
令 和 ３ 年 度 　輪 島 市 工 事 等 の 発 注 予 定

NO. 担当課 工　事　・　業　務　名 場　所 工　　事　・　業　　務　　内　　容 工種 発注方法
時期

(四半期)
備考1 備考2

1 農林水産課 令和３年度　剱地漁港浚渫工事 門前町剱地 浚渫工　V=300m3 土木 60 日間 指名 1 発注済

2 令和３年度　松くい虫伐倒駆除（春）業務 町野町大川外 伐倒駆除（くん蒸）V=25m3 その他 50 日間 指名 1 発注済

3 令和３年度　林道橋梁定期点検業務 深見町外 橋梁定期点検　N=14橋 その他 100 日間 指名 1 発注済

4 令和３年度　林道高洲線 橋梁補修設計業務 久手川町 橋梁補修設計　N=1橋 その他 120 日間 指名 1 発注済

5 令和３年度　林道大箱鉢伏線線 橋梁補修設計業務 深見町 橋梁補修設計　N=1橋 その他 120 日間 指名 1 発注済

6 令和３年度　光浦漁港機能保全工事 光浦町 防波堤改修　L=10.5m 土木 90 日間 一般 3 発注済

7 令和３年度　林道大箱鉢伏線 橋梁補修工事 深見町 断面修復工：N=1式、表面被覆工：N=1式 土木 90 日間 指名 2 発注済

8 令和３年度　林道美谷線 法面改良工事 美谷町 法枠工：A=150㎡ とび・土工 90 日間 指名 2 発注済

9 令和３年度　団体営一般農道整備事業　杉平・洲衛線１号線　仁行橋　橋梁補修工事 三井町仁行 ひび割れ補修：N=1式 土木 120 日間 一般 2 発注済

10 令和３年度　団体営一般農道整備事業　杉平・洲衛線２号線　石休場橋　橋梁補修工事 石休場町 排水管補修：N=1式 土木 60 日間 指名 2 発注済

11 令和３年度　光浦漁港機能保全工事実施設計業務 光浦町 実施設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

12 令和３年災　吉浦地区船溜災害復旧工事 門前町吉浦 防波堤復旧工：L=8.1m 土木 90 日間 指名 2 発注済

13 令和３年災　上大沢地区船溜災害復旧工事 上大沢町 物揚場復旧工：L=17.2m 土木 60 日間 指名 2 発注済

14 令和３年度　公有林整備事業　間伐業務 縄又町外
間伐面積：A=12ha
森林作業道延長：L=500m

その他 120 日間 指名 2 発注済

15 令和３年度　森林経営管理間伐業務 長井町外 間伐面積：A=27.88ha その他 120 日間 指名 2 発注済

16 令和３年度　松くい虫伐倒駆除（秋）業務 門前町池田 伐倒駆除（くん蒸）：V=50m3 その他 60 日間 指名 3 発注済

17 令和３年度　松くい虫防除（樹幹注入）業務 門前町北川 薬剤本数：N=800本 その他 60 日間 指名 3 発注済

18 令和３年度　林地台帳附図作成業務 輪島市内 林地台帳図作成業務：N=1式 その他 90 日間 指名 4 変更

19 令和３年度　名舟漁港浚渫工事 名舟町地先 浚渫工：V=1,000m3 その他 60 日間 指名 4 追加

20 令和３年度　森林経営管理間伐業務その２ 深見町外 間伐面積：A=20ha その他 60 日間 指名 4 追加

1 土木課 市道中段２号線　法面対策工事 中段町 施工延長：L=20m 土木 100 日間 指名 3 発注済

2 市道興徳寺９号線　法面対策工事 三井町興徳寺 施工延長：L=20m とび・土工 60 日間 指名 3 取消

3 市道市ノ瀬２号線　道路改良工事 市ノ瀬町 施工延長：L=45m、排水工：L=45m、舗装工：A=45㎡ 土木 60 日間 指名 2 発注済

4 市道深見２号線　法面対策工事 深見町 施工延長：L=90m、落石防護柵工：L=50m、転落防止柵工：L=40m とび・土工 120 日間 一般 3 発注済

5 市道塚田実校線　法面対策工事 塚田町 施工延長：L=20m、吹付法枠工：A=200㎡、鉄筋挿入工：N=80箇所 とび・土工 120 日間 一般 2 発注済

6 市道名舟尊利地線　道路整備工事 名舟町
施工延長：L=307m、法面工：A=4852㎡、排水工：L=582m、
路盤工：A=1160㎡、連続繊維補強土工：A=840㎡

