
令和３年度県土マネジメント部所管業務発注見通し（令和３年７月公表分）

○ここに記載した内容は、令和３年７月２日時点の概算見込みに基づくものであるため、発注にあたっては、積算その他の状況により変更する場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。
　
○入札制度の改正等により、入札の方法が変更になる場合があります。

○各項目記載内容については、下記のとおりです。

分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 電線共同溝台帳整備業務 奈良市三条町他 一般 測量 第 1 四半期 約　5ヶ月 電線共同溝台帳整備

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 自転車道交通量調査 奈良土木管内 一般 測量 第 3 四半期 約　5ヶ月 自転車交通量調査

奈良県 奈良県 奈良土木事務所
河川巡視業務委託（河川維持修繕
事業）

奈良市他 一般 測量 第 2 四半期 約　5ヶ月 河川巡視業務

奈良県 奈良県 奈良土木事務所
河川巡視業務委託（河川維持修繕
事業）

天理市他 一般 測量 第 2 四半期 約　5ヶ月 河川巡視業務

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 機械設備設計業務 天理市和爾町 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 機械設備設計業務

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 維持用水取水設備設計業務 天理市長滝町 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 維持用水取水設備改良設計業務

奈良県 奈良県 奈良土木事務所
奈良土木事務所管内　土木技術業
務補助委託事業（債務分）業務委
託

奈良市 一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 奈良土木事務所
奈良市内　砂防関係施設補修工法
検討業務（防災・安全交付金事業
（総流防・砂防）（国補正）他）

奈良市内 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 奈良土木事務所

天理市内・山添村内　砂防関係施
設補修工法検討業務（防災・安全
交付金事業（総流防・砂防）（国補
正）他）

天理市内・山添村内 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

【公表対象業務】

次の業務のうち、入札契約方式が一般競争入札であるもの。
建設コンサルタント、測量、地質調査、補償コンサルタント及び建築設計（工事監理を含む）

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】
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公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
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【共通】

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 分流堰沈砂池土砂排出設計委託 天理市和爾町 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 分流堰沈砂池土砂排出設計業務

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 ダム施設測量業務 天理市和爾町 一般 測量 第 2 四半期 約　6ヶ月 ダム施設測量業務

奈良県 奈良県 郡山土木事務所 自転車道交通量調査 大和郡山市九条町 生駒郡斑鳩町興留 一般 測量 第 2 四半期 約　3ヶ月 自転車道交通量調査

奈良県 奈良県 郡山土木事務所 山田川測量業務 生駒市鹿畑町 一般 測量 第 1 四半期 約　3ヶ月
現地測量、基準点測量、路線測
量

奈良県 奈良県 郡山土木事務所 河川巡視 管内一円 一般 測量 第 2 四半期 約　8ヶ月 河川巡視

奈良県 奈良県 郡山土木事務所 河川巡視 管内一円 一般 測量 第 2 四半期 約　8ヶ月 河川巡視

奈良県 奈良県 郡山土木事務所 堆積土砂測量 管内一円 一般 測量 第 3 四半期 約　3ヶ月 堆積土砂測量

奈良県 奈良県 郡山土木事務所
モチ川　土質調査業務（防災・安全
交付金事業（砂防））

生駒市西松ヶ丘 一般 地質調査 第 2 四半期 約　3ヶ月 土質調査ボーリング

奈良県 奈良県 郡山土木事務所 勢野東（イ）地質調査業務
生駒郡三郷町勢野
東

一般 地質調査 第 2 四半期 約　3ヶ月 ボーリング N=5本

奈良県 奈良県 郡山土木事務所
郡山土木事務所管内　土木技術業
務補助委託事業（債務分）業務委
託

大和郡山市 一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 郡山土木事務所
生駒市内　砂防関係施設補修工法
検討業務

生駒市内 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 郡山土木事務所
平群町他　砂防関係施設補修工法
検討業務

大和郡山市・生駒郡
平群町・三郷町

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 高田土木事務所
地質調査業務委託（中南和振興の
ための産業集積地形成事業）

