期 指名競争

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

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

4 消防庁舎改修工事 加賀爪 仮眠室個室化、外壁防水改修等 ６ヶ月 建築 第２四半期 指名競争

5 防火水槽設置工事 刈安 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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