土木 210 日間 一般 2 発注済

7 市道佐野１号線　道路改良工事 町野町佐野 施工延長:L=50m、法面工：A=200㎡ 土木 60 日間 指名 2 発注済

8 市道内屋貝吹線　道路改良工事 三井町内屋
施行延長：L=40m、法面工：A＝451㎡、路盤工：A=40㎡、
水路工：L=34m、取壊し工：V=1㎥

土木 60 日間 指名 2 発注済

9 県単急傾斜地崩壊対策工事　宅田地区 宅田町 施工延長：L=150m とび・土工 120 日間 一般 2 発注済

10 県単急傾斜地崩壊対策工事　小峰山地区 河井町 施工延長：L=30m とび・土工 120 日間 一般 2 発注済

11 市道大野１号線　道路改良工事 大野町 施工延長：L=30m、法面工：A=250㎡ 土木 60 日間 指名 3 発注済

12 市道金蔵北円山線　舗装新設工事　その１ 町野町徳成
施工延長：L=250m、表層工：A=808㎡、
上層路盤工：A=883㎡、排水工：L=15ｍ

舗装 90 日間 指名 2 発注済

13 市道川西桶戸線　舗装改修工事 町野町井面 施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 50 日間 指名 4 変更

14 市道大久保１号線　舗装改修工事 町野町寺山 施行延長：L=60m、舗装工：A=230㎡ 舗装 40 日間 指名 3 取消

15 市道敷戸東大野線　舗装改修工事 町野町敷戸 施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 50 日間 指名 4 変更

16 市道小田屋東山里線　舗装改修工事 町野町東山 施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 50 日間 指名 4 変更

17 市道青葉ヶ丘１号線　道路改良工事 河井町 施工延長：L=180m 土木 180 日間 指名 2 発注済

18 市道市役所前通線　上新橋　橋梁補修工事 二ツ屋町 耐震補強工：N=1式、仮設工：N=1式 土木 180 日間 一般 2 発注済

19 市道内屋貝吹線　舗装工事 三井町内屋 施工延長：L=200m、舗装工：A=169㎡、区画線工：L=400m 舗装 30 日間 指名 2 発注済

20 普通河川　田長川　河川災害防止工事 町野町川西
施工延長：L=20m、ブロック積工：A=80㎡、
護床工：N=1式

土木 90 日間 指名 3 発注済

21 普通河川　塚田川　河道掘削工事 久手川町 掘削・処分・運搬工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 発注済

22 普通河川　市ノ坂川　河道掘削工事 三井町市ノ坂 掘削・処分・運搬工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 取消

23 普通河川　内屋川　河道掘削工事 三井町市ノ坂 掘削・処分・運搬工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 発注済

24 普通河川　小田屋川　河道掘削工事 小田屋町 掘削・処分・運搬工：N=1式 土木 60 日間 指名 4 変更

25 普通河川　田長川　河道掘削工事 町野町川西 掘削・処分・運搬工：N=1式 土木 60 日間 指名 4 変更

26 市道大沢３号線　大沢橋　橋梁補修工事 大沢町
施行延長：L=12m、断面補修工：N=1式、ひび割注入
工：N=1式

土木 100 日間 指名 2 発注済

27 市道大沢１号線　測量調査設計業務 大沢町 測量：N=1式、調査：N=1式、設計：N=1式 その他 100 日間 指名 2 発注済

28 市道洲衛与呂見線　法面対策工事 三井町洲衛 施工延長：L=20m とび・土工 60 日間 指名 2 発注済
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29 市道西山２号線　法面対策工事 西山町 施工延長：L=20m とび・土工 60 日間 指名 2 発注済