御所市北十三外 一般 地質調査 第 2 四半期 約　5ヶ月 地質調査
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発注機
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【共通】

奈良県 奈良県 高田土木事務所
高田土木事務所管内　土木技術業
務補助委託事業（債務分）業務委
託

大和高田市 一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 高田土木事務所 砂防関係施設補修工法検討業務 御所市内 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 高田土木事務所 砂防関係施設補修工法検討業務 葛城市内他 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 中和土木事務所

一般国道１６９号御所高取バイパ
ス　橋梁詳細設計委託（社会資本
整備総合交付金事業（道路改良・
都づくり））

御所市玉手～高取
町兵庫

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　10ヶ月 橋梁詳細設計

奈良県 奈良県 中和土木事務所
防災・安全社会資本整備交付金事
業（広域河川）

橿原市木原町 一般 建設コンサルタント 第 1 四半期 約　5ヶ月 護岸詳細設計

奈良県 奈良県 中和土木事務所
防災・安全社会資本整備交付金事
業（広域河川）

橿原市木原町 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 橋梁詳細設計

奈良県 奈良県 中和土木事務所
大和川他　河川巡視・点検業務委
託（緊急浚渫推進事業（臨時・特
別））

橿原市他 一般 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 河川巡視

奈良県 奈良県 中和土木事務所
曽我川他　河川巡視・点検業務委
託（緊急浚渫推進事業（臨時・特
別））

橿原市他 一般 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 河川巡視

奈良県 奈良県 中和土木事務所
屋就川他　河川巡視・点検業務委
託（緊急浚渫推進事業（臨時・特
別））

橿原市他 一般 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 河川巡視

奈良県 奈良県 中和土木事務所 緊急自然災害防止事業（急傾斜） 明日香村細川 一般 測量 第 2 四半期 約　3ヶ月 地形測量

奈良県 奈良県 中和土木事務所
大和川流域　砂防関係施設補修工
法検討業務（防災・安全（総流防・
砂防）（国補正））他

桜井市　初瀬他 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
砂防設備　N=11箇所
急傾斜地崩壊防止施設　N=8箇
所
地すべり防止施設　N=4箇所

奈良県 奈良県 中和土木事務所
寺川流域他　砂防関係施設補修工
法検討業務（防災・安全（総流防・
砂防）（国補正））他

桜井市　多武峰　他 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
砂防設備　N=25箇所
急傾斜地崩壊防止施設　N=8箇
所
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【共通】

奈良県 奈良県 中和土木事務所
中和土木事務所管内　土木技術業
務補助委託事業（債務分）業務委
託

橿原市 一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
一般県道上笠間八幡名張線道路
災害防除地形測量

宇陀市室生上笠間 一般 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月 現地測量

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
一般県道赤目掛線道路災害防除
地形測量

曽爾村今井 一般 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月 現地測量

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
宇陀土木事務所管内　河川巡視点
検委託

管内一円 一般 測量 第 2 四半期 約　7ヶ月 河川巡視点検

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
芳野川他　堆積土砂測量業務(河
川維持修繕(緊急浚渫)

宇陀市榛原高塚他 一般 測量 第 2 四半期 約　3ヶ月 河川測量

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
宇陀川他　堆積土砂測量業務(河
川維持修繕(緊急浚渫)

宇陀市大宇陀内原
他

一般 測量 第 2 四半期 約　3ヶ月 河川測量

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
西谷谷流域 砂防堰堤詳細設計委
託（防災・安全交付金事業（砂防）
（南部・東部）（補正）他）

宇陀市榛原桧牧 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　5ヶ月 砂防堰堤詳細設計 N=1基

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
鷲家口沢流域 砂防堰堤詳細設計
委託（防災・安全交付金事業（砂
防）（南部・東部）（補正）他）

東吉野村鷲家 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　5ヶ月 砂防堰堤詳細設計 N=1基

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
桃俣川流域 砂防堰堤詳細設計委
託（防災・安全交付金事業（砂防）
（南部・東部）（補正）他）

御杖村桃俣 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　5ヶ月 砂防堰堤詳細設計 N=1基

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
上谷尻沢B流域 地形測量委託（防
災・安全社会資本整備交付金事業
（砂防）（南部・東部））

