
 

 

 

 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

に基づく平成２６年度予算に係る発注見通しの公表について 

 

 石川県における平成２６年度予算に係る発注見通しについて、次のとおり公表しますのでお知らせ

します。なお、公表する内容は公表時点の予定のため、実際に発注する際に変更又は追加される場合

があります。 

 

１．公表対象 

平成２６年度に指名通知、入札公告及び随意契約の方法で契約する見込みの建設工事のうち  

設計金額が２５０万円を超える案件（平成２６年３月１７日に公表した平成２５年度２月補正に 

係る発注見通しの内容を一部含む） 

＜今回公表件数＞ 

制限付き一般競争入札            ２３４件（   ２７５件） 

指名競争入札                ９９１件（ １，２０７件） 

随意契約                    ０件（     ０件） 

合  計                １，２２５件（ １，４８２件） 

                    ※（ ）内は平成２５年４月公表件数 

 

２．公表の時期 

平成２６年４月３０日 

 

３．公表の方法 

 （１）次に掲げる場所での閲覧 

①本  庁 

行政情報サービスセンター、農林水産部農業政策課、土木部監理課 

②出先機関 

中能登総合事務所、奥能登総合事務所 

各農林総合事務所、各農林事務所 

各土木総合事務所、各土木事務所 

 

 （２）インターネットによる閲覧 

    石川県 CALS/EC ホームページ「入札情報システム」 

http://www.pref.ishikawa.jp/kanri/i-cals/index.htm 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ３ ０ 日 