30 市道青葉ヶ丘１号線　舗装工事 河井町 施工延長：L=180m 舗装 180 日間 一般 4 変更

31 市道金蔵北円山線　舗装新設工事　その２ 町野町徳成
施工延長：L=250m、表層工：A=808㎡、
上層路盤工：A=883㎡、排水工：L=10ｍ

舗装 90 日間 指名 2 発注済

32 市道城兼１号線　測量設計業務 大野町 測量業務：N=1式、設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

33 市道城兼１号線　用地測量業務 大野町 用地測量業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

34 市道二ツ屋通線　道路改良工事 二ツ屋町
施工延長：L=46.5m、路盤工：A=350㎡、
側溝工：L=47m、付帯工：L=94.6ｍ　ほか

土木 90 日間 指名 2 発注済

35 市道二ツ屋通線　舗装工事 大野町 施工延長：L=43m、舗装工：A=594㎡、区画線工：L=200m 舗装 60 日間 指名 3 発注済

36 市道上本町１号線　側溝改修工事 河井町 施工延長：L=50m、排水工：L=50m、舗装工：L=25m2 土木 90 日間 指名 3 発注済

37 市道名舟３号線　道路改修工事 名舟町 施工延長：L=10m、擁壁工：L=20m2、植生工：L=25m3 土木 90 日間 指名 4 変更

38 市道房田１号線　舗装改修工事 房田町 施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 50 日間 指名 3 取消

39 市道粟蔵鈴屋線　舗装改修工事 町野町粟蔵 施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 50 日間 指名 4 変更

40 市道申ヶ場線　舗装改修工事 町野町申ヶ場 施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 50 日間 指名 3 取消

41 市道塚田実校線　法面対策工事　その２ 稲舟町 施工延長：L=20m、吹付法枠工：A=200㎡、鉄筋挿入工：N=80箇所 とび・土工 120 日間 一般 4 取消

42 市道名舟尊利地線　舗装工事 名舟町 施工延長：L=110m、舗装工：A=1340㎡、取壊し工：V=7㎥、区画線工：L=146m 舗装 60 日間 一般 4 取消

43 市道佐野１号線　道路改良工事　その２ 町野町佐野 施工延長：L=110m、舗装工：A=85㎡、排水工：L=110m、取壊工：V=9m3 土木 60 日間 指名 4 追加

44 市道市役所前通線　道路照明灯設置工事 河井町 道路照明灯設置：N=4基 電気 60 日間 指名 4 追加

45 市道山ノ上荒田線　道路照明灯改修工事 市ノ瀬町外 道路照明灯撤去：N=3基、道路照明灯設置：N=3基 電気 60 日間 指名 4 追加

46 市道打良木西脇線外１路線　道路照明灯改修工事 石休場町外 道路照明灯撤去：N=2基、道路照明灯設置：N=2基 電気 60 日間 指名 4 追加

47 市道杉平山岸線　道路照明灯改修工事 山岸町外　 道路照明灯撤去：N=3基、道路照明灯設置：N=3基 電気 60 日間 指名 4 追加

1 地域整備課 令和２年度　市道走出駅前線　道路改良工事 門前町走出
施工延長：L=90m、土工：N=1式、水路工：L=180m、
下層路盤工：A=1200㎡

土木 60 日間 指名 1 発注済

2 令和２年度　市道走出駅前線　舗装工事 門前町走出 施工延長：L=90m、舗装工：A=1200㎡ 舗装 60 日間 指名 2 発注済

3 令和２年度　橋梁定期点検業務その６ 門前町 橋梁点検：N=30橋 その他 180 日間 指名 1 発注済

4 令和３年度　市道平・堀腰線　宮川橋　耐震補修設計業務 門前町堀腰 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

5 令和３年度　市道田村・亀部田線　浦田橋　耐震補修設計業務 門前町田村 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 3 発注済

6 令和３年度　市道猿山線　深見橋　耐震補修設計業務 門前町深見 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 3 発注済

7 令和３年度　市道吉浦線　吉浦橋　耐震補修設計業務 門前町吉浦 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 3 発注済

8 令和３年度　市道黒島本町線　黒島橋　耐震補修設計業務 門前町黒島町 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 3 発注済