東吉野村谷尻 一般 測量 第 2 四半期 約　5ヶ月 地形測量

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
下田口（ヲ）地区 用地測量委託（防
災・安全社会資本整備交付金事業
（急傾斜）（南部・東部））

宇陀市室生下田口 一般 測量 第 2 四半期 約　5ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所
宇陀土木事務所管内　土木技術業
務補助委託事業（債務分）業務委
託

宇陀市 一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月
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【共通】

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所 砂防関係施設補修工法検討業務
宇陀土木事務所管
内

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所 砂防関係施設補修工法検討業務
宇陀土木事務所管
内

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所 砂防関係施設補修工法検討業務
宇陀土木事務所管
内

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 砂防関係施設補修工法検討業務

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
主要地方道　五條吉野線　道路修
正設計業務委託（防災・安全交付
金事業（南部・東部）他）

吉野郡下市町阿知
賀

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　10ヶ月
道路修正設計
護岸詳細設計

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
主要地方道　五條吉野線　橋梁詳
細設計委託（防災・安全交付金事
業（南部・東部）他）

吉野郡下市町阿知
賀

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　10ヶ月 橋梁詳細設計業務

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
主要地方道大台ヶ原公園川上線
測量委託（防災・安全交付金事業
（地方道災害防除・国補正））

吉野郡上北山村西
原

一般 測量 第 2 四半期 約　5ヶ月
現地測量
4級基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
一般国道１６９号高原トンネル地質
調査委託（道路施設維持修繕費
（南部・東部））

吉野郡川上村高原 一般 地質調査 第 2 四半期 約　4ヶ月
機械ボーリング
（高原トンネル）

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
一般国道１６９号高原トンネル地質
調査委託（道路施設維持修繕費
（南部・東部））

吉野郡川上村高原 一般 地質調査 第 2 四半期 約　4ヶ月
高品質ボーリング
（高原トンネル）

奈良県 奈良県 吉野土木事務所

紀の川　下渕工区　用地測量業務
委託（防災・安全社会資本整備交
付金事業（南部・東部）（広域河
川））

吉野郡大淀町下渕 一般 測量 第 2 四半期 約　6ヶ月 用地測量 A=1.6ha

奈良県 奈良県 吉野土木事務所

紀の川　六田工区　樋門予備詳細
設計委託（防災・安全社会資本整
備交付金事業（南部・東部）（広域
河川）(臨時・特別)（国補正）他）

吉野郡吉野町六田 一般 建設コンサルタント 第 1 四半期 約　8ヶ月
樋門予備詳細設計
N=1箇所
（美吉野橋上流）

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
紀の川他　河川巡視点検業務（緊
急浚渫推進事業（臨時・特別））

吉野郡吉野町上市
ほか

一般 測量 第 2 四半期 約　6ヶ月
河川巡視業務
管内一円

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
奥地川他　測量委託（河川維持修
繕事業（緊急浚渫））

吉野郡下北山村浦
向　他

一般 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月
4級基準点測量
現地測量
路線測量

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
秋野川　測量委託業務（防災・安
全交付金事業（砂防）（南部・東部）
他）

吉野郡下市町栃本 一般 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月
現地測量
路線測量
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分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
秋野川　地質調査委託（防災・安
全交付金事業（砂防）（南部・東部）
他）

吉野郡下市町栃本 一般 地質調査 第 2 四半期 約　4ヶ月 機械ボーリング

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
中戸沢　測量委託業務（防災・安
全交付金事業（砂防）（南部・東部）
他）

吉野郡黒滝村中戸 一般 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月
現地測量
路線測量

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
中戸沢　地質調査委託（防災・安
全交付金事業（砂防）（南部・東部）
他）

吉野郡黒滝村中戸 一般 地質調査 第 2 四半期 約　4ヶ月 機械ボーリング

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
槇尾Ｃ沢　測量委託業務（防災・安
全交付金事業（砂防）（南部・東部）
他）

