
令 和 ４ 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４年度　大沢漁港浚渫工事 大沢町 浚渫工：V=200m3 しゅんせつ 90 日間 指名 1 発注済

2 令和４年度　県単林道事業　林道美谷線法面改良工事 美谷町 法枠工：A=90㎡ とび・土工 90 日間 指名 1 発注済

3 令和４年度　県単荒廃地復旧工事（高根尾地区） 門前町高根尾 土留工：N=1式、法面工：N=1式、水路工：N=1式 土木 90 日間 指名 1 発注済

4 令和４年度　名舟漁港機能保全計画更新業務 名舟町 機能保全計画見直し：N=1式 その他 120 日間 指名 1 発注済

5 令和４年度　林道橋梁定期点検業務 上山町　外 橋梁定期点検：N=14橋 その他 120 日間 指名 1 発注済

6 令和４年度　林道大箱鉢伏線　橋梁補修設計業務 深見町 設計業務：N=1橋 その他 120 日間 指名 1 発注済

7 令和４年度　林道大箱鉢伏線　鉢伏６号橋　橋梁補修工事 深見町 断面修復工：N=1式、根継ぎ工：N=1式 土木 90 日間 指名 2 発注済

8 令和４年度　林道高洲線　長坂橋　橋梁補修工事 久手川町 上部構造補修工：N=1式、根継ぎ工：N=1式 土木 90 日間 指名 2 発注済

9 杉平・洲衛線２号線　トンネル点検業務 石休場町 トンネル点検：N=1箇所 その他 90 日間 指名 2 発注済

1 土木課 令和４年度　市道名舟尊利地線　道路整備工事（残土処分工） 名舟町 土工：V=8,000㎥ 土木 60 日間 指名 1 発注済

2 令和４年度　市道輪島崎１号線ほか１路線　側溝改修工事 輪島崎町 施工延長：L=32m、側溝工：L=32m 土木 30 日間 指名 1 発注済

3 令和４年度　市道水守房田線　横断溝改修工事 山本町 施工延長：L=8.0m、排水工：L=7.2m、集水桝工：N=1基、舗装工：A=15㎡、取壊し工：V=2.8㎥ 土木 60 日間 指名 1 発注済

4 令和４年度　県単急傾斜地崩壊対策工事　宅田地区 宅田町 施工延長：L=80m、法面工：A=100㎡、擁壁工：L=10m とび・土工 150 日間 一般 2 発注済

5 令和４年度　市道塚田実校線　法面対策工事 稲舟町 施工延長：L=400m、法面工：A=500㎡ とび・土工 180 日間 一般 2 発注済

6 令和４年度　市道小田屋東山里線　法面対策工事 小田屋町 施工延長：L=140m、法面工：A=1200㎡ とび・土工 150 日間 一般 2 発注済

7 令和３年度　市道中段２号線　法面対策工事 中段町 施工延長：L=20m、法面工：A=200㎡ 土木 60 日間 指名 2 発注済

8 令和４年度　市道名舟尊利地線　道路整備工事（付帯工） 名舟町 施工延長：L=373m、路盤工：A=1,160㎡、生えてCo工：A=413㎡、安全施設工：N=8本 土木 60 日間 指名 2 発注済

9 令和４年度　市道北円山線　法面対策工事 町野町北円山 施工延長：L=10m、法面工：40㎡ 土木 60 日間 指名 2 発注済

10 令和３年度　市道上山３号線　法面対策工事 上山町 施工延長：L=26m、フトン篭工：L=24m 土木 90 日間 指名 2 発注済

11 令和４年度　市道重蓮３号線　側溝改修工事 河井町 施工延長：L=21.0m、排水工：L=42.0m、舗装工：A=22㎡、取壊し工：V=6㎥ 土木 90 日間 指名 2 発注済

12 令和４年度　市道興徳寺２号線　側溝改修工事 三井町興徳寺 施工延長：L=22.0m、排水工：L=22.0m、舗装工：A=33㎡、取壊し工：V=2㎥ 土木 60 日間 指名 2 発注済

13 令和４年度　市道塚田久手川線　側溝改修工事 久手川町 施工延長：L=56.0m、排水工：L=56.0m、舗装工：A=28㎡、取壊し工：V=5㎥ 土木 90 日間 指名 2 発注済