9 令和３年度　市道谷口滝又線　谷谷内３号橋　耐震補修設計業務 門前町俊兼 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

10 令和２年度　市道皆月百成大角間線　法面対策工事 門前町百成大角間 施工延長：L=20m、土工：N=1式、ブロック積工：A=70㎡ 土木 60 日間 指名 3 発注済

11 令和３年度　普通河川栃木川　河道掘削工事 門前町栃木 施工延長：L=400m、土工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 発注済

12 令和３年度　普通河川獅子鼻川　河道掘削工事 門前町道下 施工延長：L=300m、土工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 発注済

13 令和３年度　普通河川谷谷内川　河道掘削工事 門前町俊兼 施工延長：L=300m、土工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 発注済

14 令和３年度　普通河川蛇喰川　河道掘削工事 門前町浦上 施工延長：L=300m、土工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 発注済

15 令和２年度　農村総合整備事業（条件改善型）本市第２地区　用水路改修工事 門前町本市 施工延長：L=400m、水路工：L=400m 土木 90 日間 指名 3 発注済

16 令和３年度　土地改良施設維持管理適正化事業　田村地区　用水路改修工事 門前町田村 施工延長：L=330m、水路工：L=330m 土木 90 日間 指名 3 発注済

17 令和３年度　土地改良施設維持管理適正化事業　道下地区　揚水機改修工事 門前町道下 揚水機改修工：N=1式 機械 120 日間 一般 3 発注済

18 令和３年度　土地改良施設維持管理適正化事業　浦上地区　用水路改修工事 門前町浦上 施工延長：L=200m、水路工：L=200m 土木 90 日間 指名 3 発注済

19 令和３年度　土地改良施設維持管理適正化事業　二又川地区　ため池改修工事 門前町二又川 ため池改修工：N=1式 土木 90 日間 指名 3 発注済

20 令和３年度　市道鍛冶屋新町線　道路改良工事 門前町鍛冶屋 施工延長：L=20m、ブロック積工：A=70㎡ 土木 90 日間 指名 2 発注済

21 令和３年度　市道五十洲深見線　法面対策工事 門前町吉浦 施工延長：L=20m、法枠工：A=660㎡ とび・土工 120 日間 一般 2 発注済

22 令和３年度　市道五十洲深見線　法面対策工事その２ 門前町五十洲 施工延長：L=10m、ブロック積工：A=20㎡、安全施設工：N=1式 土木 90 日間 指名 3 取消

23 令和３年度　市道西円山線　法面対策工事 門前町西円山 施工延長：L=12m、法枠工：A=180㎡ とび・土工 90 日間 指名 3 発注済

24 令和３年度　市道五十洲吉浦線　舗装改修工事 門前町矢徳 施工延長：L=200m、舗装工：A=800㎡ 舗装 90 日間 指名 3 発注済

25 令和２年度　市道俊兼山手線　舗装改修工事 門前町俊兼 施工延長：L=130m、舗装工：A=450㎡ 舗装 90 日間 指名 3 発注済

26 令和２年度　市道小山猿橋線　舗装改修工事 門前町小山 施工延長：L=150m、舗装工：A=600㎡ 舗装 90 日間 指名 3 発注済

27 令和２年度　市道剱地住宅２号線　側溝改修工事 門前町剱地 施工延長：L=70m、水路工：L=70m 土木 90 日間 指名 3 発注済

28 令和２年度　市道舘小石線　側溝改修工事 門前町舘 施工延長：L=40m、水路工：L=40m 土木 90 日間 指名 3 発注済

29 令和２年度　市道浅生田清土線　側溝改修工事 門前町安代原 施工延長：L=30m、水路工：L=40m 土木 90 日間 指名 3 発注済

30 令和２年度　市道清太郎水の上線　側溝改修工事 門前町浦上 施工延長：L=30m、水路工：L=40m 土木 90 日間 指名 3 発注済

31 令和２年度　市道貝吹線　側溝改修工事 門前町貝吹 施工延長：L=40m、水路工：L=40m 土木 90 日間 指名 3 発注済

32 令和３年度　市道暮坂線　法面対策工事 門前町暮坂 施工延長：L=120m、法面保護工：L=120m 土木 90 日間 指名 3 発注済



33 令和３年度　広域農道能登外浦地区　椎木北浦トンネル非常用施設点検業務 門前町椎木～飯川谷 非常用設備点検業務：N=1式 その他 90 日間 指名 3 発注済

