
工事種別

工事の業種

1 国土交通省北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その3) 石川県金沢市金石海原
土質改良約16,000m3、土砂運搬約16,000m3
工事発注規模：1億5,000万円以上2億5,000万円未満、
総合評価落札方式

約4ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第2四半期

2 国土交通省北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その4) 石川県金沢市金石海原

土質改良約14,000m3、土砂運搬約14,,000m3、復旧工1
式
工事発注規模：1億5,000万円以上2億5,000万円未満、
総合評価落札方式

約5ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第3四半期

3 国土交通省北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波・被覆工事 石川県金沢市金石海原地内

消波ブロック製作（65t型）約130個
被覆ブロック製作（6t型）約230個
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート（21-8-40）約3,700m3
コンクリート（18-8-40）約600m3
工事発注規模：1億5,000万円以上2億5,000万円未満、
総合評価落札方式

約5ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第2四半期

4 国土交通省北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波工事 石川県金沢市金石海原地内

消波ブロック製作（65t型）約160個
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート（21-8-40）約4,500m3
工事発注規模：1億5,000万円以上2億5,000万円未満、
総合評価落札方式

約5ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第2四半期

5 国土交通省北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事 石川県金沢市大野町地先

基礎工約60m、被覆工約60m（被覆ブロック6t型、約660
個）、消波工（消波ブロック65t型、約340個）約60m、付工
1式
(主要建設資材需要見込み量)
捨石(30～200kg/個)約1,200m3
捨石(200～500kg/個)約3,500m3
工事発注規模：1億5,000万円以上2億5,000万円未満、
総合評価落札方式

約8ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第4四半期

6 石川県 土木部 金沢港湾事務所 金沢港 改修（統合補助）工事（無量寺岸壁補修工） 金沢市無量寺町　地内 【土日おやすみモデル工事】防食工N＝１式 120日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期

7 石川県 土木部 金沢港湾事務所
金沢港 県単港湾修繕工事（転落防止柵補修工）（余裕期間対
象工事）

金沢市大野町４丁目　地内
【土日おやすみモデル工事】転落防止柵補修工Ｌ＝１５０
m

180日間 指名競争 とび・土工・コンクリート工事 第２四半期 追加

8 石川県 土木部 金沢港湾事務所 金沢港 県単航路泊地安全対策工事（浚渫工その１） 金沢市戸水町～五郎島町　地先 【土日おやすみモデル工事】浚渫工Ｖ＝２，５００ｍ３ 120日間 指名競争 しゅんせつ工事 第３四半期 追加

9 石川県 土木部 金沢港湾事務所 金沢港 県単航路泊地安全対策工事（浚渫工その２） 金沢市戸水町～五郎島町　地先 【土日おやすみモデル工事】浚渫工Ｖ＝２，５００ｍ３ 120日間 指名競争 しゅんせつ工事 第３四半期 追加

10 石川県 土木部 金沢港湾事務所 金沢港 県単航路泊地安全対策工事（土砂処分工その１） 金沢市御供田町　地内 【土日おやすみモデル工事】土砂処分工Ｖ＝２，５００ｍ３ 120日間 指名競争 土木一式工事 第３四半期 追加

11 石川県 土木部 金沢港湾事務所 金沢港 県単航路泊地安全対策工事（土砂処分工その２） 金沢市御供田町　地内 【土日おやすみモデル工事】土砂処分工Ｖ＝２，５００ｍ３ 120日間 指名競争 土木一式工事 第３四半期 追加

12 石川県 土木部 営繕課 金沢港湾ふ頭Ｂゲート警備室建設等工事（建築） 金沢市戸水町　地内
【土日おやすみモデル工事】Ｗ１階　新築　延床面積１０
ｍ２

120日間 指名競争 建築一式工事 第３四半期 変更（内容・時期）

13 石川県 土木部 営繕課 金沢港湾ふ頭Ｂゲート警備室建設等工事（機械設備） 金沢市戸水町　地内
【土日おやすみモデル工事】Ｗ１階　新築　延床面積１０
ｍ２

120日間 指名競争 管工事 第３四半期 変更（内容・時期）

石川県　〔 7月　時点〕

国土交通省 北陸地方整備局　〔 7月 1日　時点〕

石川県金沢市内における工事の発注見通し

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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工事種別

工事の業種

14 石川県 土木部 七尾港湾事務所 七尾港浚渫土砂埋立護岸整備（北護岸）工事（護岸工） 七尾市大田町　地先 【土日おやすみモデル工事】護岸工　Ｌ＝４５ｍ 150日間 一般競争 土木一式工事 第２四半期 追加