（ 事 務 担 当 ） 

 監理課入札・契約グループ 

内 線：５ ０ ２ ４ 

外 線：0 7 6 - 2 2 5 - 1 7 1 2 



土木部
金沢桜丘高等学校改築工事（校舎棟・給排水衛生設備その１） 【営繕課】
金沢桜丘高等学校改築工事（校舎棟・給排水衛生設備その２） 【営繕課】
金沢商業高等学校改築工事（部室棟・建築） 【営繕課】
重要文化財旧金澤陸軍兵器支廠第五號兵器庫ほか２棟保存修理（平成２６年度）工事 【営繕課】
金沢泉丘高等学校大規模改造・耐震補強工事(普通教室棟・建築） 【営繕課】
金沢泉丘高等学校大規模改造・耐震補強工事（図書館棟・建築） 【営繕課】
金沢泉丘高等学校大規模改造・耐震補強工事(普通教室棟等・電気設備） 【営繕課】
金沢泉丘高等学校大規模改造・耐震補強工事（普通教室棟等・給排水衛生設備） 【営繕課】
金沢泉丘高等学校大規模改造・耐震補強工事（普通教室棟等・暖房設備） 【営繕課】
女性センター外壁改修工事 【営繕課】
旧河北台商業高等学校校舎解体工事 【営繕課】
旧町野高等学校校舎解体工事 【営繕課】
女性センター舞台照明設備改修工事 【営繕課】
産業展示館1～4号館トイレ修繕工事（建築） 【営繕課】
産業展示館1～4号館トイレ修繕工事（給排水衛生設備） 【営繕課】
産業展示館2号館展示場床面改修工事 【営繕課】
伝統産業工芸館電気設備改修工事 【営繕課】
第66回全国植樹祭「お野立所」建設工事 【営繕課】
小松商業高等学校下水道接続工事 【営繕課】
文教会館中央監視設備改修工事 【営繕課】
武道館外壁修繕工事 【営繕課】
志賀オフサイトセンター移転整備工事（建築・仕上） 【営繕課】
金沢桜丘高等学校改築工事（校舎棟その２・建築（仕上）） 【営繕課】
金沢桜丘高等学校改築工事（校舎棟その３・建築） 【営繕課】
金沢桜丘高等学校改築工事（外構等） 【営繕課】
金沢桜丘高等学校改築工事（特別教室棟改修・建築） 【営繕課】
金沢桜丘高等学校改築工事（特別教室棟改修・機械設備） 【営繕課】
主要地方道寺畠小松線　地方道改築工事（寺畠橋上部工） 【南加賀土木総合事務所】
南加賀道路（粟津ルート）　いしかわ広域交流幹線軸整備工事（橋台工） 【南加賀土木総合事務所】
岡　急傾斜地崩壊対策工事（その２） 【南加賀土木総合事務所】
和佐谷小谷　通常砂防工事 【南加賀土木総合事務所】
国道４１６号　国道改築工事（改良工その３） 【南加賀土木総合事務所】
国道４１６号　国道改築工事（改良工その４） 【南加賀土木総合事務所】
国道４１６号　国道改築工事（改良工その５） 【南加賀土木総合事務所】
国道４１６号　国道改築工事（改良工その６） 【南加賀土木総合事務所】
南加賀道路　地方道改築工事（曽宇町改良工その5） 【南加賀土木総合事務所】
南加賀道路（粟津ルート）　いしかわ広域交流幹線軸整備工事（改良工その３） 【南加賀土木総合事務所】
南加賀道路（粟津ルート）　いしかわ広域交流幹線軸整備工事（改良工その４） 【南加賀土木総合事務所】
南加賀道路（粟津ルート）　いしかわ広域交流幹線軸整備工事（改良工その５） 【南加賀土木総合事務所】
主要地方道小松山中線　地方道改築工事（P1橋脚工） 【南加賀土木総合事務所】
主要地方道小松山中線　地方道改築工事（A2橋台工） 【南加賀土木総合事務所】
一般県道水田丸黒瀬線　橋りょう耐震補強（防災･安全）工事（保賀橋） 【南加賀土木総合事務所】
二級河川新堀川（柴山潟）広域河川改修工事（C2ブロック）　 【南加賀土木総合事務所】
二級河川熊坂川　河川管理施設等長寿命化工事（熊坂川ゴム堰更新工） 【南加賀土木総合事務所】
二級河川三谷川　河川管理施設等長寿命化工事（三谷川ゴム堰更新工） 【南加賀土木総合事務所】
二級河川動橋川　広域河川改修工事（築堤工その１） 【南加賀土木総合事務所】
二級河川動橋川　広域河川改修工事（築堤工その２） 【南加賀土木総合事務所】
二級河川動橋川　広域河川改修工事（樋ノ橋P2橋脚） 【南加賀土木総合事務所】
一級河川前川　広域河川改修工事（その３） 【南加賀土木総合事務所】
一級河川鍋谷川　総合流域防災工事（その1） 【南加賀土木総合事務所】
一級河川鍋谷川　総合流域防災工事（その2） 【南加賀土木総合事務所】
一級河川鍋谷川　総合流域防災工事（その3） 【南加賀土木総合事務所】
二級河川新堀川（柴山潟）広域河川改修工事（D2ブロックその1）　 【南加賀土木総合事務所】
二級河川新堀川（柴山潟）広域河川改修工事（D2ブロックその2）　 【南加賀土木総合事務所】
一級河川前川　広域河川改修工事（橋台工その１） 【南加賀土木総合事務所】
二級河川新堀川（柴山潟）広域河川改修工事（D2ブロックその３）　 【南加賀土木総合事務所】
二級河川新堀川（柴山潟）広域河川改修工事（D2ブロックその４）　 【南加賀土木総合事務所】
岡　急傾斜地崩壊対策工事（その３） 【南加賀土木総合事務所】
一級河川前川　広域河川改修工事（橋台工その２） 【南加賀土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その１） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その２） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その３） 【石川土木総合事務所】
奥の谷川　通常砂防工事 【石川土木総合事務所】
中宮温泉　雪崩対策工事 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その５） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その６） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その７） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その８） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その９） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　金沢美川小松線　道路改良工事（改良工その１０） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　小松鶴来線（天狗橋）　地方道改築（防災安全）工事（A1橋台撤去工） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　小松鶴来線（天狗橋）　地方道改築（防災安全）工事（瀬替工） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　小松鶴来線（天狗橋）　地方道改築（防災安全）工事（護岸工その１） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　小松鶴来線（天狗橋）　地方道改築（防災安全）工事（護岸工その２） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　小松鶴来線（天狗橋）　地方道改築（防災安全）工事（A２橋台撤去工） 【石川土木総合事務所】
主要地方道　小松鶴来線（天狗橋）　地方道改築（防災安全）工事（護岸工その３） 【石川土木総合事務所】
湯の谷川　火山砂防工事（その２） 【石川土木総合事務所】
県水耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－１－３８） 【県央土木総合事務所】
県水耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－１－３９） 【県央土木総合事務所】
県水耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－１－４０） 【県央土木総合事務所】