14 令和４年度　市道東大野10号線　側溝改修工事 町野町東大野 施工延長：L=41.0m、排水工：L=41.0m、舗装工：A=21㎡、取壊し工：V=3㎥ 土木 90 日間 指名 2 発注済

15 令和４年度　市道南町２号線　側溝改修工事 堀町 施工延長：L=62.0m、排水工：L=62.0m、舗装工：A=62㎡、取壊し工：V=5㎥ 土木 90 日間 指名 2 発注済

16 令和４年度　市道駅前２号線　側溝改修工事 河井町 施工延長：L=40.0m、排水工：L=80.0m、舗装工：A=80㎡、取壊し工：V=4㎥ 土木 90 日間 指名 2 発注済

17 令和４年度　市道若葉２号線　側溝改修工事 河井町 施工延長：L=30.0m、排水工：L=30.0m、舗装工：A=30㎡、取壊し工：V=3㎥ 土木 90 日間 指名 2 発注済

18 令和４年度　市道熊野打越線　法面対策工事 打越町 施工延長：L=5m、擁壁工：L=5m 土木 60 日間 指名 2 発注済

19 令和４年度　市道名舟尊利地線　道路整備工事（残土処分工その２） 名舟町 土工：V=4,000㎥ 土木 60 日間 指名 2 発注済

20 令和４年度　市道大沢１号線　法面対策工事 大沢町 施工延長：L=10m、法面工：50㎡ とび・土工 150 日間 指名 2 発注済

21 令和４年度　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=24m、法面工：A=290㎡ とび・土工 60 日間 指名 2 発注済

22 令和４年度　市道名舟尊利地線　道路整備工事（法面工） 名舟町 施工延長：L=293m、法面工：A=1,780㎡ とび・土工 60 日間 指名 2 発注済

23 令和４年度　県単急傾斜地崩壊対策工事　小峯山地区 河井町 施工延長：L=5m、法面工：A=78㎡、鉄筋挿入工：N=19本 とび・土工 150 日間 指名 2 発注済

24 令和４年度　市道西山１号線　法面対策工事 西山町 施工延長：L=25m、法面工：A=120㎡ とび・土工 90 日間 指名 2 発注済

25 令和３年度　市道市役所前通線　舗装改良工事 河井町 施工延長：L=20.0m、舗装工：A=260㎡ 舗装 90 日間 指名 2 発注済

26 令和４年度　橋梁定期点検業務　その１ 町野町　外 橋梁点検：N=9橋 その他 120 日間 指名 2 発注済

27 令和４年度　橋梁定期点検業務　その２ 門前町和田　外 橋梁点検：N=23橋 その他 120 日間 指名 2 発注済

28 令和４年度　橋梁定期点検業務　その３ 門前町二又川　外 橋梁点検：N=30橋 その他 120 日間 指名 2 発注済

29 令和４年度　市道鳳来鴨ヶ浦線　測量業務 輪島崎町 測量業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

30 令和４年度　市道鳳来鴨ヶ浦線　設計業務 輪島崎町 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

31 令和４年度　市道美谷２号線　測量業務 美谷町 測量業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

32 令和４年度　市道美谷２号線　設計業務 美谷町 設計業務：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

33 令和４年度　市道南町駅西線　二ツ屋橋　橋梁補修設計業務 二ツ屋町 橋梁補修設計：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

34 令和４年度　市道打良木西脇線　梨の木橋　橋梁補修設計業務 市ノ瀬町 橋梁補修設計：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

35 令和４年度　市道中10号線　出川２号橋　橋梁補修設計業務 三井町中 橋梁補修設計：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

36 令和４年度　輪島市地域安全克雪方針策定業務 輪島市一円 計画策定：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

37 令和４年度　市道房田１号線ほか１路線　側溝改修工事 房田町 施工延長：L=110.0m、排水工：L=110.0m、舗装工：A=55㎡、取壊し工：V=6㎥ 土木 90 日間 指名 2 取消

38 令和３年度　市道大川川西線　道路照明灯改修工事 町野町東大野 道路照明灯設置工：N=1基 電気 90 日間 指名 2 追加
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39 令和３年度　市道川西線　道路照明灯改修工事 町野町川西 道路照明灯設置工：N=2基 電気 90 日間 指名 2 追加