34 令和３年度　市道まがき線　おさよトンネル非常用施設点検業務 門前町和田～大滝 非常用設備点検業務：N=1式 その他 90 日間 指名 3 発注済

35 令和３年度　市道谷口滝又線　谷谷内３号橋　耐震補修工事 門前町俊兼 施工延長：L=7m、耐震補修：N=1式 土木 120 日間 一般 3 発注済

1 地域振興課 古和秀水紫外線滅菌装置取替工事 門前町鬼屋 滅菌装置更新：N=2台 電気 90 日間 指名 1 発注済

2 令和３年度　のと猿山雪割草の道整備工事 門前町深見、吉浦 ロープ柵工：L=350m、看板設置：N=1基、指導標設置工：N=18基 土木 150 日間 指名 2 発注済

1 都市整備課 令和３年度　都市計画道路本町宅田線　工損調査業務（その１） 河井町 建物調査：N=6件 その他 90 日間 指名 1 発注済

2 令和３年度　都市計画道路本町宅田線　工損調査業務（その２） 河井町 建物調査：N=6件 その他 90 日間 指名 1 発注済

3 令和３年度　都市計画道路本町宅田線　工損調査業務（その３） 河井町 建物調査：N=6件 その他 90 日間 指名 1 発注済

4 市営青葉ヶ丘住宅Ｌ棟・М棟外壁改修工事 河井町 外壁改修工事：施工面積1,110㎡ 建築 180 日間 一般 1 発注済

5 市営青葉ヶ丘住宅設備改修工事 河井町 給湯器交換：N=11戸（ガス給湯器を電気温水器に交換） 管 180 日間 一般 1 発注済

6 市営横地住宅外壁改修工事 横地町 外壁塗装：N=1式 建築 90 日間 一般 2 発注済

7 總持寺周辺地区街なみ環境整備工事（広場整備工） 門前町走出 利便施設設置工：木造平屋建て延床面積80.04㎡、広場工：舗装工・付帯工一式 建築 120 日間 一般 1 発注済

8 令和３年度　都市計画道路本町宅田線　道路整備工事その１ 河井町 水路工L=390ｍ　横断暗渠工L=95ｍ　舗装工A=2600㎡　取壊し工V=57㎥ 土木 230 日間 一般 1 発注済

9 令和３年度　都市計画道路本町宅田線　道路整備工事その２ 河井町 水路工L=640ｍ　横断暗渠工L=60ｍ　舗装工A= 2300㎡　取壊し工V=70㎥ 土木 230 日間 一般 1 発注済

10 令和３年度　輪島市緑の基本計画見直し業務 輪島市 計画見直し　N=1式 その他 260 日間 指名 2 発注済

11 輪島市住生活基本計画策定業務 輪島市 計画策定　N=1式 その他 270 日間 指名 1 発注済

13 總持寺周辺地区街なみ環境整備工事（駐車場舗装工） 門前町走出 舗装工：A=300㎡ 舗装 60 日間 指名 2 発注済

14 令和３年度　都市計画道路本町宅田線　舗装工事 河井町 施工延長：L=110m、舗装工：A=4,178㎡、取壊工：V=166㎥ 舗装 120 日間 一般 3 発注済

