
 

 

 

 

 

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２９年度２月補正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２９年度２月補正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２９年度２月補正予算により発注が見込まれる入札公告、指名通知及び随意契約の方法で契

約する建設工事のうち、設計金額が２５０万円を超える案件（平成３０年１月１２日に公表した平

成２９年度予算に係る発注見通しの公表についての内容の追加分） 

入 札 方 式 今回公表件数 

制限付き一般競争入札 １０５件 

指 名 競 争 入 札 ２２７件 

随 意 契 約   ０件 

合 計 ３３２件 

２．公表の時期 

平成３０年３月２日 

※公表は原則四半期毎（４月、７月、１０月、１月）に行っていますが、補正予算成立後にも公

表を行うことがあります。 

 

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.lg.jp/kanri/cals-ec/cals-ec.html 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ２ 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

奥卯辰山健民公園公園管理センター整備工事（旧センター解体） 【営繕課】

主要地方道金沢小松線　地方道改築工事（改良工その４） 【南加賀土木総合事務所】

一級河川前川　広域河川改修工事（護岸工その２） 【南加賀土木総合事務所】

一級河川八丁川　総合流域防災工事（護岸工その３） 【南加賀土木総合事務所】

一級河川八丁川　総合流域防災工事（護岸工その４） 【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（護岸工その１３） 【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（護岸工その１４） 【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（護岸工その１５） 【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（護岸工その１６） 【南加賀土木総合事務所】

都市計画道路温泉中央南線　街路整備（防災・安全）工事（歩道工） 【南加賀土木総合事務所】

都市計画道路鶴来本町通り線　街路整備（防災・安全）工事 【石川土木総合事務所】

金沢外環状道路　海側幹線４期　地方道改築工事（改良工その１１）（ゼロ国債） 【県央土木総合事務所】

金沢外環状道路　海側幹線４期　地方道改築工事（改良工その１２）（ゼロ国債） 【県央土木総合事務所】

七塚海岸　侵食対策工事 【県央土木総合事務所】

二級河川米町川　広域河川改修工事（築堤1工区） 【中能登土木総合事務所】

二級河川米町川　広域河川改修工事（築堤2工区） 【中能登土木総合事務所】

二級河川米町川　広域河川改修工事（築堤3工区） 【中能登土木総合事務所】

一般国道２４９号　国道改築（防災・安全）工事（改良１工区） 【中能登土木総合事務所】

主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（改良３工区） 【中能登土木総合事務所】

主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（改良４工区） 【中能登土木総合事務所】

主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（寺家高架橋Ｐ３橋脚工） 【中能登土木総合事務所】

主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（寺家高架橋Ｐ４橋脚工） 【中能登土木総合事務所】

二級河川米町川　広域河川改修工事（樋管工） 【中能登土木総合事務所】

二級河川御祓川　広域河川改修工事（国分１号橋上部工） 【中能登土木総合事務所】

主要地方道能都内浦線　地方道改築（防災・安全）工事（舗装工） 【奥能登土木総合事務所】

主要地方道七尾輪島線　道路災害防除工事（越の原工区） 【奥能登土木総合事務所】

一般国道２４９号　国道改築（防災・安全）工事（護岸６工区） 【奥能登土木総合事務所】

一般国道２４９号　国道改築（防災・安全）工事（護岸７工区） 【奥能登土木総合事務所】

農林水産部

平成２９年度　県営ほ場整備事業（農業法人育成型）　野田地区　区画整理工事その２ 【南加賀農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）　野田地区　区画整理工事その３ 【南加賀農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）　野田地区　区画整理工事その４ 【南加賀農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）　野田地区　区画整理及び用水機場工事 【南加賀農林総合事務所】

平成２９年度　防災林造成事業　塩浜地区　海岸工事（ゼロ国） 【南加賀農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）　野田地区　用水機製作据付工事 【南加賀農林総合事務所】

平成２９年度２月補正予算に係る公共工事発注見通しの概要

１．制限付き一般競争入札



平成２９年度　用排水施設整備事業　郷用水第３地区　水路工事その３ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　郷用水第３地区　水路工事その４ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　郷用水第３地区　水路工事その５ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　郷用水第３地区　水路工事その６ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　松任南部地区　水路工事その２ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　松任南部地区　水路工事その３ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　松任南部地区　水路工事その４ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）上吉野地区　区画整理工事その２ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）上吉野地区　区画整理工事その３ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）別宮地区　区画整理工事 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）別宮地区　区画整理工事その２ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　松任南部地区　水路工事その５ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　松任南部地区　水路工事その６ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　用排水施設整備事業　松任南部地区　水路工事その７ 【石川農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　倉見地区　区画整理工事 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　倉見地区　区画整理工事その２ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　倉見地区　区画整理工事その３ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　気屋地区　区画整理工事 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　気屋地区　区画整理工事その２ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　気屋地区　区画整理工事その３ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　気屋地区　区画整理工事その４ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　気屋地区　区画整理工事その５ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　中沼・夏栗地区　中沼工区　区画整理工事 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　中沼・夏栗地区　中沼工区　区画整理工事その２ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　中沼・夏栗地区　中沼工区　区画整理工事その３ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　中沼・夏栗地区　中沼工区　区画整理工事その４ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　気屋地区　区画整理工事その６ 【県央農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（農業法人育成型）相神地区　区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（農業法人育成型）相神地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）高階第２地区　区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）高階第２地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）高階第２地区　区画整理工事その３ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）飯川地区　区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）飯川地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区　区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）下地区　区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）下地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）下地区　区画整理工事その３ 【中能登農林総合事務所】



平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）伊久留地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）伊久留地区　区画整理工事その３ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）伊久留地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）瀬戸地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）瀬戸地区　区画整理工事その３ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）瀬戸地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）瀬戸地区　区画整理工事その５ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鹿頭地区　調整池及び区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鹿頭地区　区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鹿頭地区　区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鹿頭地区　区画整理工事その３ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　老朽ため池整備事業　猪の谷第３地区  取水施設工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（農業法人育成型）相神地区　区画整理工事その３ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（農業法人育成型）相神地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（農業法人育成型）相神地区　排水樋管及び区画整理工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）高階第２地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区　区画整理工事その３ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区　区画整理工事その５ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区　用水機場工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区　用水機製作据付工事 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）下地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鹿頭地区　区画整理工事その４ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鹿頭地区　調整池及び区画整理工事その２ 【中能登農林総合事務所】

平成２９年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鹿頭地区　区画整理工事その５ 【中能登農林総合事務所】

平成29年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　柳田南部地区　区画整理工事 【奥能登農林総合事務所】

平成29年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　柳田南部地区　区画整理工事その２ 【奥能登農林総合事務所】

平成29年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　清水地区　区画整理工事 【奥能登農林総合事務所】

平成29年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　寺五地区　区画整理工事その２ 【奥能登農林総合事務所】

平成29年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　寺五地区　区画整理工事その３ 【奥能登農林総合事務所】

平成29年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　五十里工区　区画整理工事 【奥能登農林総合事務所】

平成29年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　柳田南部地区　区画整理工事その３ 【奥能登農林総合事務所】

105件

２．指名競争入札 227件

３．随意契約 0件

332件合　　計
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