40 令和４年度　市道鈴屋寺山線　側溝改修工事 町野町鈴屋 施工延長：L=100.0m、排水工：L=100.0m、舗装工：A=50㎡、取壊し工：V=5㎥ 土木 90 日間 指名 3 変更

41 令和４年度　市道山岸２号線　側溝改修工事 山岸町 施工延長：L=50.0m、排水工：L=50.0m、舗装工：A=25㎡、取壊し工：V=4㎥ 土木 90 日間 指名 3 変更

42 令和４年度　市道佐野１号線　法面対策工事 町野町佐野 施工延長：L=30m、フトン篭工：L=30m 土木 90 日間 指名 2 取消

43 令和４年度　市道杉ノ木線　法面対策工事 町野町寺山 施工延長：L=6m、ブロック積工：A=20㎡ 土木 90 日間 指名 2 取消

44 令和４年度　市道名舟尊利地線　道路整備工事（舗装工） 名舟町 施工延長：L=358m、舗装工：A=1340㎡、取壊し工：V=7㎥、区画線工：L=146ｍ 舗装 90 日間 一般 3 変更

45 令和４年度　市道金蔵北円山線　舗装新設工事 町野町徳成 施工延長：L=300m、舗装工：A=900㎡ 舗装 60 日間 指名 3 変更

46 令和４年度　市道敷戸東大野線　舗装改修工事 町野町井面 施工延長：L=300m、舗装工：A=1,200㎡ 舗装 60 日間 指名 3 変更

47 令和４年度　市道川西桶戸線　舗装改修工事 町野町井面 施工延長：L=300m、舗装工：A=1,200㎡ 舗装 60 日間 指名 3 変更

48 令和４年度　市道美谷２号線　法面対策工事 美谷町 施工延長：L=50m、法面工：A=600㎡ とび・土工 150 日間 一般 3

49 令和４年度　市道名舟１号線　側溝改修工事 名舟町 施工延長：L=43.0m、排水工：L=43.0m、舗装工：A=22㎡、取壊し工：V=3㎥ 土木 90 日間 指名 3

50 令和４年度　橋梁定期点検業務　その４ 三井町　外 点検橋梁　N=10橋 その他 90 日間 指名 3

51 令和４年度　普通河川小田屋川　河道掘削工事 小田屋町 施工延長：L=500ｍ　河道掘削工：Ｌ＝500ｍ 土木 90 日間 指名 3 追加

52 令和４年度　普通河川小泉川　河道掘削工事 三井町小泉 施工延長：L=400ｍ　河道掘削工：Ｌ＝400ｍ 土木 90 日間 指名 3 追加

53 令和４年度　普通河川仁行川　河道掘削工事 三井町仁行 施工延長：L=500ｍ　河道掘削工：Ｌ＝500ｍ 土木 90 日間 指名 3 追加

54 令和４年度　普通河川与呂見川　河道掘削工事 三井町与呂見 施工延長：L=400ｍ　河道掘削工：Ｌ＝400ｍ 土木 90 日間 指名 3 追加

55 令和４年度　市道名舟尊利地線　道路整備工事（付帯工その２） 名舟町 付帯工：N=1式 土木 60 日間 指名 3 追加

56 令和４年度　市道広江９号線　道路改良工事 町野町広江 施工延長：L=49ｍ　排水工：L＝55.9m　舗装工：A＝92㎡　取壊し工：V＝ 3㎥ 土木 90 日間 指名 3 追加

57 令和３年度　市道みなと線　道路照明灯改修工事 鳳至町 道路照明灯設置工：N=3基 電気 90 日間 指名 3 追加

58 令和３年度　市道臨空１号線　道路照明灯改修工事 三井町三洲穂 道路照明灯設置工：N=3基 電気 90 日間 指名 3 追加

59 令和４年度　市道稲荷町３号線　側溝改修工事 鳳至町 施工延長：L= 58 m　排水工：L= 58 m　舗装工：A= 29 ㎡　取壊し工： V=  3 ㎥ 土木 90 日間 指名 3 追加

60 令和４年度　市道輪島崎７号線ほか１路線　側溝改修工事 輪島崎町 施工延長：L= 32 m　排水工：L= 32 m　舗装工：A= 16 ㎡　取壊し工： V=  6 ㎥ 土木 90 日間 指名 3 追加

61 令和４年度　市道日吉山１号線　側溝改修工事 輪島崎町 施工延長：L= 48 m　排水工：L= 48 m　舗装工：A= 24 ㎡　取壊し工： V= 12 ㎥ 土木 90 日間 指名 3 追加