吉野郡黒滝村槇尾 一般 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月
現地測量
路線測量

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
槇尾Ｃ沢　地質調査委託（防災・安
全交付金事業（砂防）（南部・東部）
他）

吉野郡黒滝村槇尾 一般 地質調査 第 2 四半期 約　4ヶ月 機械ボーリング

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
下籠山地区 急傾斜施設台帳整備
業務(防災・安全交付金事業(急傾
斜))

吉野郡天川村下籠
山

一般 測量 第 2 四半期 約　6ヶ月 急傾斜施設台帳整備業務

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
牛頭谷砂防堰堤用地測量委託（防
災・安全交付金事業（砂防)(南部・
東部）(長寿命化)）

吉野郡天川村 一般 測量 第 3 四半期 約　6ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
篭山谷砂防堰堤用地測量委託（防
災・安全交付金事業（砂防)(南部・
東部）(長寿命化)）

吉野郡天川村 一般 測量 第 3 四半期 約　6ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
吉野土木事務所管内　土木技術業
務補助委託事業（債務分）業務委
託

吉野郡吉野町 一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
吉野町内　砂防関係施設補修工法
検討業務委託（防災安全交付金事
業（砂防）（老朽化対策）他）

吉野郡吉野町吉野
山　他

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
砂防施設　N=4箇所
急傾斜地崩壊防止施設　N=25箇
所

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
大淀町内　砂防関係施設補修工法
検討業務委託（防災安全交付金事
業（砂防）（老朽化対策）他）

吉野郡大淀町比曽
他

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
砂防施設　N=1箇所
急傾斜地崩壊防止施設　N=11箇
所
地すべり防止施設　N=1箇所

奈良県 奈良県 吉野土木事務所

下市町・黒滝村内　砂防関係施設
補修工法検討業務委託（防災安全
交付金事業（砂防）（老朽化対策）
他）

吉野郡下市町才谷
他

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
砂防施設　N=17箇所
急傾斜地崩壊防止施設　N=17箇
所
地すべり防止施設　N=3箇所
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分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
天川村内　砂防関係施設補修工法
検討業務委託（防災安全交付金事
業（砂防）（老朽化対策）他）

吉野郡天川村塩谷
他

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
砂防施設　N=19箇所
急傾斜地崩壊防止施設　N=17箇
所
地すべり防止施設　N=1箇所

奈良県 奈良県 吉野土木事務所

上北山村・下北山村内　砂防関係
施設補修工法検討業務委託（防災
安全交付金事業（砂防）（老朽化対
策）他）

吉野郡下北山村池
峯　他

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
砂防施設　N=26箇所
急傾斜地崩壊防止施設　N=8箇
所

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
川上村内　砂防関係施設補修工法
検討業務委託（防災安全交付金事
業（砂防）（老朽化対策）他）

吉野郡川上村東川
他

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月
砂防関係施設補修工法検討業務
砂防施設　N=36箇所

奈良県 奈良県 吉野土木事務所
川上村内　砂防関係施設補修工法
検討業務委託（防災安全交付金事
業（砂防）（老朽化対策）他）

吉野郡川上村上多
古　他

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月

砂防関係施設補修工法検討業務
急傾斜地崩壊防止施設　N=4箇
所
地すべり防止施設　N=4箇所

奈良県 奈良県 五條土木事務所
一般国道168号 新天辻工区 水文
調査業務委託(地域連携道路事業
(都づくり))

五條市西吉野町本
谷

五條市西吉野町阪
巻

一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 水文調査 N=15箇所

奈良県 奈良県 五條土木事務所
一般国道168号 新天辻工区 第3号
橋梁仮橋他地質調査業務委託(地
域連携道路事業(都づくり))

五條市西吉野町阪
巻

一般 地質調査 第 1 四半期 約　3ヶ月 ボーリング調査 N=3箇所

奈良県 奈良県 五條土木事務所
一般国道168号 新天辻工区 阪巻
地区用地測量業務委託(地域連携道路
事業(都づくり))

五條市西吉野町阪巻 一般 測量 第 2 四半期 約　9ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県 五條土木事務所
一般国道168号 新天辻工区 環境
調査(猛禽類)業務委託(単独道路
整備事業(通常分)(臨時))

