
工事種別

工事の業種

1 国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所
伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事(その
2)

富山市東岩瀬町字海岸通地内

撤去工1式、土工1式、上部工1式(上床版製作24枚)
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート(24-12-25(20))約200m3
工事発注規模：9,000万円以上1億5,000万円未満、総合
評価落札方式

約6ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第4四半期

2 富山県 営繕課
伏木富山港（富山地区）県単独港湾改良岩瀬船だまり桟橋防
暑施設新築工事

富山市岩瀬天神町 防暑施設（S-1、586㎡）の新築 約８ヶ月 条件付一般 一般建築 第２四半期

3 富山県 営繕課
伏木富山港（富山地区）県単独港湾改良岩瀬船だまり桟橋防
暑施設海水取水設備工事

富山市岩瀬天神町
防暑施設（S-1、586㎡）新築に伴う配管設備及び海水取
水ポンプの設置

約６ヶ月 条件付一般 給排水衛生設備 第２四半期

4 富山県 富山港事務所 公害防止対策　覆砂その１ 富山市中島２丁目外 覆砂工　L=100m 約６ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期

5 富山県 富山港事務所 公害防止対策　覆砂その２ 富山市中島２丁目外 覆砂工　L=100m 約６ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期

6 富山県 富山港事務所
港湾総合交付金　富岩運河緑地
照明

富山市蓮町１丁目 照明設備設置　N=1式 約６ヶ月 指名 電気設備 第２四半期

7 富山県 富山港事務所
港湾総合交付金　富岩運河緑地
通路整備

富山市千原崎１丁目 通路工　L=100m 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期

8 富山県 富山港事務所
港湾総合交付金　住友運河緑地
舗装

富山市蓮町３丁目外 舗装　A=800m2 約５ヶ月 指名 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 第２四半期

9 富山県 富山港事務所
港湾総合交付金　住友運河緑地
照明設備整備

富山市蓮町３丁目外 照明設備設置　N=1式 約６ヶ月 指名 電気設備 第２四半期 修正

10 富山県 富山港事務所
港湾総合交付金　住友運河緑地
通路整備

富山市犬島２丁目
通路整備　N=1式
境界工　L=100m

約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期

11 富山県 富山港事務所
港湾総合交付金　富岩運河
護岸改修

富山市千原崎
埋戻工　L=100m
上部工　L=130m

約６ヶ月 指名 一般土木 第２四半期 修正

12 富山県 富山港事務所 港湾総合交付金　米田緑地護岸改修 富山市蓮町５丁目 護岸工　L=180m 約６ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期 分割検討中

13 富山県 富山港事務所
県単独港湾運河維持修繕
簡易航路標識設置

富山市岩瀬天神町 灯浮標修繕　N=1基 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期

14 富山県 富山港事務所
県単独港湾運河維持修繕
公共船物揚場護岸補修

富山市岩瀬諏訪町 護岸工　L=20m 約４ヶ月 指名 一般土木 第２四半期

国土交通省 北陸地方整備局　〔 7月 1日　時点〕

富山県富山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

富山県　〔 7月　時点〕
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工事の業種

15 国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所
伏木富山港(新湊地区)岸壁(-14m)(中央2号)(改良)築造外1件
工事

射水市奈呉の江地先
高岡市伏木港内

岸壁(-14m)(中央2号)
撤去工1式、裏埋工約1,500m3、上部工約60m、付属工1
式(海側ｸﾚｰﾝﾚｰﾙ基礎36本、陸側クレー基礎約100m、
係船曲柱2基、防舷材4基、梯子1基）、舗装工約60m、付
属工1式
岸壁(-7.5m)(左岸)
撤去工1式、舗装工約70m
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート(30-12-25)約500m3、コンクリート(24-12-25)
約50m3、コンクリート(曲げ4.5-2.5-40)約550m3、鋼管杭
(φ700mm、t=9～19mm、Lg=24.5～25.4m)36本、セメント
(高炉B)約250t
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 港湾土木工事 第2四半期

16 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金第一水面貯木場緑地
護岸工その２工事

高岡市
石丸

護岸工　1式 約５ケ月 条件付一般
一般
土木

第4四半期

17 富山県 伏木港事務所 伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋上部工補修工事 高岡市荻布地内
ひび割れ補修工　１式
断面修復工　１式

約５ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期

18 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋伸縮装置補修工
事

高岡市伏木１丁目地内
伸縮装置補修　N=2カ所
伸縮装置止水　N=1カ所

約５ヶ月 条件付き一般 一般土木 第２四半期

19 富山県 伏木港事務所 伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋耐震補強工事 高岡市荻布地内 PCケーブル連結　N=24本 約５ヶ月 条件付き一般 一般土木 第３四半期