県水耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－１－４１） 【県央土木総合事務所】
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県水耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－１－４２） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（直線化　舗装１工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（直線化　舗装２工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化　舗装１工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化　舗装２工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化　舗装３工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化　舗装４工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化　舗装５工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化　舗装６工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化　舗装７工区） 【県央土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登１－１－３９） 【県央土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登１－１－４０） 【県央土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登１－１－４１） 【県央土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登１－１－４２） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（直線化　舗装３工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（直線化　舗装４工区） 【県央土木総合事務所】
一般県道黒川横山線　地方道改築工事（P２橋脚工） 【県央土木総合事務所】
一般県道黒川横山線　地方道改築工事（A２橋台工） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（ボックス１工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良１工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良２工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良３工区） 【県央土木総合事務所】
一般県道寺中西金沢線　地方道改築工事（二ツ寺橋上部工） 【県央土木総合事務所】
堅田川１号谷通常砂防工事（堰堤工） 【県央土木総合事務所】
都市計画道路北安江八日市線　無電柱化推進工事（その１） 【県央土木総合事務所】
一般県道莇谷津幡線　地方道改築工事（A１橋台工） 【県央土木総合事務所】
国道３０４号　国道改築工事（清水谷橋梁上部工） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（ボックス２工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良４工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良５工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良６工区） 【県央土木総合事務所】
二級河川大野川広域河川改修工事（護岸工Bブロック） 【県央土木総合事務所】
二級河川犀川広域河川改修工事（二ツ寺護岸工その１） 【県央土木総合事務所】
二級河川犀川広域河川改修工事（二ツ寺護岸工その２） 【県央土木総合事務所】
二級河川犀川広域河川改修工事（赤土護岸工その１） 【県央土木総合事務所】
荒屋谷川通常砂防工事（Ｂ－２堰堤工） 【県央土木総合事務所】
吉倉川３号谷通常砂防工事（堰堤工その２） 【県央土木総合事務所】
都市計画道路北安江八日市線　無電柱化推進工事（その２） 【県央土木総合事務所】
都市計画道路北安江八日市線　無電柱化推進工事（その３） 【県央土木総合事務所】
都市計画道路北安江八日市線　無電柱化推進工事（その４） 【県央土木総合事務所】
都市計画道路北安江八日市線　無電柱化推進工事（その５） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良７工区） 【県央土木総合事務所】
主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良８工区） 【県央土木総合事務所】
一般県道　庵鵜浦大田新線　地方道改築５類工事（護岸工） 【中能登土木総合事務所】
一般国道２４９号　橋りょう補修（防災・安全）工事（中島大橋）（橋脚補強工） 【中能登土木総合事務所】
二級河川米町川　総合流域防災工事（水管橋上部工） 【中能登土木総合事務所】
二級河川米町川　総合流域防災工事（樋管工） 【中能登土木総合事務所】
二級河川米町川　総合流域防災工事（樋管工その２） 【中能登土木総合事務所】
牛下川　通常砂防工事 【中能登土木総合事務所】
一般県道　長浦中島線　地方道改築（防災・安全）工事（橋脚工） 【中能登土木総合事務所】
押水羽咋海岸　侵食対策工事（養浜工） 【中能登土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登２－２－２４） 【中能登土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登２－２－２５） 【中能登土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登２－２－１７） 【中能登土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登２－２－１８） 【中能登土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登２－２－１９） 【中能登土木総合事務所】
県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登２－２－２０） 【中能登土木総合事務所】
宝立正院海岸　侵食対策工事（人工リーフ工１工区） 【奥能登土木総合事務所】
宝立正院海岸　侵食対策工事（人工リーフ工２工区） 【奥能登土木総合事務所】
飯田港改修［防波堤（東）］工事 【奥能登土木総合事務所】
珠洲道路　地方道改築５類工事（Ａ１橋台工） 【奥能登土木総合事務所】
珠洲道路　地方道改築５類工事（上部工） 【奥能登土木総合事務所】
主要地方道宇出津町野線　地方道改築（防災・安全）工事（改良工） 【奥能登土木総合事務所】
主要地方道宇出津町野線　地方道改築（防災・安全）工事（橋脚工） 【奥能登土木総合事務所】
金沢港改修（統合補助）工事（大野岸壁補修工） 【金沢港湾事務所】
金沢港浚渫土砂埋立護岸工事 【金沢港湾事務所】
金沢港浚渫土砂埋立護岸工事（その２） 【金沢港湾事務所】
金沢港県単埋立地整備工事（土砂受入工） 【金沢港湾事務所】
七尾港浚渫土砂埋立護岸工事(護岸工) 【七尾港湾事務所】