五條市大塔町阪本
五條市西吉野町阪
巻

一般 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　12ヶ月
猛禽類調査 8ヶ月
とりまとめ業務

奈良県 奈良県 五條土木事務所
一般国道168号 新天辻工区 終点
側取付橋梁拡幅詳細設計等業務
委託(地域連携道路事業(都づくり))

五條市西吉野町阪
巻

一般 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　10ヶ月
橋梁詳細設計 N=1橋(取付橋梁
(終点側))
補強土詳細設計 N=1個所

奈良県 奈良県 五條土木事務所
龍神十津川線　地形測量業務委託
(防災・安全交付金事業(地方道災
害防除))

吉野郡十津川村出
谷

一般 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月 地形測量、路線測量

奈良県 奈良県 五條土木事務所
紀の川他 河川巡視業務委託(緊急
浚渫推進事業(臨時･特別))

五條市小島町他 一般 測量 第 2 四半期 約　8ヶ月 河川巡視業務 N=19河川
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分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県 五條土木事務所
熊野川他 河川巡視業務委託(緊急
浚渫推進事業(臨時･特別))

吉野郡十津川村七
色他

一般 測量 第 2 四半期 約　8ヶ月 河川巡視業務 N=28河川

奈良県 奈良県 五條土木事務所
西谷川 測量業務委託(防災・安全
交付金事業(南部･東部)(砂防))

五條市西吉野町大
日川他

一般 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 現地測量

奈良県 奈良県 五條土木事務所
今西川 測量業務委託(防災･安全
交付金事業(老朽化対策))

吉野郡十津川村今
西

一般 測量 第 3 四半期 約　5ヶ月 現地測量

奈良県 奈良県 五條土木事務所
今西川 地質調査業務委託(防災･
安全交付金事業(老朽化対策))

吉野郡十津川村今
西

一般 地質調査 第 3 四半期 約　5ヶ月 ボーリング調査

奈良県 奈良県 五條土木事務所
五條土木事務所管内　土木技術業
務補助委託事業（債務分）業務委
託

五條市・吉野郡十津
川村

一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 五條土木事務所
野原牧 他 砂防関係施設点検業務
委託（防災･安全社会資本整備交
付金事業(老朽化対策)）

五條市野原町牧他 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　8ヶ月 砂防関係施設点検業務

奈良県 奈良県
幹線街路整備事
務所

(都)西九条佐保線　地質調査業務
委託((仮称)奈良IC周辺整備補助
街路事業(都づくり))

奈良市恋の窪１丁目
他

一般 地質調査 第 2 四半期 約　4ヶ月 土質ボーリング　N=2（四条線）

奈良県 奈良県
幹線街路整備事
務所

(都)西九条佐保線　地質調査業務
委託((仮称)奈良IC周辺整備補助
街路事業(都づくり))

奈良市恋の窪東町
他

一般 地質調査 第 2 四半期 約　4ヶ月 土質ボーリング　N=3

奈良県 奈良県
幹線街路整備事
務所

(都)西九条佐保線　交差点詳細設
計業務委託((仮称)奈良IC周辺整
備補助街路事業(都づくり))

奈良市恋の窪１丁目
他

奈良市恋の窪１丁目
他

一般 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　6ヶ月 交差点詳細設計・道路詳細設計

奈良県 奈良県
流域下水道セン
ター

浄化センター
流域下水道整備

大和郡山市額田部
南町

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　15ヶ月
浄化センター自家発電設備更新
詳細設計

奈良県 奈良県 奈良公園事務所 春日山送水管調査検討業務委託 奈良公園 一般 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　5ヶ月
送水管老朽化調査　3420m
管体腐食状況調査　10箇所
機能保全計画策定
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分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県 河川整備課 紀の川水系 流量観測業務 吉野町上市他 一般 測量 第 1 四半期 約　10ヶ月 流量観測業務