20 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金臨港道路１号線落下
防止柵補修工事

高岡市伏木１丁目地内 落下防止柵補修工　L=50m 約４ヶ月 指名 防護柵 第２四半期

21 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金伏木港陸橋落下防止
柵補修工事

高岡市伏木錦町外地内 落下物防止柵取替　L=69m 約５ヶ月 指名 防護柵 第２四半期

22 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金伏木港陸橋再塗装工
事

高岡市伏木国府地内 再塗装　A=160㎡ 約４ヶ月 指名 塗装（道路標示含む） 第２四半期

23 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋橋面舗装補修工
事

高岡市伏木1丁目外地内
舗装工　A=700㎡
橋面防水　A=700㎡

約３ヶ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期

工事種別

工事の業種

24 富山県 新川土木センター 魚津港（南地区）港湾総合交付金北防波堤ブロック据付工 魚津市上口及び寿町 異型ブロック据付　N=400個 約5ヶ月 条件付一般 一般土木 第2四半期

25 富山県 新川土木センター 魚津港（南地区）港湾総合交付金北防波堤嵩上工 魚津市上口 上部工嵩上L=80ｍ 約3ヶ月 条件付一般 一般土木 第2四半期

26 富山県 新川土木センター 魚津海岸（道下地区）海岸総合交付金ネットワークカメラ設置 魚津市仏田外 カメラ１式 約5ヶ月 指名 電気設備 第2四半期

富山県高岡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

国土交通省 北陸地方整備局　〔 7月 1日　時点〕

富山県　〔 7月　時点〕

富山県魚津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

富山県　〔 7月　時点〕

2 / 3 



工事種別

工事の業種

27 国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事(その2) 射水市越の潟町伏木富山港湾事務所作業基地

消波工（消波ブロック40t型、約180個）
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート(21-8-40)約2,900m3
工事発注規模：9,000万円以上1億5,000万円未満、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

28 国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事(その3) 射水市片口地内

消波工（消波ブロック40t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2,600m3
工事発注規模：9,000万円以上1億5,000万円未満、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

29 国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港(新湊地区)泊地(-14m)仮設工事 射水市七美地先

仮設工約240m(鋼矢板打設)
(主要建設資材需要見込み量)
鋼矢板(SP-45H型、SYW295、Lg=13m)約270枚
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6ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第3四半期

30 国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所
伏木富山港(新湊地区)岸壁(-14m)(中央2号)(改良)築造外1件
工事

射水市奈呉の江地先
高岡市伏木港内

岸壁(-14m)(中央2号)
撤去工1式、裏埋工約1,500m3、上部工約60m、付属工1
式(海側ｸﾚｰﾝﾚｰﾙ基礎36本、陸側クレー基礎約100m、
係船曲柱2基、防舷材4基、梯子1基）、舗装工約60m、付
属工1式
岸壁(-7.5m)(左岸)
撤去工1式、舗装工約70m
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート(30-12-25)約500m3、コンクリート(24-12-25)
約50m3、コンクリート(曲げ4.5-2.5-40)約550m3、鋼管杭
(φ700mm、t=9～19mm、Lg=24.5～25.4m)36本、セメント
(高炉B)約250t
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 港湾土木工事 第2四半期

31 富山県 高岡土木センター
伏木富山港海岸（新湊地区） 港湾海岸総合交付金 環境整備
離岸堤撤去工事

射水市海老江 離岸堤撤去　L=50m 約４ヶ月 指名 一般土木 第３四半期 修正

32 富山県 高岡土木センター
伏木富山港（新湊地区） 臨港道路東線 港湾総合交付金 防護
柵設置工事

射水市西高木外 防護柵工　L=120ｍ 約４ヶ月 指名 防護柵 第３四半期 追加

33 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾運河維持修繕
西埋立地西護岸補修工事

射水市
海王町

護岸補修　1式 約2ケ月 指名
とび・
土木

第2四半期 追加

34 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金東ふ頭保安柵設置工
事

射水市
新堀外

保安柵　L=370ｍ 約４か月 指名 防護柵 第2四半期

35 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾運河維持修繕東ふ頭照明
灯移設工事

射水市新堀外 照明灯撤去9基、再設置6基 約４ケ月 指名
電気
設備

第2四半期

36 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）県単独港湾改良整備中野整理場護岸
工工事

射水市
七美中野

護岸工　1式 約５ケ月 条件付一般
一般
土木

第2四半期 修正

37 富山県 富山新港管理局
伏木富山港（新湊地区）荷役機械建設国際物流ターミナル荷
役機械（NC-1）更新工事

射水市
越の潟町

荷役機械更新　1基 約23ケ月 条件付一般
水処理
装置

第2四半期 追加

38 富山県 伏木港事務所
伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金臨港道路２号線舗装
その３工事

射水市庄西町１丁目地内 舗装工　A=1,400m2 約３ヶ月 指名 アスファルト舗装 第２四半期 追加

国土交通省 北陸地方整備局　〔 7月 1日　時点〕

富山県　〔 7月　時点〕

富山県射水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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