62 令和４年度　市道下山６号線　側溝改修工事 下山町 施工延長：L= 80 m　排水工：L=  80m　舗装工：A= 40 ㎡　取壊し工： V=  3 ㎥ 土木 90 日間 指名 3 追加

63 令和４年度　市道大野１号線　側溝改修工事 大野町 施工延長：L= 60 m　排水工：L=  60m　舗装工：A= 30 ㎡　取壊し工： V=  5 ㎥ 土木 90 日間 指名 3 追加

64 令和４年度　市道敷戸東大野線　舗装改修工事 町野町東大野 施工延長：L=80m、舗装工：A=720㎡ 舗装 90 日間 指名 3 追加

65 令和４年度　市道名舟１号線　舗装改修工事 名舟町 施工延長：L=150m、舗装工：A=450㎡ 舗装 90 日間 指名 3 追加

66 令和４年度　市道仁行１号線外１路線　舗装改修工事 三井町仁行 施工延長：L=150m、舗装工：A=600㎡ 舗装 90 日間 指名 3 追加

67 令和４年度　市道仁行３号線　舗装改修工事 三井町仁行 施工延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 90 日間 指名 3 追加

68 令和４年度　市道美谷１号線外１路線　舗装改修工事 美谷町 施工延長：L=150m、舗装工：A=600㎡ 舗装 90 日間 指名 3 追加

69 令和４年度　市道申ヶ場線　舗装改修工事 町野町寺山 施工延長：L=120m、舗装工：A=500㎡ 舗装 90 日間 指名 3 追加

70 令和４年度　市道小池４号線　舗装改修工事 小池町 施工延長：L=100m、舗装工：A=400㎡ 舗装 90 日間 指名 3 追加

71 令和４年度　市道粟蔵通線　道路照明灯改修工事 町野町粟蔵 道路照明灯設置工：N=2基 電気 90 日間 指名 3 追加

72 令和４年度　市道市ノ坂洲衛線　道路照明灯改修工事 三井町市ノ坂 道路照明灯設置工：N=3基 電気 90 日間 指名 3 追加

73 令和４年度　市道金蔵北円山線　法面対策工事 町野町金蔵 施工延長：L=15m、法面工：A=53㎡、排水工：L=14m 土木 90 日間 指名 3 追加

74 令和４年度　市道光浦４号線　七海橋　橋梁補修工事 光浦町 施工延長：L=12m、断面修復工：N=1式、支承部補修工：N=1式 土木 120 日間 一般 3 追加

1 地域整備課 令和３年度　市道広瀬中谷内線　法面対策工事 門前町中谷内 施工延長:L=20m、擁壁工：L=20m 土木 90 日間 指名 1 発注済

2 令和３年度　市道安代原線　法面対策工事 門前町安代原 施工延長:L=20m、擁壁工：L=20m 土木 90 日間 随契 1 発注済

3 令和４年度　市道鹿磯山手線　側溝改修工事 門前町鹿磯 施工延長：L=110m、側溝工：L=110m 土木 90 日間 指名 1 発注済

4 令和４年度　市道舘小石線　側溝改修工事 門前町広岡 施工延長：L=77m、側溝工：L=77m 土木 90 日間 指名 1 発注済

5 令和４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=58m、側溝工：L=58m 土木 90 日間 指名 1 発注済

6 令和４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=85m、側溝工：L=85m 土木 90 日間 指名 1 発注済