15 石川県 土木部 七尾港湾事務所 七尾港浚渫土砂埋立護岸整備（東側水路）工事（上部工） 七尾市大田町　地先 【土日おやすみモデル工事】護岸工上部工　Ｌ＝１5０ｍ 180日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 変更（時期）

16 石川県 土木部 七尾港湾事務所 七尾港県単埋立地整備工事（土砂受入工） 七尾市大田町　地先 【土日おやすみモデル工事】土砂受入工　Ｎ＝１式 180日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 変更（時期）

17 石川県 土木部 七尾港湾事務所 七尾港海岸堤防等老朽化対策緊急工事（三室工区） 七尾市三室町　地内 【土日おやすみモデル工事】護岸補修工　Ｌ＝２００ｍ 180日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 変更（時期）

18 石川県 土木部 七尾港湾事務所 七尾港県単埋立地整備工事（土砂受入工）（その２） 七尾市大田町　地先 【土日おやすみモデル工事】土砂受入工　Ｎ＝１式 180日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 追加

19 石川県 土木部 七尾港湾事務所
七尾港ふ頭用地整備（大田西）工事（舗装工）（余裕期間対象
工事）

七尾市大田町　地内
【土日おやすみモデル工事】アスファルト舗装工　Ａ＝７
００ｍ２

150日間 指名競争 舗装工事 第２四半期 追加

20 石川県 土木部 七尾港湾事務所 七尾港県単港湾修繕（長寿命化対策）工事 七尾市府中町　地内 【土日おやすみモデル工事】護岸補修工　Ｎ＝１式 150日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 追加

工事種別

工事の業種

21 国土交通省北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 小松空港エプロン新設外1件工事 石川県小松市浮柳町小松空港内

プレキャストＰＣ版舗装工約2,300m2
コンクリート舗装工約2,700m2
アスファルト舗装工約6,300m2
(主要建設資材需要見込み量)
プレキャストＰＣ版（B2,490mm☓L12,540mm☓H240mm）
12枚
プレキャストＰＣ版（B2,490mm☓L14,990mm☓H240mm）
48枚
コンクリート（曲げ5.0-2.5-40）約900m3
アスファルト約2,000t
工事発注規模：2億5,000万円以上6億9,000万円未満、
総合評価落札方式

約7ヶ月 一般競争入札 空港等舗装工事 第2四半期
第２四半期追加
案件

工事種別

工事の業種

22 石川県 土木部 奥能登土木総合事務所 輪島港 改修（統合補助）（桟橋（－３．０ｍ）（改良））工事 輪島市輪島崎町　地内 【土日おやすみモデル工事】本体杭補修工Ｎ＝16本 180日間 一般競争 土木一式工事 第２四半期

石川県　〔 7月　時点〕

国土交通省 北陸地方整備局　〔 7月 1日　時点〕

石川県輪島市内における工事の発注見通し

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 入札予定時期 備考

石川県　〔 7月　時点〕

石川県小松市内における工事の発注見通し

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 入札予定時期 備考

石川県七尾市内における工事の発注見通し

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 入札予定時期 備考

2 / 3 



工事種別

工事の業種

23 石川県 土木部 奥能登土木総合事務所 飯田港　改修（統合補助）工事（さん橋補修工その２） 珠洲市飯田町　地内 【土日おやすみモデル工事】上部取壊し工　Ｎ=1式 150日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 変更（内容）

24 石川県 土木部 奥能登土木総合事務所 飯田港　県単港湾修繕（長寿命化対策）工事 珠洲市飯田町　地先 【土日おやすみモデル工事】鋼矢板護岸補修工　Ｎ=1式 150日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 追加

工事種別

工事の業種

25 石川県 土木部 奥能登土木総合事務所
宇出津港 改修（統合補助）（物揚場（－３．０ｍ）（改良））工事
（余裕期間対象工事）

能登町字宇出津　地内 【土日おやすみモデル工事】本体矢板工Ｎ＝１式 150日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期 変更（内容）

26 石川県 土木部 奥能登土木総合事務所 小木港　海岸堤防等老朽化対策緊急工事（護岸工） 能登町字小木　地内 【土日おやすみモデル工事】護岸工L＝25m 120日間 指名競争 土木一式工事 第２四半期

石川県　〔 7月　時点〕

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し

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 入札予定時期 備考

石川県　〔 7月　時点〕

石川県珠洲市内における工事の発注見通し

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 入札予定時期 備考
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