15 令和３年度　市道市役所前通線　道路改良工事 河井町
施工延長　L=405m、水路工　L=456m、
路盤工　A=453㎡、取壊工　V=116㎥

土木 120 日間 一般 3 発注済

1 監理課 輪島市本庁舎改修工事（建築） 二ツ屋町 議場改修、外壁・内装等改修 建築 240 日間 一般 2 発注済

2 輪島市本庁舎改修工事（機械設備） 二ツ屋町 既存庁舎トイレ・給湯室等改修 機械 240 日間 一般 2 発注済

3 輪島市本庁舎改修工事（電気設備） 二ツ屋町 既存庁舎議場・トイレ・給湯室等照明、在席表示改修 電気 240 日間 一般 2 発注済

4 輪島市本庁舎電光掲示板設置工事 二ツ屋町 電光掲示板N=1式、H=7.2m 建築 150 日間 一般 2 発注済

5 輪島市議会第１会議室及び第２会議室赤外線会議システム設置工事 二ツ屋町 赤外線会議システム設置 電気 60 日間 随契 3 発注済

6 三井出張所改修工事設計業務 三井町 出張所改修設計N=1式　A=552㎡ その他 100 日間 指名 3 発注済

7 三井出張所改修工事 三井町 屋上防水、外壁、空調等改修 建築 60 日間 一般 4

1 子育て健康課 松風台保育所外部柵改修工事 門前町道下 外部柵改修工事 土木 90 日間 指名 1 発注済

1 環境対策課 輪島市合葬式墓所整備工事 久手川町 建築工事及び外構工事：N=1式 建築 180 日間 一般 1 発注済

1 漆器商工課 輪島市臨空産業団地造成計画変更業務 三井町三洲穂
変更造成計画　N=1式（含道路計画）、雨水排水協議
N=1式、林地開発行為変更　N=1式

その他 180 日間 指名 1 発注済

2 臨空産業団地配水管整備工事 三井町洲衛 配水管敷設　L=50m 土木 60 日間 指名 1 発注済

1 放送課 輪島市ケーブルテレビセンター設備更新工事 門前町走出　外 送出系設備機器、通信系設備機器更新　N=1式 通信 150 日間 一般 3 発注済

2 輪島市ケーブルテレビセンター伝送路移設工事（その11） 西二又町 工事区間：L=570m、同軸ケーブル架渉：515m　ほか 通信 75 日間 指名 4 追加

3 輪島市イントラ回線及びケーブルテレビ伝送路復旧工事 三井町長沢 工事区間：L=634m、光ケーブル架渉：1,301m　ほか 通信 75 日間 指名 4 追加

1 教育総務課 河井小学校体育館照明改修工事 河井町 LED照明更新　N=24台 電気 30 日間 指名 1 発注済

2 門前東小学校共同調理場給湯設備改修工事 門前町清水 給湯設備改修　N=1式 管 60 日間 指名 1 発注済

3 門前中学校野球場バックネット改修工事 門前町清水 バックネット　H=5m　L=15m 建築 90 日間 指名 3 発注済

1 文化課 輪島市文化会館地下タンク改修工事 河井町 地下タンク改修工事：15kl、内部処理：39㎡、FRP処理：39㎡ 建築 30 日間 指名 1 発注済

2 輪島市文化会館小ホール調光機能付照明改修工事 河井町 ダウンライト：36台、ボーダーライト：5台、LED調光スイッチ：12個 電気 30 日間 指名 1 発注済