7 令和４年度　市道内保伏坂線　道路改良工事 門前町内保 施工延長:L=50m、土工:N=1式 土木 60 日間 指名 2 発注済

8 令和４年度　市道二又川中央線　道路改良工事 門前町二又川 施工延長:L=20m、擁壁工：L=20m 土木 60 日間 指名 2 発注済

9 令和４年度　市道平出線　側溝改修工事 門前町四位 施工延長：L=35m、側溝工：L=35m 土木 90 日間 指名 2 発注済

10 令和４年度　市道浅生田清土線　道路改良工事 門前町浅生田 施工延長:L=80m、土工:N=1式、側溝工：N=1式 土木 90 日間 指名 2 発注済

11 令和４年度　市道和田中谷内線　法面対策工事 門前町中谷内 施工延長:L=20m、擁壁工：L=20m 土木 90 日間 指名 2 発注済

12 令和４年度　市道平出線　舗装改修工事 門前町四位 施工延長：L=140m、舗装工：A=500㎡ 舗装 90 日間 指名 2 発注済

13 令和４年度　市道谷内和田線　舗装改修工事 門前町和田 施工延長：L=150m、舗装工：A=600㎡ 舗装 90 日間 指名 2 発注済

14 令和４年度　農村整備事業　能登外浦地区　農道施設点検業務 門前町道下 外 橋梁点検：N=3橋 その他 90 日間 指名 2 発注済



15 令和４年度　市道道下鑓川線　道下橋　橋梁補修設計業務 門前町道下 橋梁補修設計業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

16 令和４年度　市道清水道下線　歩道橋　橋梁補修設計業務 門前町道下 橋梁補修設計業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

17 令和４年度　市道道下深見線　鹿磯２号橋　橋梁補修設計業務 門前町鹿磯 橋梁補修設計業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

18 令和４年度　市道白禿２号線　白禿２号橋　橋梁補修設計業務 門前町白禿 橋梁補修設計業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

19 令和４年度　市道山是清線　山是清５号橋　橋梁補修設計業務 門前町山是清 橋梁補修設計業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

20 令和４年度　市道獅子鼻線　法面対策地質調査業務 門前町道下 地質調査業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

21 令和４年度　市道獅子鼻線　法面対策測量業務 門前町道下 測量業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

22 令和４年度　市道獅子鼻線　法面対策設計業務 門前町道下 設計業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

23 令和４年度　市道本内正仏線　測量業務 門前町田村 測量業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

24 令和４年度　市道本内正仏線　設計業務 門前町田村 設計業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

25 令和４年度　市道猿山線　深見橋耐震補修工事 門前町深見 耐震補修：N=1式 土木 120 日間 一般 3

26 令和４年度　市道田村亀部田線　浦田橋耐震補修工事 門前町田村 耐震補修：N=1式 土木 120 日間 一般 3

27 令和４年度　市道吉浦線　吉浦橋耐震補修工事 門前町吉浦 耐震補修：N=1式 土木 120 日間 指名 3

28 令和４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=290m、水路工：L=290m 土木 90 日間 指名 3

29 令和４年度　土地改良施設維持管理適正化事業　田村地区　ため池改修工事 門前町田村 ため池改修：N=1式 土木 90 日間 指名 3

30 令和４年度　土地改良施設維持管理適正化事業　道下地区　ため池改修工事 門前町道下 ため池改修：N=1式 土木 90 日間 指名 3

31 令和４年度　市道平堀腰線　宮川橋耐震補修工事 門前町平 耐震補修：N=1式 土木 120 日間 指名 3

32 令和４年度　市道道下黒島線　黒島橋耐震補修工事 門前町黒島町 耐震補修：N=1式 土木 120 日間 指名 3

33 令和４年度　市道久川中島線　舗装改修工事 門前町久川 施工延長：L=100m、舗装工：A=300㎡ 舗装 90 日間 指名 3

34 令和４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=100m、舗装工：A=300㎡ 舗装 90 日間 指名 3