環境部
犀川左岸流域下水道設備１１４号工事（監視制御設備更新） 【水環境創造課】
加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）根上第１中継ポンプ場整備工事（除塵機設備） 【水環境創造課】
石川県水道用水供給事業　1系ろ過池ろ層修繕工事 【手取川水道事務所】
石川県水道用水供給事業　沈澱池機械設備修繕工事 【手取川水道事務所】
石川県水道用水供給事業　端末計器修繕工事 【手取川水道事務所】
石川県水道用水供給事業　七尾市藤橋供給点電気計装設備設備更新工事 【手取川水道事務所】
石川県水道用水供給事業　白山市一の宮供給点電気計装設備更新工事 【手取川水道事務所】

農林水産部
平成２５年度　漁港施設機能強化事業　蛸島漁港局部改良工事（7工区） 【水産課】
平成２５年度　水産流通基盤整備事業　富来漁港修築工事（-3.5m岸壁）（その3） 【水産課】
平成２５年度　水産流通基盤整備事業　富来漁港修築工事（-3.5m岸壁）（その4） 【水産課】
平成２５年度　水産物供給基盤機能保全事業　石崎漁港保全工事（第２防波堤） 【水産課】
平成２６年度　水産生産基盤整備事業　舳倉島漁港修築工事 【水産課】
平成２６年度　水産環境整備事業　輪島地区　人工礁漁場造成工事 【水産課】
平成２６年度　水産環境整備事業　鰀目地区　広域型増殖場造成工事 【水産課】
平成２５年度　水産物供給基盤機能保全事業橋立漁港保全工事(その2) 【水産課】