3 輪島漆芸美術館非常用照明設備改修工事 水守町 非常用照明設備改修：N=32個 電気 30 日間 指名 1 発注済

1 生涯学習課 一本松総合運動公園給水ポンプ取替工事 杉平町
給水ポンプユニット取替：N=1式、配管工N=1式、
既設品撤去及び搬入N=1式　ほか

管 90 日間 指名 1 発注済

2 体育施設換気用網戸設置工事 杉平町外 網戸設置：N=1式、ほか 建築 90 日間 指名 3 発注済

3 子どもの広場遊具撤去工事 宅田町外 市内子どもの広場遊具撤去：N=1式 解体 90 日間 指名 4 追加

4 子どもの広場遊具設置工事 掘町 子どもの広場遊具設置（木製複合遊具）：N=1式 建築 90 日間 指名 4 追加

5 子どもの広場防犯カメラ設置工事 堀町 防犯カメラ設置：N=1式 電気 90 日間 指名 4 追加

1 市立輪島病院 市立輪島病院非常用発電機更新工事 河井町 非常用発電機更新：N=1式 電気 300 日間 一般 1 発注済

1 上下水道課 令和３年度　輪島浄水場３系ろ過池ろ過砂更新工事 河井町 ろ過砂更新：N=8池 機械 180 日間 一般 2 発注済

2 令和３年度　地原浄水場２系ろ過池ろ過砂更新工事 門前町地原 ろ過砂更新：N=3池 機械 120 日間 指名 1 発注済

3 令和３年度　輪島浄水場取水ポンプ更新工事 河井町 取水ポンプ更新：N=1台 機械 210 日間 一般 3 発注済

4 令和３年度　地原浄水場沈殿池排泥弁更新工事 門前町地原 排泥弁更新：N=4台 機械 150 日間 一般 3 変更

5 令和３年度　地原浄水場電気設備更新工事 門前町地原 マルチモーターリレー更新：N=10台 電気 120 日間 指名 1 発注済

6 令和３年度　地原浄水場空調設備更新工事 門前町地原 空調設備更新：N=1台 電気 90 日間 指名 4 変更



7 令和３年度　栃木ポンプ場建設工事 門前町栃木
ポンプ室更新：N=1式、既設ポンプ室解体：N=1式、
配水管布設φ75：L=23m

土木 240 日間 一般 1 発注済

8 令和３年度　栃木ポンプ場機械・電気工事 門前町栃木 ポンプ設備：N=2台、制御盤：N＝1式、圧力タンク：N=1基 機械 240 日間 一般 1 発注済

9 令和３年度　遠隔監視システム整備事業　輪島市水道施設遠方監視システム更新工事 三井町　外 クラウド監視装置更新：N=9機場 通信 210 日間 一般 1 発注済

10 令和３年度　水道管路緊急改善事業　水道管布設替工事（大野工区） 大野町 配水管布設替φ75HPPE：L=645m 土木 120 日間 一般 1 発注済

11 令和３年度　水道管路緊急改善事業　水道管布設替工事（下黒川工区） 下黒川町
橋梁添架管布設替φ100HPPE：L=19m、配水管布設替φ
100HPPE：L=14m

土木 120 日間 一般 1 発注済

12 令和３年度　水道管路耐震化等推進事業　舗装本復旧工事（塚田工区） 塚田町 表層工：N=１式 舗装 90 日間 指名 2 発注済

13 令和３年度　水道管路耐震化等推進事業　舗装本復旧工事（鳳至工区） 鳳至町 表層工：N=１式 舗装 90 日間 指名 2 発注済

14 令和３年度　水道管路耐震化等推進事業　舗装本復旧工事（夕陽ヶ丘工区） 堀町 表層工：N=１式 舗装 90 日間 指名 3 発注済

15 令和３年度　水道管路耐震化等推進事業　舗装本復旧工事（杉平工区） 杉平町 表層工：N=１式 舗装 90 日間 指名 3 発注済

16 令和３年度　水道管路耐震化等推進事業（水道管路緊急改善事業）水道管布設替詳細設計業務 稲舟町　外 実施設計：N=1式 その他 210 日間 指名 1 発注済

17 令和３年度　稲舟配水池更新工事設計業務 稲舟町 基本設計業務：N=1式、実施設計業務：N=1式 その他 240 日間 指名 1 発注済

18 令和３年度　稲舟配水池更新工事に伴う地質調査業務 稲舟町 機械ボーリング：N=1式、解析業務：N=1式 その他 150 日間 指名 3 発注済

19 令和３年度　堀町ポンプ場１号ポンプ吐出弁及び逆止弁更新工事 堀町 吐出弁更新：N=1台、逆止弁更新：N=1台 機械 150 日間 指名 1 発注済

20 令和３年度　門前水質管理センター汚泥処理棟脱臭設備更新工事実施設計業務 門前町道下 実施設計：N=1式 その他 150 日間 指名 1 発注済

21 令和３年度　輪島市浄化センター沈砂池棟脱臭設備更新工事実施設計業務 山本町 実施設計：N=1式 その他 150 日間 指名 1 発注済

22 令和３年度　輪島市浄化センター沈砂池棟脱臭設備更新工事 山本町 脱臭設備更新：N=1式 機械 150 日間 一般 3 発注済

23 特定環境保全公共下水道事業（剱地処理区）舗装本復旧工事 門前町剱地 舗装本復旧工：A=4,000㎡ 舗装 90 日間 一般 2 発注済

24 一般国道２４９号法面対策・花山橋補修に伴う水道管補償工事 久手川町 φ75配水管布設替：L=7.4m、橋梁添架：L=8.6m、その他：N=1式 管 120 日間 指名 1 発注済