35 令和４年度　県単土地改良事業　栃木・栃木第２地区　確定測量業務 門前町栃木 確定測量：A=3.1ha その他 180 日間 指名 3 追加

36 令和４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

37 令和４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

38 令和４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 4

39 令和４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 4

1 都市整備課 横地住宅外壁改修工事 横地町 外装塗装：N=1式 建築 90 日間 指名 1 発注済

2 青葉ケ丘住宅ブースターポンプ設置工事 河井町 ポンプ設置：N=1式、貯水槽設備解体：N=1式 管 90 日間 指名 2 発注済

3 市営さくら住宅外壁改修工事実施設計業務 門前町和田 外壁改修工事実施設計：N=1式 その他 90 日間 指名 2 発注済

1 地域振興課 門前モータースポーツ公園トイレ改修工事 門前町道下 トイレ改修：N=1式 管 90 日間 指名 2 変更

2 ビュー・サンセット非常用発電機更新工事 門前町千代 非常用発電機更新：N=1式 電気 120 日間 指名 2 発注済

1 防災対策課 40m3級耐震性貯水槽新設工事　門前町剱地地区 門前町剱地 40m3級耐震性貯水槽設置工：N=1式 土木 120 日間 一般 2 発注済

2 40m3級耐震性貯水槽新設工事　門前町門前地区 門前町門前 40m3級耐震性貯水槽設置工：N=1式 土木 120 日間 指名 2 発注済

3 耐震性貯水槽解体工事　山ノ上町地区 山ノ上町 取壊工：V=20㎥ 解体 60 日間 指名 3 追加

1 監理課 輪島綜合自動車学校　屋根外壁改修工事 横地町 屋根外壁改修工事：N=1式 建築 120 日間 指名 2 発注済

1 放送課 輪島市ケーブルテレビ無停電電源装置更新工事 門前町走出　外 無停電電源装置更新工事：20KVA、5.0KVA、3.0KVA 通信 180 日間 一般 2 発注済

2 令和４年度　輪島市ケーブルテレビ伝送路移設工事（その11） 門前町鹿磯 工事区間延長：L=374m、吊線架渉：L=31m、同軸ケーブル架渉（12C丸ケーブル）：L=76m　ほか 通信 60 日間 指名 2 追加

1 環境対策課 令和４年度　輪島クリーンセンター焼却処理施設解体計画策定業務 宅田町 解体撤去に関する計画作成 その他 300 日間 指名 1 発注済

2 輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理棟シャッター改修工事 宅田町 シャッター改修：N=1式 機械 60 日間 随契 1 発注済

1 子育て健康課 輪島市ふれあい健康センター駐車場拡張工事　測量設計業務 河井町 用地測量：N=1式、設計業務：N=1式 その他 60 日間 指名 3 追加

2 輪島市ふれあい健康センター駐車場拡張工事 河井町 舗装工：A=300㎡、付帯工：N=1式、取壊工：N=1式 土木 150 日間 一般 3 追加

1 漆器商工課 輪島市工房長屋外壁改修等工事 河井町 塗装工事：A=336㎡、電気設備工事：N=1式 建築 60 日間 指名 2 発注済

1 教育総務課 大屋小学校プールろ過機改修工事 小伊勢町 ろ過装置改修：N=1基 管 90 日間 指名 1 発注済

2 門前東小学校体育館照明改修工事 門前町清水 LED照明改修：N=20台 電気 60 日間 指名 1 発注済

3 町野小学校遊具設置工事 町野町粟蔵 鉄棒・雲梯・ブランコ　各１基 土木 60 日間 指名 2 発注済

4 市内小学校等消防設備改修工事 河井町　外 受信機：N=1基、防煙シャッター：N=3箇所 消防 60 日間 指名 2 発注済

5 市内小中学校防犯カメラ設置工事（その１） 河井町外 各小中学校防犯カメラ設置：N=1式 電気 60 日間 指名 3 変更

6 市内小中学校防犯カメラ設置工事（その２） 門前町清水　外 各小中学校防犯カメラ設置：N=1式 電気 60 日間 指名 3 変更

1 生涯学習課 マリンタウン競技場トラック改修工事 マリンタウン トラック改修：L=300m、幅跳び助走路改修：N=1式 土木 240 日間 一般 2 発注済

2 一本松総合運動公園サン・プルル原水ポンプ改修工事 杉平町 原水ポンプ改修：N=1式 管 30 日間 指名 2 発注済

3 門前会館屋根改修工事 門前町走出 屋根改修工事：N=1式 建築 120 日間 指名 2 発注済



4 門前野球場改修工事実施設計業務 門前町清水 実施設計：N=1式 その他 120 日間 指名 3 追加

1 文化課 石川県輪島漆芸美術館照明器具LED更新工事 水守町 照明器具更新：N=1式 電気 150 日間 一般 3 追加

2 石川県輪島漆芸美術館消火ポンプ更新工事 水守町 消火ポンプ更新：N=1式 消防 60 日間 指名 3 追加

3 文化会館４階空調整備工事 河井町 空調設備設置：N=1式 管 90 日間 指名 3 追加

4 剱地琴ヶ浜塚跡測量業務 門前町剱地 塚跡及び周辺地形測量：A=70㎡ その他 120 日間 指名 3 追加

1 市立輪島病院 温水ボイラー改修工事 山岸町 真空式温水ヒーター改修：N=1式 管 180 日間 指名 3 追加

1 上下水道局 令和４年度　水産基盤整備事業　輪島地区　皆月環境浄化センター改修工事（土木） 門前町五十洲 処理施設防食被覆工：N=1式 土木 180 日間 一般 1 発注済