平成２５年度　農業用施設石綿対策特別事業　下福田地区　パイプライン工事 【南加賀農林総合事務所】
平成２６年度　県営土地改良総合整備事業（面的集積型）　加賀中部第３地区　用水路工事 【南加賀農林総合事務所】
平成２５年度　県営かんがい排水事業　得橋下流地区　暗渠工事 【南加賀農林総合事務所】
平成２５年度　農業用施設石綿対策特別事業　下福田地区　パイプライン工事その２ 【南加賀農林総合事務所】
平成２６年度　県営林道開設事業　白木峠線１工区　開設工事 【南加賀農林総合事務所】
平成２６年度　県営林道開設事業　安谷線１工区　開設工事 【南加賀農林総合事務所】
平成２６年度　県営林道開設事業　安谷線２工区　開設工事 【南加賀農林総合事務所】
平成２６年度　県営林道開設事業　安谷線３工区　開設工事 【南加賀農林総合事務所】
平成２５年度　用排水施設整備事業　郷用水第２地区　水路工事その５ 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　県営かんがい排水事業　北星地区　４－６号支線　水路工事 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　県営かんがい排水事業　北星地区　４－６号支線　水路工事その３ 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　県営かんがい排水事業　中島用水地区　水路工事 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　復旧治山事業　八谷地区　渓間工事 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　予防治山事業　ヒョン谷地区　渓間工事　　 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　予防治山事業　民蛇谷地区　渓間工事　　 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　予防治山事業　瀬戸野地区　山腹工事 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　予防治山事業　ゴンゴ地区　山腹工事 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　山地災害総合減災対策治山事業　大前林地区２工区　山腹工事 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　過疎地域代行林道開設事業　高倉山線１工区　開設工事　 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　復旧治山事業　アラヤ谷地区　山腹工事 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　県営かんがい排水事業　中村用水第２三期地区　水路工事 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　国営造成施設管理対策整備促進事業　水路法面工事 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　国営造成施設管理対策整備促進事業　安全施設工事 【石川農林総合事務所】
平成２６年度　予防治山事業　臼落地区　山腹工事 【石川農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　余地地区　区画整理工事その４ 【県央農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業　上田名地区　区画整理工事その４ 【県央農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業　上田名地区　区画整理工事その５ 【県央農林総合事務所】
平成２６年度　復旧治山事業　御門地区　山腹工事その２ 【県央農林総合事務所】
平成２６年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　余地地区　用水機場工事 【県央農林総合事務所】
平成２６年度　国営造成揚水施設等管理事業　河北潟地区　内灘排水機場　３号ポンプ分解整備工事 【県央農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　北免田・上畠地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　酒見地区　頭首工工事　 【中能登農林総合事務所】
平成２６年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　酒見地区　水門製作据付工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　酒井・本江地区　本江工区　暗渠排水工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業(面的集積型)　白浜・深見地区　用水機場工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業(面的集積型)　白浜・深見地区　用水機場工事その２ 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　老朽ため池整備事業　山田地区　ため池工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　老朽ため池整備事業　子浦地区　ため池工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　東馬場地区　暗渠排水工事 【中能登農林総合事務所】
平成２６年度　県営ほ場整備事業(面的集積型)　高階地区　暗渠排水工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業(面的集積型)　上町・浜田地区　用水路施設工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業（農業法人育成型）相神地区　用水機場工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営土地改良総合整備事業(経営体育成型)　熊木川地区　免田頭首工工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営土地改良総合整備事業(経営体育成型)　熊木川地区　免田頭首工　水門製作据付工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　西馬場地区　暗渠排水工事その２ 【中能登農林総合事務所】
平成２６年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　酒見地区　暗渠排水工事 【中能登農林総合事務所】
平成２６年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　酒井・本江地区　酒井工区　暗渠排水工事 【中能登農林総合事務所】
平成２６年度　用排水施設整備事業　中能登中央地区　排水路工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度　復旧治山事業　福水地区　山腹工事 【中能登農林総合事務所】
平成２５年度 広域営農団地農道整備事業　能登外浦４期地区　中田工区　道路工事その２ 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度 県営ほ場整備事業(面的集積型）　日置東部地区　区画整理工事その３ 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度 県営ほ場整備事業(面的集積型）　中・大坊地区　区画整理工事その３ 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度 海岸保全施設整備事業（老朽化）穴水地区　岩車工区　護岸工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度　老朽ため池整備事業　五十里地区　ため池工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度　老朽ため池整備事業　上大沢地区　ため池工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度 県営土地改良総合整備事業(経営体育成型)　鹿上地区　頭首工改修工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度 県営土地改良総合整備事業(経営体育成型)　鹿上地区　用水路及び第１中継機場工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２６年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)　日置東部地区　暗渠排水工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度 海岸保全施設整備事業（老朽化）穴水地区　志ヶ浦工区　護岸工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２５年度　予防治山事業　道下地区　渓間工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２６年度 県営土地改良総合整備事業(経営体育成型)　鹿上地区　用水路及び第2中継機場工事 【奥能登農林総合事務所】
平成２６年度 県営土地改良総合整備事業(経営体育成型)　鹿上地区　揚水機製作据付工事 【奥能登農林総合事務所】

警察本部
羽咋警察署庁舎建設工事（建築） 【会計課】
羽咋警察署庁舎建設工事（電気設備） 【会計課】
羽咋警察署庁舎建設工事（空調設備） 【会計課】
羽咋警察署庁舎建設工事（給排水衛生設備） 【会計課】
運転免許センター冷温水発生機取替工事 【会計課】
科学捜査研究所クリーンルーム改修工事 【会計課】
交通安全施設整備工事 【交通規制課】

234件

２．指名競争入札 991件

３．随意契約 0件

1,225件合　　計
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