25 輪島市農業集落排水事業 美谷処理場フェンス更新工事 光浦町 フェンス更新：L=83m 土木 60 日間 指名 3 発注済

26 公共浄化槽設置工事その１ 三井町洲衛 浄化槽設置工事（30人槽）：N=1式 土・管 60 日間 指名 1 発注済

27 公共浄化槽設置工事その２ 光浦町 浄化槽設置工事（21人槽）：N=1式 土・管 60 日間 指名 1 発注済

28 令和３年度　輪島浄水場３系ろ過池表洗弁更新工事 河井町 表洗弁更新：N=4台 機械 180 日間 一般 1 発注済

29 令和３年度　水道管路緊急改善事業　水道管布設替工事（光浦１工区） 光浦町 配水管布設替φ75HPPE：L=964m 土木 150 日間 一般 2 発注済

30 令和３年度　水道管路緊急改善事業　水道管布設替工事（光浦２工区） 光浦町 配水管布設替φ75HPPE：L=619m、φ50HPPE：L=28m 土木 150 日間 一般 2 発注済

31 令和３年度　水道管路緊急改善事業　水道管布設替工事（中段工区） 中段町 配水管布設替　φ200DIP(GX)　L=450m 土木 180 日間 一般 2 発注済

32 地方道改築工事に伴う公共浄化槽移設補償工事 三井町本江 浄化槽移設工事（5人槽）：N=1式 土・管 60 日間 指名 2 発注済

33 公共浄化槽設置工事その３ 町野町粟蔵 浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 2 発注済

34 公共浄化槽設置工事その４ 町野町東大野 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 2 発注済

35 公共浄化槽設置工事その５ 町野町広江 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 2 発注済

36 公共浄化槽設置工事その６ 町野町南時国 浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 2 発注済

37 公共浄化槽設置工事その７ 三井町内屋 浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 2 発注済

38 公共浄化槽設置工事その８ 町野町粟蔵 浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 2 発注済

39 公共浄化槽設置工事その９ 町野町鈴屋 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 3 発注済

40 公共浄化槽設置工事その10 町野町東大野 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 3 発注済

41 公共浄化槽設置工事その11 稲屋町 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 3 発注済

42 公共浄化槽設置工事その12 上大沢町 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 30 日間 指名 3 発注済

43 公共浄化槽設置工事その13 町野町東大野 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 60 日間 指名 3 発注済

44 令和３年度　門前処理区マンホールポンプ場改築実施設計業務 門前町黒島町 実施設計：N=1式 その他 120 日間 指名 3 発注済

45 令和３年度　門前水質管理センター耐震工事実施設計業務 門前町道下 実施設計：N=1式 その他 90 日間 指名 3 発注済

46 令和３年度　深見第１・深見第４中継ポンプ場　機械電気設備更新工事 門前町深見 汚水ポンプ更新：N=1台、制御盤更新：N=2基、低圧主幹盤更新:N=2基 機械・電気 90 日間 一般 4 追加

47 令和３年度　鹿磯第１・黒島第４中継ポンプ場電気設備更新工事 門前町鹿磯　外 制御盤更新：N=2基、低圧主幹盤更新:N=2基 電気 90 日間 指名 4 追加

48 令和３年度　門前処理区マンホールポンプ場遠方監視装置更新工事 門前町深見　外 遠方監視装置更新：N=4箇所 通信 90 日間 指名 4 追加

49 令和３年度　輪島市浄化センター管理棟排水ポンプ更新工事 山本町 排水ポンプユニット更新：N=1式 管 90 日間 指名 4 追加

50 令和３年度　河井町中継ポンプ場外壁改築工事 河井町 外壁改修：N=1式、外部建具更新：N=1箇所 建築 90 日間 一般 4 追加

51 公共浄化槽設置工事その14 三井町長沢 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 60 日間 指名 4 追加

52 公共浄化槽設置工事その15 町野町北円山 浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式 土・管 60 日間 指名 4 追加