奈良県 奈良県 河川整備課 曽我葛城西部 流量観測業務 大和高田市築山他 一般 測量 第 1 四半期 約　10ヶ月 流量観測業務

奈良県 奈良県 河川整備課 布留飛鳥東部 流量観測業務 桜井市大泉他 一般 測量 第 1 四半期 約　10ヶ月 流量観測業務

奈良県 奈良県 河川整備課
曽我葛城東部・布留飛鳥西部 流
量観測業務

橿原市十市町他 一般 測量 第 1 四半期 約　10ヶ月 流量観測業務

奈良県 奈良県 河川整備課 平城圏域 流量観測業務 奈良市杏町他 一般 測量 第 1 四半期 約　10ヶ月 流量観測業務

奈良県 奈良県 河川整備課 淀川・新宮川水系 流量観測業務 十津川村上野地他 一般 測量 第 1 四半期 約　10ヶ月 流量観測業務

奈良県 奈良県 砂防・災害対策課
衛星写真確認地における土地改
変行為に対する斜面点検業務委
託

県内全域 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　9ヶ月

砂防指定地内の衛星写真確認地
の監視パトロールを実施し、土地
改変行為の確認や斜面の安全性
を評価。

奈良県 奈良県 砂防・災害対策課
奈良県北部における土砂災害防
止法に基づく2巡目基礎調査に関
する調査検討業務

奈良県北部 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　8ヶ月

土砂災害防止法に基づく2巡目基
礎調査実施にあたり、奈良県北部
の見直し調査箇所及び追加調査
箇所の抽出を実施する。

奈良県 奈良県 砂防・災害対策課
大規模土砂災害発生時における
広域避難検討業務

五條市及び吉野郡 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　8ヶ月
県南部地域の安全安心の確保を
推進するため、効果的なソフト対
策の強化を検討する。

奈良県 奈良県 砂防・災害対策課
奈良県南部における土砂災害防
止法に基づく2巡目基礎調査に関
する調査検討業務

奈良県南部 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　8ヶ月

土砂災害防止法に基づく2巡目基
礎調査実施にあたり、奈良県南部
の見直し調査箇所及び追加調査
箇所の抽出を実施する。

9 ページ



分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　盛土
材分析等業務（奈良県大規模広域
防災拠点整備事業　（都づくり））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　14ヶ月
盛土材分析検討
高盛土の耐震性能照査
道路予備設計

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　測量
業務委託（奈良県大規模広域防災
拠点整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 3 四半期 約　7ヶ月
現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　造成
実施設計業務委託（奈良県大規模
広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　8ヶ月 造成実施設計

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　測量業務委託（奈良県大規
模広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 3 四半期 約　5ヶ月
現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　道路設計委託（奈良県大規
模広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　4ヶ月
道路詳細設計
交差点詳細設計

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　地質調査業務委託（奈良県
大規模広域防災拠点整備事業（都
づくり））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 地質調査 第 3 四半期 約　4ヶ月 土質ボーリング

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　用地測量委託（奈良県大規
模広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 1 四半期 約　7ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　用地測量委託（奈良県大規
模広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 1 四半期 約　7ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点 用地
測量委託（奈良県大規模広域防災
拠点整備事業　（都づくり）

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 1 四半期 約　10ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　用地測量委託（奈良県大規
模広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 4 四半期 約　4ヶ月 用地測量
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分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　用地測量委託（奈良県大規
模広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 4 四半期 約　11ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点接続
道路　用地測量委託（奈良県大規
模広域防災拠点整備事業（都づく
り））

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 4 四半期 約　11ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点 図化
業務委託（奈良県大規模広域防災
拠点整備事業　（都づくり）

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 3 四半期 約　5ヶ月 地形測量（数値図化）

奈良県 奈良県
大規模広域防災
拠点整備課

奈良県大規模広域防災拠点 用地
測量委託（奈良県大規模広域防災
拠点整備事業　（都づくり）

五條市阪合部新田
町　ほか

一般 測量 第 4 四半期 約　11ヶ月 用地測量

奈良県 奈良県 奈良公園室
令和3年度奈良のシカ管理計画検
討業務

奈良市内 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　9ヶ月
天然記念物奈良のシカに関する
第二種特定鳥獣管理計画の実施
及び検討