2 令和４年度　水産基盤整備事業　輪島地区　皆月環境浄化センター機械設備更新工事 門前町五十洲 機械設備更新：N=1式 機械 180 日間 一般 1 発注済

3 令和４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 河井町　外 布設替詳細設計：L=470m その他 150 日間 指名 1 発注済

4 令和４年度　水道管路緊急改善事業　水道管布設替工事（河井工区） 河井町 配水管布設替φ200 DIP：L=267m 土木 120 日間 一般 2 発注済

5 令和４年度　遠隔監視ステム整備事業　輪島市水道施設遠方監視システム更新工事 門前町　外 クラウド監視装置更新：N=11機場 通信 210 日間 一般 2 発注済

6 令和４年度　輪島市浄化センター汚泥処理棟機械設備更新工事 山本町 汚泥ホッパー更新：N=1式 機械 210 日間 一般 2 発注済

7 令和４年度　門前水質管理センター管理棟耐震化工事 門前町道下 耐震補強工：N=1式 建築 150 日間 指名 3 変更

8 令和４年度　水道管路耐震化等推進事業　舗装本復旧工事（稲屋工区） 稲屋町 表層工：N=１式 舗装 60 日間 指名 2 変更 発注済

9 令和４年度　長井送水ポンプ場電気設備更新工事 長井町 電気設備更新：N=1式 電気 210 日間 指名 3 変更

10 令和４年度　南志見送水ポンプ場電気設備更新工事 町野町 電気設備更新：N=1式 電気 210 日間 指名 3 変更

11 令和４年度　輪島浄水場テレメータ更新工事 河井町 テレメータ更新：N=1式 機械 120 日間 指名 3 変更

12 令和４年度　広岡配水池水位計更新工事 門前町広岡 水位計更新：N=1式 機械 120 日間 指名 3 変更

13 令和４年度　夕陽ヶ丘送水ポンプ場更新実施設計業務 堀町 実施設計：N=1式 その他 210 日間 指名 3 変更

14 令和４年度　輪島浄水場更新事業　測量業務 杉平町 測量：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

15 令和４年度　輪島浄水場更新事業　土質調査業務 杉平町 ボーリング調査：N=1式 その他 120 日間 指名 2 発注済

16 令和４年度　輪島浄水場更新事業　基本設計業務 杉平町 基本設計：N=1式 その他 240 日間 指名 2 発注済

17 令和４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φ200 DIP：L=570m、φ150 HPPE：L=42m 土木 120 日間 一般 3

18 令和４年度　一般国道249号輪島バイパス改築工事に伴う下水道施設移設補償工事 宅田町 下水道施設移設工：N=1式 土木 90 日間 一般 3

19 令和４年度　一般国道249号輪島バイパス改築工事に伴う水道施設移設補償工事 宅田町 水道施設移設工：N=1式 土木 90 日間 一般 3 取消

20 令和４年度　特定環境保全公共下水道事業（剱地処理区）
マンホールポンプ設置工事 門前町剱地 マンホールポンプ設置工：N=1式 機械 90 日間 一般 4 変更

21 令和４年度　特定環境保全公共下水道事業（剱地処理区）
水質測定装置設置工事 門前町大釜 水質測定装置設置工：N=5基 機械 90 日間 一般 4 変更

22 令和４年度　特定環境保全公共下水道事業（剱地処理区）
遠方監視装置設置工事 門前町剱地　外 クラウド監視装置設置工：N=5機場 通信 90 日間 一般 4 変更

23 令和４年度　美谷配水池計装設備更新工事 美谷町 計装設備更新：N=1式 機械 120 日間 指名 3

24 令和４年度　特定環境保全公共下水道事業（剱地処理区）
流量計設置工事 門前町剱地 流量計設置工：N=1個所 機械 90 日間 一般 4

25 令和４年度　特定環境保全公共下水道事業（剱地処理区）
剱地浄化センター 薬液注入装置設置工事 門前町剱地 薬液注入装置設置工：N=1基 機械 90 日間 指名 4

26 令和４年度　特定環境保全公共下水道事業（剱地処理区）幹線管渠築造工事 門前町剱地 下水道本管布設φ150：L=120m 土木 90 日間 一般 4 追加