奈良県 奈良県 奈良公園室
令和3年度　奈良公園植栽計画策
定業務委託

奈良公園 一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　9ヶ月
奈良公園植栽計画・実施計画等
の策定

奈良県 奈良県 奈良公園室
令和3年度春日山原始林保全再生
業務委託

奈良市春日野町ほ
か

一般 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　9ヶ月
春日山原始林の保全にかかる各
種調査・モニタリング等

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

森林技術センター木材加工実験棟
等新築基本・実施設計業務

吉野郡吉野町飯貝 一般 建築設計 第 4 四半期 約　15ヶ月
実験棟、木材加工実験棟、作業
舎、温室棟を新築する基本・実施
設計業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

吉野高校活用改修基本・実施設計
業務及び吉野高校管理特別教室
棟他３棟奈良南高校開校に係る校
舎改修工事基本・実施設計業務

吉野郡吉野町飯貝 一般 建築設計 第 4 四半期 約　15ヶ月

外構の改修、内装改修及び昇降
機棟の増築、普通特別教室棟、
産振棟（1）及び（2）の一部の間仕
切り等の改修及び、トイレの増設
を行う、基本・実施設計業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

橿原考古学研究所附属博物館本
館棟屋上防水等改修工事監理業
務

橿原市畝傍町 一般 建築設計 第 2 四半期 約　5ヶ月
橿原考古学研究所附属博物館本
館棟屋上防水等改修工事の監理
業務
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分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

民俗博物館本館屋上防水・外壁改
修工事監理業務

大和郡山市矢田町 一般 建築設計 第 2 四半期 約　5ヶ月
屋上防水及び外壁改修工事の監
理業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

万葉文化館本館屋根改修工事監
理業務

高市郡明日香村飛
鳥

一般 建築設計 第 2 四半期 約　12ヶ月 銅板屋根改修工事の監理業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

藤の木学園指導訓練棟・管理棟等
建築工事監理業務

奈良市菅野台 一般 建築設計 第 4 四半期 約　12ヶ月
指導訓練棟、管理棟、公用車庫・
屋外トイレ棟の新築工事の監理
業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

産業会館本館中央監視設備改修
及び受変電設備改修工事監理業
務

大和高田市幸町 一般 建築設計 第 2 四半期 約　6ヶ月
中央監視設備及び受変電設備の
改修工事の監理業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

南部農林振興事務所農村地域振
興課除却工事監理業務

吉野郡下市町新庄 一般 建築設計 第 4 四半期 約　6ヶ月 除却工事の監理業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

県営住宅桜井団地第2期除却工事
監理業務

桜井市西之宮 一般 建築設計 第 3 四半期 約　7ヶ月
住戸棟18棟(3,451m2）・集会所
（42m2）等除却工事の監理業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

県営住宅平城団地10号棟及び11
号棟屋上防水・外壁改修工事監理
業務

奈良市秋篠町 一般 建築設計 第 3 四半期 約　6ヶ月
屋上防水・外壁改修工事の設計
業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

県営住宅西小泉団地1号棟屋上防
水・外壁等改修工事監理業務

大和郡山市小泉町 一般 建築設計 第 3 四半期 約　5ヶ月
屋上防水・外壁改修工事の設計
業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

奈良公園登大路園地トイレ及び東
塔跡トイレ外壁改修工事監理業務

奈良市登大路町、奈
良市雑司町

一般 建築設計 第 3 四半期 約　4ヶ月
登大路園地トイレ、東塔跡トイレの
外壁改修工事の監理業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

十津川高校管理教室棟(23-1,23-
2)屋上防水改修工事監理業務

十津川村込之上 一般 建築設計 第 4 四半期 約　6ヶ月 屋上防水改修の工事監理業務

奈良県 奈良県
県有施設営繕課・
営繕プロジェクト推
進室

二階堂養護学校校舎棟(12～14)空
調設備設置工事監理業務

天理市庵治町 一般 建築設計 第 4 四半期 約　6ヶ月 空調改修工事の監理業務
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